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１．青島奥科環保設備技術開発有限公司 所属業種
会社住所

生産、設備製造

青島市市北区
太平山路 5 号

法人代表

李思艦

連

電

設立時期

2004 年 7 月 15 日

絡

ファックス：0532-83662581

登記資金

50 万元

先

E-mail: 168wangjun@163.com

従業員数

18 人

2009 年度売上高

120 万元

話：0532-83662581

青島奥科環保設備技術開発有限公司は科学研究と開発、設
計と製造、設置と調整、アフターサービスを一体化した環
会社概要

境保護生産企業である。当社は環境保護、品質検査部門の
認証に合格している。当社が独自に開発し製造した油水分
離設備は国の特許を取得し、特許番号は ZL03203013.4 で
ある。

主な製品
業務範囲

油煙浄化設備、汚水処理設備、騒音対策設備
山東省品質技術監督局企業製品標準登記証書、山東省青島

主な資格証明

市環境保護製品技術登記証書、中華人民共和国国家知的所
有権局特許証書、特許番号 ZL03203013.4

主な設備
協力展開予定プ
ロジェクト

大型板切断機、ベンダー、プラズマ切削機、アーク溶接機、
ボール盤
1．ハイエンド油煙浄化設備の技術と製造
2．工業汚水処理設備の技術と製造
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２．青島澳東化工有限公司
会社住所

所属業種

製造

青島経済技術開発
区淮河東路 75 号

法人代表

G Mouchiround

連

設立時期

2000 年 7 月

絡

登記資金

3,000 万元

先

従業員数

130 人

2009 年度売上高

8,200 万元

電

話：0532-86907063

ファックス：0532-86908884
E-mail:
huangsihong@aotong-chemical.com

青島澳東化工有限責任公司は2007年6月にフランスの愛森
（SNF）グループが買収した澳東グループの子会社である。
会社概要

当社は非鉄金属、黄金、レアメタル鉱山に必要な捕収剤（コ
レクター）と発泡剤の研究開発、製造及び国際マーケティ
ングに力を入れている。

主な製品

捕収剤（コレクター）と発泡剤の製造及び国際マーケティ

業務範囲

ング

主な資格証明

ISO9001：2008 品質システム認証

主な設備

合成反応釜、造粒機、真空乾燥機
1．高濃度有機廃水

協力展開予定プ
ロジェクト

2．高濃度有機高塩廃水
3．オゾン触媒
4．キサントゲン酸塩製粒機
5．蒸留
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３．青島北方瑞傑環境技術有限公司
会社住所

青島市海倫路 84 号

分公司

101 戸

名称

法人代表

劉瑞聡

設立時期

2002 年

登記資金

100 万

従業員数

会社概要

所属業種

連
絡

環境保護

青島北方瑞傑環境技術有限公
司第一分公司
電 話：0532-82033082
ファックス：0532-82033082
E-mail: cgcep@126.com
URL: www.e2369.com

先
15 人
当社は環境保護に専門的に尽力する技術型の会社で、当社の
現在の主要業務は、汚水処理工事の設計と受注、汚水処理施
設の運営管理、石炭燃焼ボイラの除塵脱硫、環境オンライン
監視測定設備の代理販売、環境技術コンサルティング・サー
ビスである。
会社の設立以来、50 数件の環境整備プロジェクトの受注と設
計を行い、それらは捺染、電気メッキ、医薬、機械、電子、
食品、皮革製造、化学工業、建築材料など多数の分野に及ぶ。

主な製品
業務範囲

汚水処理工事の設計と受注、汚水処理施設の運営管理、石炭
燃焼ボイラの除塵脱硫、環境オンライン監視測定設備の代理
販売、環境技術コンサルティングとサービス。
環境アセスメント：甲級、環境工事特定設計：甲級（廃水甲

主な資格証明

級、廃ガス甲級、固形廃棄物甲級、騒音乙級）、環境工事コン
サルタント：甲級、環境保護施設運営管理：乙級。
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４．青島達標環境工程有限公司
会社住所
法人代表
設立時期
登記資金
従業員数
2009 年度売上高

