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衢州経済技術開発区の概要 
 

開発区概要 

衢州経済技術開発区は 1992年に設立され、2011年には国家級開発区と認定された。2012

年下半期に、国家級衢州経済技術開発区、衢州国家高新科技産業開発区、浙江衢州緑色産

業集積区は「一つのプラットフォーム、一枚の青写真(設計図)、一つのチーム、複数のブ

ランド」といった主旨により合併再編され、浙江省内で最初に市級各種工業園区の全体計

画を編成し、重大プロジェクト案件への配置と資源の配置等の統括計画を実現した。2013

年には区内に「浙江中関村科技産業園」が設立され、また 2016 年には「浙江中韓(衢州)

産業合作園」が設立されている。当開発区の全体計画面積は 306平方キロメートル、その

内、中核区域・重点区域の面積は 148平方キロメートル、区内には「国家新型産業化産業

示範基地」、「国家新材料重大専項産業基地」、「中国電子化学材料産業園」がある。 

 

現在、当開発区は科技革命と産業革命がもたらす発展の好機に恵まれ、電子・化学品、

医薬・医療機器、電子チップ・産業用ロボット等の新興産業の発展促進に力を注いている。

当開発区には既に韓国暁星、艾森薬業、康德薬業、立昂集団等 501社がここに拠点を置い

ている。その内、国家級ハイテク企業は 70社ある。2018年、当開発区の工業総生産額は

695.4億元に達した。 

 

 

交通アクセス 

衢州市は、水、陸、空の立体的な交通体制を構築している。市内へ行くには高速道路、

鉄道(高速鉄道)、民間航空、衢江航道等、様々なアクセス手段がある。2018 年、杭衢高

速鉄道(杭州－衢州区間)の建設事業も既に着工している。当該鉄道が開通すると、衢州か

ら杭州まで 40分で結ばれ、上海まで 90分に短縮される。 

 

 

投資メリット 

・信頼できる産業配置とインフラ施設 

・整備されたイノベーション生態体系 

・効率的且つ高品質の投資サービス  

・充実した各種要素の保障 

・行き届いたビジネス関連サービス 

・ハイパフォーマンスの建設コスト 

 

 

 

 

 

〔連続先〕 

ADD：浙江省衢州市世紀大道 677号 〒324002 

TEL：＋86-570-3851228 

FAX：＋86-570-3851550 

WEB：http://qzjjq.qz.gov.cn/ 
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蕭山経済技術開発区の概要 
 

蕭山経済技術開発区は 1990年 5月に設立され、1993年 5月に国務院の許可を受け、

国家級経済技術開発区に認定され、国が認定した全国最初の国家級経済開発区の一つ

である。現在、当開発区は建設面積約 150平方キロメートルある。 

 

現在、当開発区進出の登録企業は既に 1万社を超えている。一定規模以上の工業企

業は 179社、一定規模以上のサービス業企業は 178社、工業生産総額１億元を超えた

企業は 90社、国家級ハイテク企業は 147社、上場企業は 18社ある。その内、世界ト

ップ 500 ランクインの進出企業は 13 社、例えば、アメリカのゼネラルエレクトリッ

ク社、スイスの ABB 社、イタリアのフィアット社、ドイツの ZF フリードリヒスハー

フェン社、フォルクスワーゲン社、フランスのサンゴバン社、日本の丸紅社、アイシ

ン精機社、香港の華潤社等である。また、日本のデンソー、NSK、明電舍、台湾の友

佳精密、裕隆等、世界的な各業界の大手企業が 100社以上進出し、外資投資企業の総

投資額は 180億米ドルを超えている。 

 

当開発区ではデジタル産業化、産業デジタル化、都市デジタル化への発展を理念と

して、「二都市二鎮二基地」、即ち２つの「蕭山科技城(テクノシティ)」、「万向創新聚

能城(イノベーションシティ)」、２つの「ＩＴポートタウン」、「ロボットタウン」、２

つも「杭州橋南ハイエンド装置製造基地」、「浙江グリーンスマート製造基地をベース」

に、デジタル経済・バイオ経済分野を重点成長戦略として、新興産業の発展に力を注

ぎ、現代化の産業体系を構築している。 

 

当開発区は空港(航空路線)、高速鉄道、高速道路が縦横に貫通し、どの交通手段も

非常にアクセスしやすく、空港までは車で 15分、電車駅までは車で 25分、高速道路

のインターチェンジまでは車で 15 分の時間で着くことが可能である。また、３時間

以内で、長江デルタ地域の 15 の重要都市に着くことも可能である。杭州地下鉄２号

線、７号線、空港軽軌快線(モノレール)も当開発区を通っている。当開発区は上海港

から 180 キロ、寧波港から 150 キロ、乍浦港から 70 キロの地点に位置し、水上運送

も非常に便利である。 

 

当開発区は事業展開、生活居住、観光資源に恵まれている。杭州市内の有名な病院

まで車で 30 分の時間で到着が可能である。開発区にはアメリカの和睦家等国際医療

機構もある。また、情報港小学校、ウェリントン外国籍子女学校等各種公立、私立、

国際学校がある。 

 

当開発区は大きな決心、自信、勇気をもって、当開発区を地域性本部経済の中心、

戦略的新興産業をリードする開発区、イノベーションで発展を促進するモデル区、現

代化国際都市のモデル区、高水準ビジネスの環境でリードする開発区になるよう成長

させ、中国において一流の国家級開発区の形成を目指している。 
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平湖経済技術開発区の概要 
 

平湖市は、昔から「魚米の郷」と呼ばれ、美称「金平湖」として知られている。平

湖市の総人口は 77.7 万人、その内、戸籍人口は 49.6 万人、外来人口は 28.1 万人で

ある。2018年、平湖市の域内総生産(GDP)は 693.92億元。平湖経済技術開発区は、平

湖市の西北部、市内から 3キロに位置している。 

交通アクセス 

平湖経済技術開発区は、一時間交通圏内の上海、杭州、蘇州、寧波と通じ、数多く

の高速道路が平湖市内を縦横に貫き、陸上運輸、水路運輸、共に便が良い。 

高速鉄道(新幹線) 滬杭高速鉄道(上海－杭州)の最寄駅から開発区までわずか 5 キロであ

り、上海虹橋駅まで 23分、杭州東駅まで 34 分である。 

空港 上海虹橋空港まで 72キロ(約 50 分) 

杭州蕭山空港まで 120 キロ(約 80分) 

上海浦東空港まで 100 キロ(約 70分) 

港湾 上海国際貨運センター(上海洋山港)90 キロ 

乍浦港 14キロ(平湖市内) 

独山港 20キロ(平湖市内) 

上海呉淞港 110 キロ 

寧波港 120キロ 

鉄道 嘉興駅まで 29キロ(約 30分) 

嘉善駅まで 20キロ(約 20分) 

高速道路 滬杭高速道路まで 13キロと 5キロの所にインターチェンジが２つある 

乍嘉蘇高速道路(乍浦－嘉興－蘇州)のインターチェンジまで 5キロ 

杭浦高速道路(杭州－浦東)のインターチェンジまで 5キロ 

産業基盤整備 

平湖経済技術開発区は 1996年 8月に設立され、2000年 7月には省級開発区となり、

2013 年 1 月、国務院認可により国家級経済技術開発区に昇格した。2015 年に浙江省

政府から「中日国際合作産業園」の称号が授与され、また、2017年に工業和信息化部

から「欧州(ドイツ)産業園」設置について承認された。こうした産業誘致方針を堅持

し、特にオプトロニックスとバイオ技術(食品)の分野において特色あるブランド産業

立地の基礎を作った。 

整備されているインフラ施設 

20数年来の発展に併せて、当開発区では “九通一平” (「九通」は道路、雨水道、

汚水、上水道、熱エネルギー(蒸気・暖房)、ガス、電力、電信、ケーブルテレビ網を、

「一平」は平らに整地された土地)といったインフラ施設を整備している。日系企業

の誘致に特化し、インフラ整備において各方面でも日系企業に安心できる投資環境を

整備している。 

行政サービス 

平湖市政府を始め、開発区、国土、環境保護、建設、国税等の行政部門が企業のニ

ーズにしっかり対応していき、各部門間も協力し合いながら、各方面の企業サービス

を提供している。特に、近年は事前照会サービス、オンライン審査窓口の開設、許認

可手続きの簡素化等の改善策を進め、当開発区の手続き審査効率は一層高められ、更

に便利な「ワンストップサービス」を提供している。 
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1．杭州友成機工有限公司 

業界類別 設立時期 登録資本金 

(万米ドル) 

前年売上高 

(万米ドル) 

従業員(人) 

四 輪 ・ 二 輪 部

品、加工製造 

2001‐06‐04 800.00 7000.0 600 

企業概要 

2001 年、日本の㈱友成機工により投資設立された杭州友成機工有限公司は浙江省杭州

市蕭山区に位置し、2010年 12月には香港証券取引所のメインボード(主板)に上場してい

る(コード番号：00096)。現在、従業員は約 600人、その内、各種工程技術管理者は約 100

人いる。 

当社は設立以来、「世界一流の金型製造センター、一流の部品加工基地となり、一流の

信頼・管理・専門技術を創出する」ことによるマーケットポジションニングと製品理念に

立脚して、最先端の設計・製造ソフトウェアを使い、日本やアメリカ等から高精度製造装

置を輸入し、またイギリス、日本からベテラン技術者を招いて編成した研究開発技術チー

ム、併せて㈱友成機工の数十年来の金型製造技術を活用して、精密金型の開発・製造、高

品質樹脂成型品の製造・組立・表面塗装・アルミめっきに携わっている。当社は世界トッ

プ 500社に専門の金型研究開発から部品生産までのトータルソリューションを提供し、産

出製品はヨーロッパ、アメリカ、日本等の国・地域に輸出している。 

当社は重さ 0.1グラムから 7000グラムまでの樹脂成型品を生産することができ、ハイ

エンド金型の年間生産量は 1000トン、樹脂成型品の年間生産量は 7000 トン。製品の分野

は四輪部品、ＯＡ機器、家電製品等に及ぶ。 

 

各種表彰受賞歴、認証・資質認定 

国家級高新技術(ハイテク)企業、省級研究開発センター、市級技術センター、IATF16949：

2016認証、ISO9001(14001)認証 

 

 

マッチングしたい企業の業界・業種 

 

 

 

 

マッチング意向 

高精密四輪部品の金型に関する技術と工程 

 

 

 

 

 

連絡先：許  勇 執行董事兼総経理 

TEL：0571-82836200       MOB：13805757200 

MAIL：y-xu@yusei.cn 

 

ADD：浙江省杭州市蕭山区瓜瀝鎮瓜港東路 28 号 

WEB：http://ｗｗｗ.yusei.cn 
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2．杭州佳菱機械製造有限公司 

業界類別 設立時期 登録資本金 

(万米ドル) 

前年売上高 

(万米ドル) 

従業員(人) 

機械装置、加工

製造 

 

2002‐08‐24 608.96 2600.0 450 

企業概要 

杭州佳菱機械製造有限公司は「佳農輸出入貿易」、「佳農機械」、「佳菱機械」、「佳邦数控

(NC)の４社で構成され、貿易、機械部品、精密機器製造一体化の輸出型企業である。ここ

20 年の間に、当社は世界トップ 500 社のハイエンド機器製造企業、例えば、日本の三菱

重工、パナソニック、カナダのハスキー、アメリカの Milacron 等に精密鋳造－精密加工

―機械製造の一体化サービスを提供し、取引先から高い評価を得ている。当社は浙江省鋳

造協会の常務理事企業であり、中国鋳造協会は最初に認定した業界承認企業の一つであ

り、『国家高新技術企業』の称号を得ている。 

当社の総投資額は 9.6億元、年間売上は 5億元、現在の従業員は 450人。主力製品は全

電動プラスチック射出成型機、NC 工作機械、風力発電、ディーゼル発電機、工程機械、

船舶、石油掘削等の部品と装置である。 

 