会社概要

主な製品
業務範囲
主な資格証明
主な設備

対外譲渡と協力が
可能な技術とサー
ビス

協力展開予定プ
ロジェクト

所属業種

環境工事

青島市市南区
寧夏路 306 号甲
電 話：0532-88013648
徐会軍
連
ファックス：0532-88013648
1998 年 10 月
絡
E-mail: qdydsh@163.com
先
100 万元
URL:www.dabiao.bet
22 人
350 万元
当社は環境保護水処理業務に専門に従事するハイテク技
術会社である。長期にわたり環境工事の技術コンサルティ
ング、工事設計、環境保護設備製造、設置施工、環境保護
施設の運行調整など環境保護関連産業に力を注ぎ、その分
野は工業廃水、生活廃水、中水処理などの各方面に及ぶ。
現在すでに各種の水処理プロジェクト 30 件以上を完成し、
良好な企業信用を確立している。
業務範囲：環境工事の技術コンサルティング、工事設計、
環境保護設備製造、設置施工、環境保護設備の運行調整。
主な製品：SBR シリーズ製品；各種汚水処理実験装置。
国家汚水処理（工業廃水）運行資格：乙級
COD 急速測定機器、多機能水質分析機器、723 紫外線分光
光度計、SBR 試験装置、A/O 実験装置、BOD 生物化学イ
ンキュベータ、クリーンベンチ
1.SBR 法汚水処理技術及び設備とリアルタイム制御技術
（すでに 2009 年国家科学技術進歩 2 等賞を受賞、証書番
号:2009-J-231-6）
2.高塩度水産物加工廃水の処理（すでに国家科学支援基金
の支援を獲得、基金番号：506780-85）
1.嫌気性アンモニア参加処理技術研究
2.短程硝化と脱硝化技術研究
3.ゴミ浸出液処理技術研究
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５．青島大学応用技術学院
会社住所

所属業種

青島市寧夏路青島
市寧夏路 308 号

法人代表

夏臨華

連

設立時期

2001 年

絡

登記資金

なし

先

従業員数

108 人

2009 年度売上高

なし

会社概要

電気メッキ、表面処理

電

話：88907213

ファックス：88909160
E-mail: xhb88632371@126.com
URL: http://www.qdu.edu.cn/

多くの電気メッキ、表面処理応用技術を持ち、そして応用
している。
環境保護型表面処理応用技術の開発譲渡、電気メッキ添加

主な製品

剤製作技術の研究開発の譲渡、電気メッキ廃水処理の設

業務範囲

計、企業表面処理新製品の受注研究開発、企業管理コンサ
ルティングサービスなど。

主な資格証明
主な設備
対外譲渡と協力が
可能な技術とサー
ビス

電気メッキ及び表面処理製法の研究試験機器、検査装置な
ど。
銅と銅合金のパッシベーション及び低汚染化学艶出し製
法、電解ニッケル燐とニッケルタングステン燐合金の長寿
命製法、亜鉛メッキ三価クロム鈍化製法、無シアン銅メッ
キ製法、鋼鉄部品電気メッキ酸性化学ボトム銅製法など
化学ニッケル燐メッキとニッケルタングステン燐合金の

協力展開予定プ

長寿命製法（メッキ液の循環サイクルが 8 以上、あるいは

ロジェクト

長期使用で、廃棄処分にせず、メッキ層の質が安定し、固
定資産投資が尐ない）
。
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６．青島東億熱電厰公司
会社住所

所属業種

熱エネルギー・電力供給

山東省青島市棗山
東路 123 号

法人代表

呂良玉

連

電

設立時期

2004 年

絡

ファックス：0532-88703358

登記資金

1,200 万元

先

E-mail: dyrd_2007@163.com

従業員数

158 人

2009 年度売上高

6,800 万元

話：0532-88703706

青島東億火力発電所は現在すでに 75t/h 循環流動床式ボイ
ラ 3 台と 12MW ダブル凝縮蒸気抽出式蒸気タービン発電機
ユニット、6MW 被圧縮式エンジンユニット各 1 台を建造
会社概要

し、定格熱供給能力 160t/h で、最大熱供給能力は 225t/h で
ある。青島市環境保護局の要請により、東億熱電は 2008
年に 1,500 万元を投入し、石灰石－石膏法ボイラ排煙脱硫
装置を建造し、使用効果は良好で、そして青島市環境保護
局から排煙脱硫重点普及企業に認定された。

主な製品

崂山区熱電工事建設・管理・運行及び電気・熱・蒸気供給、

業務範囲

灰スラグの総合利用・販売

主な設備

ボイラ、蒸気タービン、静電除塵器、脱硫設備
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７．青島紡機風能科技有限公司
会社住所

所属業種

紡織機械

即墨市龍山
弁事処駐地

法人代表

冀新

連

電

設立時期

2007 年 1 月 5 日

絡

ファックス：86656696

登記資金

500 万

先

従業員数

50 人

2009 年度売上高

2,000 万

話：89062601

青島紡機風能科技有限公司の敷地面積は 37,962ｍ2 である。
当社は主に風力発電プロジェクトの開発、研究開発、製造、
会社概要

販売、フローティング・プレッシャー･バキューム・ファ
ンの製造、板金部品の加工製作、梳綿機のための関連部品
の加工などに従事している。

主な製品

風力発電機、フローティング・プレッシャー・バキューム・

業務範囲

ファン、板金部品などの開発・設計・製造・販売

主な資格証明
主な設備

ISO9001 品質認証（青島紡機本社に属する）
レーザー切断機 2 台、NC 剪断機 1 台、NC ベンダー1 台、
NC パンチプレス 1 台
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８．青島鳳凰印染有限公司
会社住所
法人代表
設立時期
登記資金
従業員数
2009 年度売上高