各種表彰受賞歴、認証・資質認定 

高新技術(ハイテク)企業、ISO9001認証・ISO14001認証取得、三菱重工の優秀提携サプラ

イヤー 

 

 

マッチングしたい企業の業界・業種 

機械装置、加工製造  

 

 

 

マッチング意向 

ハイエンド機械装置研究開発、鋳造、加工製造 

DMG森精機㈱との面談を希望  

 

 

 

 

連絡先：单 暁農 総経理 

TEL：13706505688     MOB：13706505688 

MAIL：shan_xiaonong@kanon-machine.com 

 

連絡先：翁 秋紅 営業副部長 

TEL：0571-22831696     MOB：13738193667 

MAIL：wengqiuhong@kanon-machine.com 

 

ADD：浙江省杭州市蕭山経済技術開発区鴻達路 199 号 

WEB：http://ｗｗｗ.kanon-machine.com 
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3．杭州東恒実業集団有限公司 

業界類別 設立時期 登録資本金 

(万米ドル) 

前年売上高 

(万米ドル) 

従業員(人) 

エネルギー電力、

商業・流通業 

 

1998-02-20 1500.00 300000.0 1000 

企業概要 

杭州東恒実業集団有限公司は 1998 年に設立され、主力業務はガソリン、軽油、ケロシ

ン、重油、メタノール等の製品の卸売・小売・貯蔵・輸入・運送、ミネラルウオーターの

生産経営、不動産開発、病院、株式投資、物流等である。オイルタンク、ガソリンスタン

ド、ミネラルウオーター制水場、物流基地、病院等の産業に携わっている。現在、汎用航

空産業において産業チェーンとして積極的に配備・配置の準備をしている。当社は 2018

年の総売上は 200億元を突破し、納税額は 5 億元に達した。現在、子会社は 40 社近くあ

り、従業員は約 1000 人いる。当社は国の関係部門から卸売・小売・貯蔵経営資格、危険

化学品卸売貯蔵経営資格、輸出入貨物通関資格、対外貿易経営資格、ミネラルウオーター

取水資格、病院経営資格を得ている。国内は中国海油、中国石化、中国石油、中国航油、

中化等、海外はロイヤル・ダッチ・シェル、ヒョンデ、エクソンモービル、ペトロナス、

プルタミナプルタミナ等の大手グループ企業と長期戦略パートナー関係を築き、良質原料

を得るために、多層多種ルート調達体制を構築している。 

 

各種表彰受賞歴、認証・資質認定 

2014年から 2018年まで連続して中国民営企業トップ 500社にランクイン 

2015年、2016年、連続して中国エネルギーグループトップ 500社にランクイン 

2015年、中国民営企業サービス業トップ 100社にランクイン 

2016年、浙江省一帯一路建設先進企業 

マッチングしたい企業の業界・業種 

エネルギー電力、商業・流通業 

 

 

 

マッチング意向 

ガソリン、軽油、重油、ナフサ、メタノール等の卸売・小売 

水素エネルギー製造事業者、水素燃料補給所 

 

 

 

 

 

連絡先：趙 建栄 董事長 

TEL：0571-85378600       MOB：13905715888 

MAIL：dhsh999@163.com 

 

ADD：浙江省杭州市東寧路 617 号東恒大廈 
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4．杭州東恒飲品有限公司 

業界類別 設立時期 登録資本金 

(万米ドル) 

前年売上高 

(万米ドル) 

従業員(人) 

商業・流通業 

 

 

2016-11-30 14.93 200.0 20 

企業概要 

杭州東恒飲品有限公司は全国民営トップ 500 社ランクイン企業「杭州東恒石油有限公

司」が投資設立した天然ミネラルウオーターの生産企業である。東恒グループは 60 年近

く続いた優秀な企業精神を受け継ぎ、生態、健康、ハイエンドを特徴とする「東恒」ミネ

ラルウオーターのブランドを整備している。当社の生産基地は中国生物圏保護区、国家級

森林公園、全国環境優美郷鎮といった３つの「国家級」称号を有する浙江省杭州市余杭区

鸕鳥鎮に位置し、ここは美しい山水がある。水源は 14 年の鉱物岩層の濾過を経て、最終

的にケイ酸等のミネラルを豊富に含んだ、高品質のミネラルウオーターを生成している。 

当社の総投資額は 1.2 億元に達し、4000 平方メートルを超えた現代化工場を持ってい

る。また、各種生産資格、証明書を揃え、専門の技術チームと物流チームを持ち、海外向

け、年間生産能力 3.7億本の世界最先端のドイツクロネス社製の世界最先端スマート生産

ラインを導入している。製品は杭州・嘉興・湖州を中心とする国内各地や、海外向けに販

売している。 

 

 

 

 

各種表彰受賞歴、認証・資質認定 

なし 

 

 

 

マッチングしたい企業の業界・業種 

商業・流通業 

 

 

 

マッチング意向 

ミネラルウオーターの販売 

 

 

 

 

 

連絡先：周 先月 副総経理 

TEL：0571-85355699       MOB：13588107092 

MAIL：dongheng118@163.com 

 

ADD：浙江省杭州市東寧路 617 号 

 



9 

 

5．杭州徳業投資有限公司 

業界類別 設立時期 登録資本金 

(万米ドル) 

前年売上高 

(万米ドル) 

従業員(人) 

金融投資 

 

 

2003-01-09 1492.54 4000.0 50 

企業概要 

杭州徳業投資有限公司は 2003 年に設立され、不動産の開発と投資に携わっている。当

社が開発した物件「清源・上林湖」の面積は 1,000ムー(6,666ａ)で、西湖から 20キロ行

った午潮山国家森林公園の南麓に位置している。「清源・上林湖」は有名なアメリカの建

築設計会社 BLAが設計を担当し、トスカーナ風、純イタリア風、スペインアンダルシア風

等、地中海スタイルの別荘をデザインした。本物件は一戸建からタウンハウス、庭付き別

荘等、いろいろな種類がある。現在、700物件が既に販売され、入居率は約 40％である。

物件は交通が便利であり、近くに名門学校もあり、関連施設も揃っている。 

 

 

 

 

 

 

 

  

各種表彰受賞歴、認証・資質認定 

1．清源・上林湖 国際花園エントリー賞 中国国際花園コミュニティ賞(総合類) 

2．上林湖-杭州、中国 PCBC金塊賞 一戸建て国際住宅専門ジェクト 

3．清源・上林湖 杭州ベスト山水景観物件 

  

マッチングしたい企業の業界・業種 

金融投資 

養老サービス産業 

 

 

マッチング意向 

不動産案件開発投資提携のチャンスを探したい。 

養老サービス企業との提携を希望。 

 

 

 

連絡先：孫 国萌 総経理 

TEL：18605710588       MOB：18605710588 

MAIL：2865888592@qq.com 

 

ADD：浙江省杭州市銭江路 58 号太和広場 8 号楼 16F 
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6．杭州兆久成信息技術股份有限公司 

業界類別 設立時期 登録資本金 

(万米ドル) 

前年売上高 

(万米ドル) 

従業員(人) 

情報通信技術 

 

 

2009-03-09 447.76 1078.0 80 

企業概要 

杭州兆久成信息技術股份有限公司はモノのインターネットを基礎とし、クラウドコンピ

ューティングをデータサポートとしたテクノロジーイノベーション型企業である。当社は

スマートコミュニティ、スマートビル・ピースシティシステムソリューションのサプライ

ヤーであり、スマートシティの構築に専念している。主な業務内容は建築スマート化シス

テム(ビル自動コントロールシステム、コンピュータネットワークシステム、セキュリテ

ィ防犯システム、スマート多機能対応カードシステム、有線テレビシステム、総合ケーブ

ル配置システム、コンピュータ室施工、会議システム、情報公開システム等)の企画・コ

ンサルティング、工程設計、システム装置購入、施工実施、集成調整、専門ジェクト管理、

メンテナンス、付加価値向上等のサービスを提供している。 

当社本部は杭州市に位置し、全国各地に 20 社以上の事務所を設置している。社員には

住建部スマート建築専門家委員会の専門家や、登録電気エンジニア、登録情報システム専

門ジェクト管理師、登録建造師等が 30人以上集まり、豊富な管理経験と技術経験を誇る。

周到なアフターサービス体制もあり、会社業務の高速な拡大を実現し、また長期間、随時

有効なアフターサービスを提供することも可能である。 

 

各種表彰受賞歴、認証・資質認定 

国家住建部電子・知能化工程専業元請資格１級証明書 

建築内装装飾工程専業元請資格２級証明書 

コンピュータ情報システム集成企業資格３級証明書  

浙江省安全技術防犯設計施工資信等級１級証明書 

建築知能化システム設計専項乙級、建築装飾工程設計専項乙級資格 

マッチングしたい企業の業界・業種 

エネルギー電力、情報通信技術 

 

 

 

マッチング意向 

建築スマート化システムの構築・施工 

 

 

 

 

連絡先：張 将勇 董事長 

TEL：0571-28112218       MOB：13905711323 

MAIL：139057113@qq.com 

 

ADD：浙江省杭州市西湖区紫宣路 158 号西城博司 7 幢 13-14 階 

WEB：http://ｗｗｗ.chinajoiner.net 
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7．浙江国林機械股份有限公司 

業界類別 設立時期 登録資本金 

(万米ドル) 

前年売上高 

(万米ドル) 

従業員(人) 

四 輪 ・ 二 輪 部

品、加工製造 

 

2006-05-16 223.88 1600.0 400 

企業概要 

浙江国林機械股份有限公司の主力製品は重型機械高圧装置液圧部品ジョイント、液圧部

品ジョイント、関連部品である。当社は「顧客至上、鋭意精進」を経営理念に、「顧客第

一」を原則に、顧客に高品質のサービスを提供している。 

当社は「高品質の製品とサービスで顧客を得る」を方針として、ブランド効果で企業を

成長させる戦略を推進している。生産の細部まで製品の品質管理を徹底し、輸入したスペ

クトラムアナライザ、圧力テスト機、磁粉探傷検査機、超低温検知機、金属組織学的分析、

理化学的分析等の最先端検知装置と手段を使い、製品の品質を全面的に向上している。当

社は高新技術企業証明書、安全生産標準化３級企業、四輪・二輪協会理事企業、玉環市潜

龍企業等を受賞。当社は品質マネジメントシステム ISO9001：2008の認証を得ている。 

  

 

 

 

 

各種表彰受賞歴、認証・資質認定 

2013年度・市玉竜企業を受賞 

2017年度・市新鋭企業家を受賞 

2017年度・市潜龍企業を受賞 

 

マッチングしたい企業の業界・業種 

機械装置、四輪・二輪部品、加工製造 

 

 

 

マッチング意向 

液圧部品、関連装置の業務提携と案件投資、生産工程と技術の学習、韓国に滞在する間は

SAMWON TECH社と面談を希望 

 

 

 

 

連絡先：鄭 正貴 董事長 

TEL：0576-87226859       MOB：13906540622 

MAIL：761360283@qq.com 

 