会社概要

主な製品
業務範囲

主な資格証明

主な設備

協力展開予定プ
ロジェクト

所属業種

捺染業

青島市李滄区
電 話：0532-84661327
永平路 4 号
ファックス：0532-84632172
戴守華
連
E-mail:
1998 年 12 月
絡
phoenix@qdphoenixpd.com
先
526 万元
URL:
771 人
http://www.qdphoenixpd.com/
4.76 亿元
当社の主力製品の本ロウケツ染め布の年間製造能力は
7,000 万 m、年間生産高は 5 億元以上、製品は自社ブラン
ドの 100%国外販売で、主にアフリカ、ヨーロッパ、アメ
リカなどの 20 余りの国と地区に販売し、市場シェアは 35%
に達する。当社は設備更新を通じて、熱エネルギー回収、
水の循環利用などの省エネルギー・排出削減措置で一定の
成果を上げている。
製品は純綿ろうけつ染め布で、100%輸出、主にアフリカ、
ヨーロッパ、アメリカなどの 20 数ヵ国・地区に販売
全国循環経済第二陣ポイント実験企業で、全国五一労働賞
メダル、山東省循環経済モデル企業、ISO9001:2000 品質シ
ステム認証、ISO14000 環境マネジメントシステム認証と
OHSAS18000 職業健康安全マネジメントシステム認証
市級捺染技術センター、テンター、プリント機、インドワ
ックスマシン、水洗機、汚水処理ステーション、排煙除塵
脱硫装置
1、捺染設備乾燥室の余熱回収利用
2、ろうけつ染め業界の松脂代替品
3、活性捺染廃水中のアルギン酸ナトリウムの回収と利用
技術
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９．青島福瑞斯生物能源科技開発有限公
司
会社住所

莱西姜山工業園
金華路東首

法人代表

鄭志全

設立時期

2006 年 11 月 30 日

登記資金

1,000 万

従業員数

42 人

2009 年度売上高

12 万元

連
絡
先

所属業種

エネルギー

電 話：0532-82472006
ファックス：0532-82472006
E-mail:cqdfrs@163.com
URL: http://www.qdfrs.com/

当社の敷地面積は 40 ムー余りで、山東省青島市莱西姜山

会社概要

主な製品
業務範囲
主な資格の証明

主な設備

協力展開予定プ
ロジェクト

工業園内に位置し、1.2 億元を投資して建設した年産 10 万
トンのバイオ・ディーゼル・オイル産業化プロジェクトは、
国の発展奨励重点プロジェクトで、生産技術は国内トップ
レベルに達し、青島市のバイオ・エネルギーの一つの空白
を埋め、全てが生産開始した後には売上高 6 億元の実現が
予測され、山東省及び全国のバイオ・ディーゼル・オイル
産業化の発展を駆動し、良好な社会的効果、また生態効果
と経済効果がある。
バイオ･エネルギー研究、バイオ･ディーゼル・オイルの生
産・販売、広告企画、貨物輸出入、化工原料販売
青島市環境保護産業協会会員
原料前処理設備 1 セット、バイオ･ディーゼル･オイル・プ
ラント製造設備 1 セット（2 台の反応釜、1 台の水洗釜、3
台の分離タンク、3 台の沈澱タンク、2 台の遠心分離機及
びその他の補助設備）、バイオ･ディーゼル・オイル精製設
備 1 セット（薄膜蒸発器、脱色タンクなど）
1、製造技術の輸出
2、バイオ・ディーゼル・オイル製造ライン設備の輸出
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１０．青島鋼鉄控股集団有限責任公
司
会社住所

青島市李滄区
遵義路 5 号

法人代表

王君庭

設立時期

1958 年

登記資金

15518 万元

従業員数

12886 人

2009 年度売上高

29.1 億元

連
絡
先

所属業種

鉄鋼製錬

電 話：0532-84816761-3296
ファックス：0532-81816057
E-mail：qgahcwjl@163.com
URL：http://www.qdsteel.com

当社の工場全体の総敷地面積は 1.2km2 である。1958 年に
会社概要

主な製品
業務範囲

創立され、前身は青島第三鋼鉄厰で、1994 年に青島鋼鉄集
団公司が設立され、1999 年に青島鋼鉄集団公司を主体に青
島鋼鉄控股集団有限責任公司が設立された。主な取り扱い
業務は鋼・鉄の製錬、鋼圧延加工、機械加工などである。
溶接用鋼線材、自動車用スプリングフラットスチール、硬
線シリーズのコールド圧延鋼、PC 鋼棒用線材、針金加工
用線材、快削鋼、優良品質の炭素構造丸鋼、建築用線材と
螺紋鋼、コークス、自転車、鋼釘など 40 余りの品種、100
余りの規格。
ISO9001：2000、OHSAS18001：2001、ISO14001：1996 基