ADD：浙江省台州市玉環市坎門街道海洋経済示範区 

WEB：http://ｗｗｗ.gl-machinery.com 
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8．舟山凌然科技有限公司 

業界類別 設立時期 登録資本金 

(万米ドル) 

前年売上高 

(万米ドル) 

従業員(人) 

加工製造 

 

 

2015-10-21 29.85 300.0 30 

企業概要 

舟山凌然科技有限公司は研究開発、生産と販売を一体化としたハイテク企業である。当

社は各種水産品の深加工装置の製造に携わっている。当社は研究開発した液体窒素超低温

冷凍装置の構造はコンパクトで必要な設置面積は小さい。当製品は一次性の投資は少な

く、必要な加工人員も少なく、省エネで環境にもやさしい。装置は水産品を短時間で冷凍

することは可能であり、水産品の脱水と減量も少なく、加工工程も自由に制御は可能であ

る。当装置で加工した初級水産品は国家食品安全生産標準に達し、各種指標も企業標準に

達している。解凍後の水産品は新鮮品に近い状態になる。現在、当社の製品には、小型、

中型、大型別の３タイプの昇降可能トンネル式液体窒素冷凍機がある。三重層トンネル式

液体窒素冷凍機、箱式液体窒素冷凍機、マグロ加工ライン、干しするめ生産ライン、すり

身・切り身生産ライン、魚肉加工品生産ライン等の装置もオーダー生産が可能である。 

 

各種表彰受賞歴、認証・資質認定 

浙江省科技型中小企業 

国家実用新型特許：分体式液体窒素トンネル型冷凍機の昇降装置(特許：ZL2016 2 

024712X)、分体式液体窒素トンネル型冷凍機の密封装置(特許：ZL2016 2 024711．5)；

分体式液体窒素トンネル型冷凍機の冷凍トンネル(特許：ZL2016 2 024713．4) 

マッチングしたい企業の業界・業種 

機械装置、商業・流通業、加工製造 

  

 

 

マッチング意向 

業務提携を通して、会社の製品を販売したい 

  

 

 

 

 

連絡先：方 志康 副総経理 

TEL：05806669590       MOB：13735003305 

MAIL：724924480@qq.com 

連絡先：張 偉波 総経理 

TEL：05806669590       MOB：13735002535 

MAIL：261414505@qq.com 

 

ADD：浙江省舟山市定海区臨城工業園区十道 35 号凌然科技 

WEB：http://ｗｗｗ.lingrankeji.com 
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9．浙江乾麟縫製設備有限公司 

業界類別 設立時期 登録資本金 

(万米ドル) 

前年売上高 

(万米ドル) 

従業員(人) 

加工製造 

 

 

1993-10-27 74.64 1800.0 200 

企業概要 

浙江乾麟縫製設備有限公司は 1993 年に設立され、主に裁縫装置、電気、電動装置等の

機械電機製品の研究開発、生産、販売とサービスを携わっている。当社の面積は約 50000

平方メートル、総建築面積は 42354平方メートルである。当社は麗水市で最初の国家高新

技術企業のひとつで、麗水市特許モデル企業と認定され、当社の技術研究開発センターは

「省級高新技術企業研究開発センター」に認定されている。当社は、近年、浙江大学、複

旦大学、北京郵電大学、浙江電子科技大学等の大学と緊密な大学・企業間技術提携関係を

築き、動力装置の開発経験は豊富である。 

 

 

 

 

各種表彰受賞歴、認証・資質認定 

2015 年、当社は浙江製造精品製造を受賞、2013、14、15 年に三年連続で区、市政府の品

質賞を受賞 

 

 

マッチングしたい企業の業界・業種 

紡績服装、機械装置 

 

 

 

マッチング意向 

裁縫装置、電動設備等の製品の輸出、通販の実現 

 

 

 

 

 

連絡先：徐 敏華 常務副総経理 

TEL：0578-2022888-8007       MOB：18805888368 

MAIL：xuminhua983@126.com 

連絡先：王  雨 総経理 

TEL：0578-2022888-8888       MOB：13735904988 

MAIL：1163530266@qq.com 

 

ADD：浙江省麗水市蓮都区和平路 69 号 

WEB：http://ｗｗｗ.cheering1993.com 
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10．玉環儀表機床製造廠 

業界類別 設立時期 登録資本金 

(万米ドル) 

前年売上高 

(万米ドル) 

従業員(人) 

機械装置 

 

 

1993-11-15 107.16 2000.0 130 

企業概要 

中星数控機床有限公司(玉環儀表機床製造廠)は風光明媚の海島・浙江省台州市玉環市に

位置し、精密機械装置製造を携わっている民営企業である。当社は 1983 年設立され３０

年を経た、玉環市では最初の高精度工作機械を研究開発、製造する工場となっている。当

社は面積 3万平方メートルの標準工場を持ち、各 NC工作機械を年間 5000台の生産が可能

である。中星数控機床有限公司は玉環工作機械業界協会の会長企業であり、中国機械工業

連合会から「中国小型『専・特・精』工作機械生産基地」の称号を授与された重点企業の

代表である。2014 年から現在に至り、当社は台州市高新技術企業、全国質量トップ 10、

台州著名ブランド製品、玉環市三龍企業等の名誉称号を得た。当社産の H32工作機械は中

国機械工業連合会により「中国機械工業有名ブランド製品」と称された。会社は小規模か

ら大規模へ、弱小企業から強者企業へと成長し、華東地域において高精度 NC 工作機械、

精密横式工作機械を生産する中核企業になりつつある。 

当社のメイン業務：H シリーズ、CKシリーズ NC工作機械、マシニングセンター、ツイ

ンチャンネル立式工作機械、ツインチャンネル横式工作機械等の精密 NC 工作機械装置の

研究開発・製造。 

 