主な資格証明

準認証に合格、連続して何年も全国品質効果型企業の称号
と中国「信用を重んじ・契約を守り・品質を重視する模範
企業」の称号を獲得。

主な設備

105m2 焼結機、500m3 高炉，80t 転炉、高速線材圧延機など。

協力展開予定プ
ロジェクト

焼結機の排煙脱硫
現在 4 台の焼結機があり、そのうち 50m2 焼結機が 2 台、
105m2 焼結機が 2 台である。焼結機排煙で年間に排出され
る SO2 は当社総排出量の 60%を占め、排出濃度は 400～
600mg/m3 で、排煙脱硫システムの増設が必要である。
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１１．青島高科熱力有限公司
会社住所
法人代表
設立時期
登記資金
従業員数
2009 年度売上高

会社概要

主な製品
業務範囲
主な資格証明

主な設備
協力展開予定プ
ロジェクト

所属業種

熱供給

青島市崂山区
遼陽東路 56 号
呂良玉
連 電 話：0532-88915067
1999 年
絡 ファックス：0532-88915026
先 E-mail:gkrl-2008@163.com
300 万元
240 人
6385 万元
青島高科熱力有限公司は青島東億実業総公司が投資建設
した崂山区の商業住宅区、中心区及びハイテク開発区のた
めに熱源を提供する供給関連施設として建設した国有企
業である。
現在の熱供給第 1 期はすでに 4×29+1×58MW 循環流動床
式熱水ボイラを建設し、一次管網の総延長は 31km である。
熱供給第 2 期の総建設規模は 3×116+4×168MW 熱水ボイ
ラで、現在すでに 2×116MW 循環流動床式ボイラの建造が
完成した。今暖房期間に 60 ヵ所の熱交換ステーションの
建設が完成、合計 90 台の熱交換器ユニットを投入し、82
ヵ所の住宅団地の 46,000 戸余りの住民と 74 ヵ所の事業所
への熱供給を実現し、熱供給面積は 530 万 m2 となる。
青島高科熱力有限公司は熱供給企業で、主に青島市崂山区の商業住
宅区、中心区及びハイテク開発区に熱源を提供。

ISO9001 品質マネジメントシステム認証
ISO14001 環境マネジメントシステム認証
4×29+1×58MW 循環流動床式熱水ボイラ、デュアルアルカ
リ脱硫施設、静電除塵器、2×116MW 循環流動床式熱水ボ
イラ、石灰石-石膏法脱硫施設、バッグフィルタ
灰輸送システム改造
スラグ輸送システム改造
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１２．青島国林実業有限責任公司
会社住所

所属業種

機械製造

青島市四方区
湖清路 31 号

法人代表

丁香鵬

連

設立時期

1994 年

絡

登記資金

500 万元

先

従業員数

180 人

2009 年度売上高

4,629 万元

電

話：0532-84992167

ファックス：0532-84992167
E-mail: guolin@china-guolin
URL: www.china-guolin.com

当社はオゾン技術を基礎とし、オゾン発生メカニズム、オ
ゾン応用技術、オゾン材料研究とオゾン設備製造に専門的
に従事するハイテク企業で、ユーザーのためにオゾン工事
の設計・設備の設置・調整・メンテナンスなどのサービス
会社概要

を提供でき、国内で唯一のオゾン・ジェネレータの全ての
独自知的財産権を掌握した科学技術型企業である。オゾン
製品は現在すでに都市行政の給水、汚水処理及び回収利
用、工業廃水処理、排気ガス浄化処理、漂白脱色、プール
水処理、船舶用バラスト水処理、ファイン・ケミカル、医
療用消毒、空間消毒などの分野に幅広く応用されている。

主な製品
業務範囲

オゾン発生メカニズム、オゾン応用技術、オゾン材料研究
とオゾン設備製造、オゾン工事の設計・設備設置・調整･
メンテナンスなど専門的なサービス
国家ハイテク企業、国家たいまつ計画プロジェクト、青島

主な資格証明

有名ブランド、ISO9001：2008 品質マネジメントシステム
認証、CE 認証

主な設備

5g～50kg の各規格のオゾン･ジェネレータ
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１３．青島海安生物環保有限公司
会社住所
法人代表
設立時期
登記資金
従業員数
2009 年度売上高