各種表彰受賞歴、認証・資質認定 

台州市高新技術企業、全国質量トップ 10、台州著名ブランド製品、玉環市三龍企業 

 

 

 

マッチングしたい企業の業界・業種 

エネルギー電力、機械装置、四輪・二輪部品、加工製造 

 

 

 

マッチング意向 

技術の学習や提携を導入して、当社としては装置マーケットにおける技術力を強化し、製

品をレベルアップさせ、売上を拡大し、海外市場を開拓したい。 

 

 

 

 

連絡先：林 宗昇 董事長 

TEL：15858622622       MOB：15858622622 

MAIL：57856167@qq.com 

 

ADD：浙江省玉環市大麦嶼街道港口工業区中星数控機床有限公司 

WEB：http://ｗｗｗ.zxcnc.net 
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11．浙江五一機械有限公司 

業界類別 設立時期 登録資本金 

(万米ドル) 

前年売上高 

(万米ドル) 

従業員(人) 

機械装置、加工

製造 

 

2002-08-09 1102.39 1090.0 135 

企業概要 

浙江五一機械有限公司は浙江省で有名な歴史ある都市－衢州市に位置する。 

当社は 1972年に設立され、「双鳩」、「五一」、「和平鳥」等の有名ブランドを持っている。

当社は中国最大級のブロックチェーン、レバーブロック、起重チェーン、各種起重装置の

生産基地のひとつである。また、当社は新材料とはラス製品の研究開発と生産も携わって

いる。 

当社の現在従業員は約 400 人で、会社の面積は 20万平方メートルある。当社はドイツ

の CE、TUV、GS等の認証は認証取得である。 

当社の製品はヨーロッパ、アメリカ、中東、オーストラリア、東南アジア、アフリカ等

６０の国・地域へ輸出し、顧客より高い評価を得ている。当社は高品質、安全・安心な製

品を提供し、迅速且つ高効率のサービスを提供している。 

世界各地の顧客と長期的な戦略パートナー関係を築きたい。 

 

各種表彰受賞歴、認証・資質認定 

当社は国家金質賞を２回受賞している。業界内でこの栄誉を得てした企業は少ない 

 

 

 

マッチングしたい企業の業界・業種 

エネルギー電力、インフラストラクチャー、機械装置、省エネ環境保護、化工鉱業、加工

製造、消防セキュリティ  

 

 

マッチング意向 

案件支援と技術提携 

 

 

 

 

 

連絡先：蘇 光耀 董事長 

TEL：0570-2295151       MOB：18805707777 

MAIL：159589902@qq.com 

連絡先：徐  静 弁公室主任 

TEL：0570-2295151       MOB：18805705888 

MAIL：159589902@qq.com 

 

ADD：浙江省衢州市衢江区百霊南路 888 号 

WEB：http://ｗｗｗ.zj51.com 
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12．浙江義機建設機械有限公司 

業界類別 設立時期 登録資本金 

(万米ドル) 

前年売上高 

(万米ドル) 

従業員(人) 

インフラ施設、建

築不動産、機械

装置、加工製造 

2003-05-05 119.40 500.0 58 

企業概要 

浙江義機建設機械有限公司(元義烏市双林起重装置安装工程有限公司)は、中国国内にお

いて、昇降機施工・エレベーター施工を実施する専門企業である。当社は昇降機施工・エ

レベーター施工実施の周到な営業体制を構築している。当社は浙江省西部、銭塘江上流に

位置し、南は福建省、西は江西省、北は安徽省と隣接している。当社は杭金衢東高速のイ

ンターチェンジから 5キロ、320国道から 1キロの地点に位置し、交通は非常に便利であ

る。現在の従業員は 58人、その内、エンジニアは 11人いる。当社は何十年の電気加工と

機械製品生産の経験はあり、技術力は強く、技術者も経験豊富である。生産装置検知装置

は揃っており、製品の各指標も安定している。各種テスト装置と厳しい管理体制、そして

周到なアフターサービスを通して、高品質な製品を提供している。 

 

 

 

 

各種表彰受賞歴、認証・資質認定 

中国工程機械工業協会検測技術工作委員会団体会員企業 

浙江省特殊装置とエネルギー環境保護計量業界イノベーションサービスプラットフォー

ム、起重企業アライアンス会員企業 

安全生産標準化三級企業 

マッチングしたい企業の業界・業種 

インフラストラクチャー、建築不動産、機械装置、加工製造 

 

 

 

マッチング意向 

1．起重機械製品の技術提携を希望 

2．当社製品の海外販売 

 

 

 

 

連絡先：張 元誠 総経理 

TEL：13857019957       MOB：13857019957 

MAIL：252291869@QQ.COM 

 

ADD：浙江省衢州市衢江区賓港中路 39-1  

WEB：http://ｗｗｗ.cn-yiji.com/ 
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13．浙江誠遠重型機械股份有限公司 

業界類別 設立時期 登録資本金 

(万米ドル) 

前年売上高 

(万米ドル) 

従業員(人) 

機械装置、加工

製造 

 

2007-08-24 685.97 636.0 75 

企業概要 

浙江誠遠重型機械股份有限公司の主力製品は大型鉄骨構造、各種圧力容器、立式製粉機、

スタッカ・リクレーマ、工程機械シャシー等の装置である。敷地面積は 3万平方メートル

ある。 

主要装置は以下の通りである：CK5215×50/25NC双柱立式フライス盤マシニングセンタ

ー(直径 12.5m×高さ 5m)、HTM200NC固定式中ぐり盤・フライス盤マシニングセンター(長

さ 16m×高さ 5m)、XK2430門型マシニングセンター(作業台 3m×10m)、SMVT630×31/50単

柱移動立式工作機械(直径 6.5m×高さ 4m)、巻き取り装置、溶接ロボット、NC フレーム/

プラズマ切断機、150 トントレーラ等。 

当社は、品質マネジメントシステム認定(GB/T1901-2016/ISO9001:2015 標準)、職業健

康安全管理体系認定証明書(GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007 標準)、A1・A2 級圧力容