会社概要

主な製品
業務範囲

主な資格証明

主な設備

対外譲渡と協力が
可能な技術とサー
ビス

協力展開予定プ
ロジェクト

所属業種

環境保護

青島市市北区遼寧路
電 話：0532-80915279
247-263 号中新大厦 11 楼
ファックス：
江安
連 0532-83836668
1993 年 1 月 14 日
絡 E-mail:
先 qingdao_haian@163.com
300 万元
URL:
63 人
www.haianhuanbao.com
859 万元
当社は科学研究、製品製造、工事設計、工事施工、設備設
置、環境保護施設運営管理及び人員育成訓練などの環節を
一身に集め、ユーザーのために全方位的な優良サービスを
提供する。山東省環境保護産業協会会員企業、青島市環境
保護産業協会常務理事企業、省級「契約を重んじ信用を守
る」企業。
当社の経営範囲：環境保護技術サービス、環境保護プロジ
ェクト整備理改造及び設備設置とメンテナンス･サービ
ス。
1.環境工事（廃水）乙級設計資格
2.環境施設運営（廃水）乙級資格
3.環境工事受注 3 級資格
4.ISO9001/14001 マネジメントシステム認証
実験分析設備には、ポータブル式 PH 計、分析天秤、生物
培養箱、恒温乾燥箱、四連電気炉と分光光度計などの機器
がある。
当社は青島莱西に数千 m2 規模の標準電気メッキ工場建屋
及び計画地を持ち、そして電気メッキ廃水処理システムを
設置し、汚水処理施設への投資の必要はない。電気メッキ
業界の各社と土地リース、工場建屋リースなど多種の方式
で協力できるよう希望する。
当社はカナダの Alpha 水道事業会社と協力し、同社の核心
技術は Up flow Sludge Blanket Filtration（USBF）である。
この技術は多くの種類の高窒素廃水の処理が可能である。
当社は中国及びアジア太平洋市域でこの技術を広め、そし
て各種汚水処理プロジェクトを受注するよう希望する。
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１４．青島海洋化工有限公司
会社住所
法人代表
設立時期
登記資金
従業員数
2009 年度売上高

会社概要

主な製品
業務範囲

主な資格証明

主な設備
協力展開予定プ
ロジェクト

所属業種

基礎化工原料製造業

青島市李滄区
沔陽路 7 号
電 話：0532-84633243
成群善
連
ファックス：0532-84613367
1961 年 7 月
絡
E-mail: info@haiyangchem.com
先
1,180 万元
URL: www.haiyangchem.com
980 人
2 億 4,860 万元
青島海洋化工有限公司は 1999 年 3 月に設立され、その前
身は 1961 年に設立された青島海洋化工厰と 1993 年に設立
された青島海洋化工集団公司である。当社本社の敷地面積
は 12 万 m2、総資産は 3.2 億元で、アジア最大の世界的に
著名なシリカゲル、ケイ素ゾルと珪酸塩の一連の無機ケイ
素製品の研究・開発・生産企業で、ケイ素ゾル関連製品年
産 5 万トンの生産能力を持つ。
「海洋」ブランドのシリカゲルは現在合計 30 数シリーズ、
2 百数十種類の規格があり、新製品には主にカラー変色シ
リカゲル・シリーズ、ケイ素アルミナゲル・シリーズ、新
型耐水シリカゲル・シリーズ、CSH シリカゲル・シリーズ、
微粉シリカゲル・シリーズ、ケイ素ゾル専用新製品シリー
ズなどがある。
当社には省レベル技術センターが設置され、6 つの研究室があり、
1993 年には自営輸出入権を獲得し、1996 年には率先して ISO9002
国際品質システム認証、2004 年には ISO14001 環境マネジメントシ
ステム認証に合格し、1980 年から 3 期連続して国家品質金奨を授
賞し、
「海洋」ブランドの商標は山東省有名商標となっている。

珪酸ナトリウム溶融器、ゲル製造水洗器、脱水器、純水調
製設備、溶液濃縮設備、集塵設備、汚水処理設備、全自動
表面積比較と空隙率測定器、原子吸収分光光度計、原子蛍
光光度計
1.蒸気熱エネルギー使用効率をいかに向上するか
2.アルカリ土壌の処理及び総合利用
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１５．青島海衆環保鍋炉股份有限公
司

所属業種

ボイラ

青島膠州市
代表電話:(0532)83232277
馬店鎮東小屯村
カスタマーサービ
法人代表
姜貴利
連 ス:(0532)83228169
設立時期
2004 年 8 月 17 日
絡 ファックス:(0532)83232266
先 URL:www.hai-zhong. com
登記資金
4,500 万元
E-mail:
従業員数
173 人
qingdaohaizhong@163.com
2009 年度売上高
15,302 万元
当社は石炭スラリー環境保護ボイラの研究開発・設計・製
会社概要
造・販売・設置・技術コンサルティングに専門的に従事し市
場普及を核心とする企業である。
石炭スラリー環境保護ボイラ
許可経営項目：B 級ボイラの製造・販売
主な製品
一般経営項目：ボイラ補機設備の開発・製造・販売、クリー
業務範囲
ン･コール技術製品の開発と生産、当社製造ボイラの設計設
置、機械設備・電気設備の加工と製造、商品輸出入。
(1) 国家重点新製品
(2) 国家重点環境保護実用技術普及プロジェクト(A 類)製品
(3)『山東省環境保護製品証書』
(4)『青島市ハイテク製品認定証書』
(5) 青島市経済委員会「優秀省エネ成果」賞
主な資格証明 (6) 青島市エコロジー調達第一陣環境保護製品
(7) 国家 B 級ボイラ設計製造許可証に合格
(8) 全国工商聯合会直属会員企業
(9) 国際品質マネジメントシステム IS09001；2000 認証に合
格
(10) ASME ボイラ及び圧力容器製品製造許可証を所有
X 線（超音波）などの非破壊検査設備、鋼材理化学分析設備、
電気溶接（ガスシールド溶接、アーク溶接）などの溶接設備、
主な設備
大型卷床、剪断機、ボール盤及び旋盤、フライス盤、平削盤
などの工作機械設備、有害ガス処理設備、大型起重設備。
1、石炭スラリーボイラシステムの設計・付帯・設置・運行・
対外譲渡と協力
管理
が可能な技術と
2、石炭スラリーボイラの設計と製造
サービス
3、石炭スラリー燃焼設備の研究開発と製造
1、バイオマス燃料ボイラの研究開発
協力展開予定プ
2、環境保護高効率中小型粉炭ボイラの設計と製造
ロジェクト
3、石炭スラリー燃焼発電ボイラの設計と製造
会社住所
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１６．青島漢河熱電有限公
司
会社住所

所属業種

電力、熱エネルギーの生産と供給

青島市崂山区
沙子口街道漢河村

法人代表

張作秀

連

電

設立時期

2004 年 9 月

絡

ファックス：0532-88817462

登記資金

700 万元

先

E-mail: zhlhhrd@163.com

従業員数

90 人

2009 年度売上高

3,000 万元

話：0532-88817057

当社は青島漢河集団股份有限公司の自社用発電所である。
当社の現有従業員数は 90 人で、敷地は 90 ムー余りである。
当社の計画規模は 3 台の 75t/h 循環流動床ボイラ、2 台の
会社概要

12MW 汽船発電機ユニットである。現在 2 台の 75t/h 循環
流動床ボイラ、1 台の 12MW 復水ポンプ式蒸気タービン、
1 台の 15MW 蒸気タービン式発電機を設置し、発電ユニッ
トは 2005 年 9 月に正式に発電と送電を開始した。

主な製品

青島漢河熱電有限公司の主な製品は電気エネルギー、蒸

業務範囲

気。主な経営項目は電力供給、熱供給サービス。

主な設備

ボイラ、蒸気タービン発電機ユニット、水処理施設、脱硫
施設
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１７．青島華世潔環保科技有限公司
会社住所

所属業種

環境保護設備

青島開発区
開拓路 56 号-1

電

話：0532-86813036

法人代表

陳継朝

連

ファックス：0532-86816109

設立時期

2004 年 9 月

絡

E-mail:

登記資金

1,200 万元

先

yangbo@huashijie.com.cn

従業員数

190（人）

2009 年度売上高

1 億元

HP:www.huashijie.com.cn

青島華世潔環保科技有限公司は自主的研究開発、技術革新
により発展してきたハイテク企業で、環境保護設備を筆頭
会社概要

に、新素材、ニューエネルギーを両翼とし、化学工業設備
は後ろ盾とする産業構造を形成し、研究開発から製作・設
置・調整までを一体化した専門集団を組織している。

主な製品
業務範囲
主な資格証明

VOCs 有機排気ガス吸着回収装置、吸着濃縮促進燃焼装置、
蓄熱式焼却炉、液体分離設備、化学工業設備、エネルギー、
新素材など
環境工事特定項目乙級設計資格、国家級ハイテク企業、特
殊設備製造資格、環境保護施設運営資格証書、栄誉証書
吸着材料表面比較試験装置、Acme 6100 GC クロマトグラ

主な設備

フ、VOCs 濃度試験装置、排煙分析計、マシニングセンタ、
Gantry Type Boring and Milling Machine、ウォーターカッテ
ィング、大型板巻機、大型ベンダー
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１８．青島華泰鍋炉熱電設備有限公
司
会社住所

所属業種

機械製造

青島市平度蓼蘭鎮
工業園

法人代表

王明山

連

設立時期

2003 年 3 月

絡

登記資金

2,000 万元

先

従業員数

200 人

2009 年度売上高

2,000 万元

電

話：0532-82305333

ファックス：0532-84309279
E-mail:huataiguolu@126.com
URL: www.qdhuatai.com

当社は国家 A1、A2 級の圧力容器、A 級のボイラ製造企業
で、9 つの職能部門を設置し、8 つの総合的組立部門があ
会社概要

り、輸入溶接機の大型膜式壁溶接製造ラインを設置してい
る。主に発電所、工業、生活用ボイラ及び関連補機と圧力

主な製品
業務範囲

容器を製造し、合計 12 シリーズ、百種以上の製品がある。
石油燃焼蒸気・熱水ボイラ、石炭燃焼蒸気・熱水ボイラ
循環流動床式ボイラ、関連補機、各種圧力容器及び化工設
備
（ISO9001：2008 品質システム認証、A 級ボイラ製造証書、