器製造許可書、対外貿易経営者登録証明書を得てしている。 

当社は電車駅から 9キロ、空港から 11キロ、川から 3キロの地点に位置している。 

 

 

各種表彰受賞歴、認証・資質認定 

当社は、品質マネジメントシステム認定(GB/T1901-2016/ISO9001:2015 標準)、職業健

康安全管理体系認定証明書(GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007 標準)、国家質量検験検

疫総局は発行した A1・A2級圧力容器製造許可書、対外貿易経営者登録証明書を得ている。 

 

マッチングしたい企業の業界・業種 

インフラストラクチャー、機械装置、化工鉱業、加工製造、消防セキュリティ  

 

 

 

マッチング意向 

大型装置と機構の加工と製造。各種提携方式は可能  

 

 

 

 

 

連絡先：周  巍 董事長 

TEL：13905706761       MOB：13905706761 

MAIL：13905706761@163.com 

 

ADD：浙江省衢州市衢江区天湖南路 61 号 

WEB：http://ｗｗｗ.zjcyjx.com 
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14．浙江利高絶縁材料有限公司 

業界類別 設立時期 登録資本金 

(万米ドル) 

前年売上高 

(万米ドル) 

従業員(人) 

エネルギー電力、

機械装置、商業・

流通業、四輪・二

輪部品、加工製造 

2012-10-10 74.63 500.0 75 

企業概要 

浙江利高絶縁材料有限公司は浙江省中部の永康市に位置し、交通は便利で、景色もよい。

当社は 1997年設立され、6000平方メートルの標準現代化工場を有し、年間 800トンは生

産可能な複合生産ラインを持っている。また、絶縁材料領域で 10 数年働いてきた技術者

も集まっている。当社は顧客の絶縁材料への需要に対応し、顧客に絶縁紙ソリューション

を提供している。 

当社の主力製品は以下である： 

E級絶縁紙(6521イェローフィッシュペーパー、6520フィッシュペーパー、PETマイラー･

フィルム) 

B級絶縁紙(6630DMD、6531-1PMP、6632DM、マイラー複合 MMM) 

F級絶縁紙(6641 DMD、6644 F-DM、6640NMN、6642 AMA、640-1 NM) 

H級絶縁紙(6652NH、6650NHN) 

バルカンファイバー(赤/緑/グレー/白/黒) 

アラミド繊維 

金属プレス部品、フェノール樹脂射出成形部品、ナイロン射出成形部品 

各種表彰受賞歴、認証・資質認定 

当社は 2015 年 11 月に品質マネジメントシステム ISO9000 認証取得、2019 年 6 月に

IATF16949システムの認定をする予定。 

現在、当社は国内の上海電駆動、中国中車、深圳大地等の新エネルギー車業界と提携を

している。 

マッチングしたい企業の業界・業種 

エネルギー電力、機械装置、商業・流通業、四輪・二輪部品、加工製造 

 

 

マッチング意向 

モータを生産する顧客に、高品質且つ安定性のよい絶縁材料と関連部品を提供したい。 

 

 

 

 

連絡先：呂  鳩 銷售経理(営業部長) 

TEL：13967936373       MOB：13967936373 

MAIL：240055243@qq.com 

連絡先：徐 昇高 総経理 

TEL：13705895008       MOB：13705895008 

MAIL：240055243@qq.com 

 

ADD：浙江省永康市白雲工業区雲東路九号 

WEB：http://ｗｗｗ.zjligao.cn 
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15．湖州朗途合金科技有限公司 

業界類別 設立時期 登録資本金 

(万米ドル) 

前年売上高 

(万米ドル) 

従業員(人) 

四 輪 ・ 二 輪 部

品、加工製造 

 

2010-11-17 8.96 350.0 528 

企業概要 

湖州朗途合金科技有限公司はアルミ合金製品の全面開発、製造と販売を携わっている。

当社の関連型材工場には、600トンから 6000トンの押出ライン 20本、酸化ライン 2本、

塗装ライン 3本はある。機加工装置には、CNCマシニングセンター、CNC フライス盤、CNC

中ぐり盤、ドリルマシン、プレス機等はある。また、信頼のある関連廠(プラスチック部

品、スチール部品)と長期的な提携関係を築いているのも当社のメリットのひとつで、会

社の競合力向上に貢献した。当社は海外や中国有名企業のアルミ製品製造基地となってい

る。現在、当社は四輪部品の生産と加工に力を注いている。イギリスのジャガランドロー

バー社と提携を展開し、自社製品をイギリスに輸出して、ジャガ XE、XF、F-Pace、I-Pace

等の車種に部品を提供した。更に低温押出製品は当社の新たな発展方向の一つとして、関

連製品はイギリス市場、アメリカ市場に進出している。 

生産において、当社は GB5237、EN755-9標準に徹し、三次元測定機、専門ジェクター、

スペクトラムアナライザ、結晶アナライザ、引張試験機等の先進な検知装置を使い、製品

をチェックし、製品の品質を高い水準に保っている。 

 

各種表彰受賞歴、認証・資質認定 

当社の押出工場は ISO9001と ISO14001認証取得。 

当社の機加工場は IATF16949認証取得。  

湖州朗途は複数の製品設計特許を持っている。 

マッチングしたい企業の業界・業種 

四輪・二輪部品 

 

 

マッチング意向 

海外顧客特に四輪部品顧客に製品を提供すると同時に、海外顧客と提携し新エネルギー車

部品の開発を展開、伝統四輪部品を改善し、軽量化とコスト削減の課題に対応 

 

 

 

連絡先：龐  俊 銷售経理(営業部長) 