主な資格証明

A1、A2 級圧力容器製造証書、AAA 級企業信用等級証書、
首都閲兵村サービス保障企業証書、蒸気回収機新型特許証
書など
大型膜式壁製造ライン、縁削り盤、板巻機、切断機、輸入

主な設備

自動溶接機、手動電気溶接機、ラジアル・ボール盤、旋盤、
平削盤、縦旋盤、材料試験機、衝撃試験機、欠陥検出機、
分光器、熱処理炉など

協力展開予定プ
ロジェクト

ボイラ新プロジェクト開発設計
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１９．青島環科測控儀器有限公司
会社住所

青島市市南区河南
路 15 号甲

法人代表

王新明

設立時期
登記資金
従業員数
2009 年度売上高

会社概要

主な製品
業務範囲

主な資格証明

主な設備

所属業種
分
公
司
名
称

製造業

青島環科測控儀器有限公司雲
南分公司、青島環科測控儀器有
限公司新疆分公司、青島環科測
控儀器有限公司福州分公司

2003 年 1 月 14 日
電 話：0532-82863412
連
200 万元
ファックス：0532-82860516
絡
E-mail：qdhkck@163.com
82 人
先
URL：www.hkck.cn
1,004 万元
青島環科測控儀器有限公司は、汚染源自動モニタリングシ
ステム・インテグレーション建設と環境モニタリング機器
の研究開発・製造・販売及びサービスに専門に従事するハ
イテク企業である。当社はプロジェクト部、技術部、工事
設置部、市場部、財務部、弁公室などの部門を設け、そし
て雲南、福建、新疆に支社を設立し、北京、南京、重慶な
どに事務所を設立し、青島、海陽に製造拠点を建設してい
る。現在、汚染源自動モニタリングシステム・シリーズ製
品の製造能力はすでに 3,000 台に達している。
1．環境情報モニタリング制御センターと応急指揮システ
ム（GIS）
2、SWC2000 シリーズ・データ採集送信装置
3．汚水流量计
4．水質等比率サンプリング器
5．騒音自動モニター･コントローラ
6．SSC シリーズ・ビデオデータ採集送信システム
7．GSM/GPRS/CDMA 無線データ端末
8．残留塩素 PH オンライン・モニター
1、ISO9001：2000 品質マネジメントシステム認証証書
2、コンピュータ情報システムインテグレーション企業資
格証書（3 級）
3、ソフトウェア企業認証証書
4、ソフトウェア製品等級証書
5、ハイテク企業認証証書
6、ハイテク製品認証証書
7、環境汚染整備施設運営管理資格証書
8、中国環境保護製品認証証書
デジタルマルチメータ、オシログラフ、コンピュータ、耐
圧試験装置、メグオームメータ、定電流電源など若干台

19

２０．青島佳明環境設備有限公司
会社住所

青島市城陽区流亭
工業園金谷園路西

法人代表

鄭修蓬

設立時期

2006 年 5 月 10 日

登記資金

2,000 万元

従業員数

50 人

2009 年度売上高

36 万元

所属業種

連
絡
先

器械計器製造

電 話：87710090
ファックス：87719701
E-mail:peng0421@126.com
URL：www.cn-cems.com

当社はコンピュータのソフト・ハードウェア、環境保護機
器の製造に従事するハイテク企業である。現有従業員は 50
会社概要

人で、その 100%が短大以上の学歴を持つ。工場建屋は
8,000m2 以上で、6 本の先進的な組み立て・調整電子生産ラ
インを持ち、CEMS システムに信頼の品質保証を提供して
いる。

主な製品
業務範囲

当社の業務は主に大気汚染の処理、水汚染の処理、環境測
定に関連する設備の研究開発と製造生産。

主な資格証明

2003 年に ISO9001：2000 バージョン国際品質体系認証に合
格。2008 年に青島市により相次いでソフトウェア企業、コ
ンピュータ情報システムインテグレーション 3 級資格企
業、ハイテク企業に評定。

主な設備

光学実験室、生化学実験室、物理化学実験室と無菌実験室
を相次いで設置。一連の精密な関連設備として例えば、ク
リーンベンチ、乾燥器、高圧滅菌器など。09 年に実装機、
リフロー炉などを新たに購入。
氨氮在线监测仪
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２１．青島嘉禾環保工程有限公司
会社住所
法人代表
設立時期
登記資金
従業員数
2009 年度売上高