TEL：05722210226       MOB：13655726561 

MAIL：waynepang@longto.com.cn 

連絡先：張欣康 総経理 

TEL：05722210226       MOB：13567228000 

MAIL：zhang@ longto.com.cn 

 

ADD：浙江省湖州市呉興区八里店義山路 1506 号  

中節能(湖州)節能環保産業園 A15 廠 

WEB：http://ｗｗｗ.longto.com.cn 
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16．浙江縉雲韓立鋸業有限公司 

業界類別 設立時期 登録資本金 

(万米ドル) 

前年売上高 

(万米ドル) 

従業員(人) 

加工製造 

 

 

2004-03-09 74.63 1028.0 120 

企業概要 

浙江縉雲韓立鋸業有限公司（前身は浙江立田皇工貿有限公司）は 1996年に設立された。

当社は浙江省縉雲県壺鎮工業区にあり、ここは世界中でも名高い中国の丸ノコ刃・バンド

ソーの生産基地である。 

当社は中国国内で最初に HSSノコ刃を生産したメーカで、現在は国内最大、そして世界

四番目を誇る専門メーカである。当社傘下の「立田皇」ブランド丸ノコ刃は中国の有名ブ

ランドで、顧客の好評と高い市場シェアを得ている。また「LTH」ブランドは世界 40ヵ国

以上の国で販売を展開している。 

当社は生産する特殊鋼精密異型型材と板材は国内先進水準を保っている。また、当社は

業界の関連国家基準策定の参加企業であり、HSS鋼製精密シートの生産に関しては国内の

企業をリードしている。 

当社の目標と発展方向は「立田皇を百年企業にする」ことであり、当社の主旨と原則は

「パートナーの利益を守る」ことである。 

 

各種表彰受賞歴、認証・資質認定 

2008年から当社は GB/T9941『高速工具鋼鋼板』の基準策定参加企業である。 

2018 年、当社産のスマート全自動四軸歯車研削盤は浙江省装備製造業重点領域において

初の認定製品として認定 

2019年、科技型中小企業に認定 

所有の発明特許 2件、実用新型特許 7件、外観特許 2件 

マッチングしたい企業の業界・業種 

四輪・二輪部品、加工製造 

  

 

 

マッチング意向 

特殊鋼型材、HSS 丸ノコ刃、高速鋼鋼板、HSS 丸ノコ刃全自動歯車研削盤シリーズ製品の

技術提携、OEM生産と販売 

 

 

 

 

連絡先： 陳 立田 総経理 

TEL：0578-3158818       MOB：18806881333 

MAIL：379929798@qq.com 

  

ADD：浙江省縉雲県壺鎮工業区華強路 12 号 

WEB：http://ｗｗｗ.li-tan.com 
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17．杭州交通衛星定位応用有限公司 

業界類別 設立時期 登録資本金 

(万米ドル) 

前年売上高 

(万米ドル) 

従業員(人) 

エネルギー電

力、情報通信技

術 

2003-10-27 74.63 500.0 130 

企業概要 

杭州交通衛星定位応用有限公司は 2003年 10月に設立され、管理・サービス等の分野に

おいて経験は非常に豊富であり、チームワークに優れた専門家は集結している。当社は現

在従業員 130人、調度センター、総合財務部、マーケティングサービス部、総合メンテナ

ンス部、専門ジェクト管理部等の部門を設けている。 

当社はタクシー運用市場態勢シュミレーション評価システムの研究開発に参画し、タク

シー電話調達運用プラットフォーム、業界管理車両衛星位置付け運用プラットフォーム、

公衆外出サービスプラットフォーム、政府政策支援プラットフォーム、交通情報サービス

管理プラットフォーム、新エネルギー公共データモニタリグプラットフォーム、G20サミ

ット・タクシーサービス保障システム、浙江省エネルギー消費観測プラットフォーム、杭

州市新エネルギー四輪運行モニタリグ・管理プラットフォームを研究開発・構築した。ま

た、当社は G20サミット・レンタルカー専用サービスシステムプラットフォームのサプラ

イヤーと運用に携わり、中国国内において多くの著名大学と長期提携関係を築き、独自の

データサービスアプリケーションセンターと独自の開発チームを持っている。 

各種表彰受賞歴、認証・資質認定 

『タクシー、危険化学品運送車両、客運車両、貨運車両衛星位置付けモニタリグ支援セ

ンターソフトウェア著作権』、『位置付け調度モニタリグソフトウェア著作権』、『MOBTEL

交通状況発信ソフトウェア評価レポート』、『中華人民共和国増値通信サービス経営許可

証』を有し、国家ハイテクノロジー企業認定、浙江省初の公衆好評業界優秀企業の一つで

あり浙江省科技イノベーション優秀企業等の名誉称号も得ている。当社のコンピュータソ

フトウェア著作権は 21件、国家発明特許を 2件もっている。 

マッチングしたい企業の業界・業種 

エネルギー電力、情報通信技術、その他 

 

マッチング意向 

新エネルギー関連、特に水素エネルギー企業の充電パイル、充電ステーション、ガスス

タンドに関する技術応用について理解したく、関連施設を見学したい。JXTCエネルギー、

トヨタ自動車、ホンダ、NEDO国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)、

東北電力、岩谷産業、FCCJ 燃料電池実用化推進協議会等を訪問したい。また、Nimohyss

日本移動式水素ステーションサービスの移動式水素ステーション、イワタニ水素ステーシ

ョンを見学したい。 

 

連絡先： 史 青弋 総経理 

TEL：0571-85463516       MOB：13858199509 

MAIL：lmdk@126.com 

連絡先： 何  蓉 副経理 

TEL：0571-85453332       MOB：13819493905 

MAIL：258456118@qq.com 

 

ADD：浙江省杭州市下城区中河北路 106 号交通大楼２階   WEB：http://ｗｗｗ.jtgps.com 

 