会社概要

主な製品
業務範囲

主な資格証明

主な設備

所属業種

環境保護

青島膠州市
高州路北首
電 話：0532-82298377
王政禄
連 ファックス：0532-82298376
2002 年 6 月 24 日
絡 E-mail:
先 wangzhenglu@vip.sina.com
500 万元
URL：http://www.qd-jiahe.cn
20 人
875 万元
青島嘉禾環保工程有限公司は青島市環境保護局指定の汚
水処理メーカーで、青島市環境保護局環境保護産業協会の
会員企業である。当社は年間に渡って国環清華環境工程設
計研究院、濰坊環境設計研究院、山東膜天集団などと協力
している。科学研究と設計、生産製造、設置と調整、アフ
ターサービスなどの多くの業務を一体化した環境保護企
業である。廃水、排気ガス、雑音などの環境汚染の予防・
対策工事を受注することができる。設計施工から工事検収
合格と引渡しまでの工程の一貫サービスを実施している。
主にエア浮選機、薬剤注入装置、サンドフィルタータンク、
濃縮機などの汚水処理設備を製造。廃水、排気ガス、騒音
などの環境汚染予防･対策工事を受注
IS9001：2000 品質マネジメントシステム認証、青島市環境
汚染防止プロジェクト設計施工登記証、環境汚染対策施設
運営証書
電子分析天秤、COD 検査装置、アーク溶接、濃縮機、エア
浮選機、薬剤注入装置、サンドフィルタータンク、汚水処
理一体化設備など
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２２．青島碱業股份有限公司
会社住所
法人代表
設立時期
登記資金
従業員数
2009 年度売上高

会社概要

主な製品
業務範囲

主な資格証明

主な設備
協力展開予定プ
ロジェクト

所属業種

青島市李滄区
四流北路 78 号
羅方輝
1958 年

連
絡
先

化工

電 話：0532-88082280
ファックス：0532-84812049
E-mail：qdjy@qdjy.com
URL：www.qdjy.com

3,478 人
16.59 億元
青島碱業股份有限公司は純炭酸ソーダ、化学肥料、火力発
電及び関連ファイン・ケミカル製品の製造販売を主とする
大型総合化学工業企業で、現在は支社 1 ヵ所と子会社 4 社
を持つ。1958 年に創立され、旧名称は青島化肥厰（化学肥
料工場）で、1984 年に青島碱厰（アルカリ工場）と改名、
1994 年に青島市の体制改革実験企業の第一陣として体制
改革を完成、青島碱業股份有限公司を設立した。2000 年に
上海証券取引所で上場し、青島市の化学工業業界で初の上
場企業となった。
主要な製品には純炭酸ソーダ、化学肥料、塩化カルシウム、
水蒸気などがある。純炭酸ソーダ製造、熱・電気コジェネ
レーション、化学肥料製造、国際貿易などに及ぶ。
省レベル技術センター、
「中国有名ブランド製品」の称号、
ISO9001：2000 品質システム認証、ISO14000 環境マネジメ
ントシステム認証
独自の知的財産権を持つ Soda Returning Calciner、乾式加灰
蒸留装置、海水白泥乳法脱硫システムなど。
ボイラ煙道ガス脱硝プロジェクト
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２３．青島浄源海盛環保工程有限公
司

会社住所
法人代表
設立時期
登記資金
従業員数
2009 年度売上高
会社概要

主な製品
業務範囲

主な資格証明

主な設備
対外譲渡と協力が
可能な技術とサー
ビス
協力展開予定プ
ロジェクト

所属業種

環境保護工事

青島市如東路 9 号人
防公寓 3 号楼 1 単元
電 話：
701
連 0532-85753718 85753728
于斌
絡 ファックス：0532-80776526
2005 年
先 E-mail:jingyuanep@126.com
100 万元
URL:www.jingyuanep.com
21 人
1,000 万元
当社は新たに設立された環境保護ハイテク企業で、環境保
護業務の発展を主力に、優秀な企業文化と集団精神の確立
に努力し、企業の核心的競争力を向上する。
1．工業廃水処理：食品、醸造、製薬、養殖、屠場などの
業種の廃水処理。2．生活廃水処理：病院、住民生活区、
ホテルなどの生活廃水処理。3．中水回収使用。4．純水調
製：ボイラ用純水、飲料/醸造製法用純水の調製。5．大気
汚染処理：石炭燃焼ボイラの脱硫除塵、排気ガス浄化/除臭。
6．メタンガス総合利用：養殖/醸造業、農村などのメタン
ガス収集利用。
1、環境工事（廃水）丙級設計証書
2、青島市環境汚染対策プロジェクト設計施工証書
3、青島市環境保護産業協会理事企業
UASB リアクタ、脱硫除塵タワー、廃ガス洗浄タワー、生
物除臭装置、埋設式汚水処理一体化設備
工業廃水及び生活廃水処理技術、中水回収使用技術、純水
調製技術、廃ガス浄化技術、メタンガス利用技術、醸造業
廃水 UASB 処理技術。
排煙脱窒素プロジェクト
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２４．青島玖琦精細化工有限責任公
司
会社住所

所属業種

化学試薬、製剤製造業

青島市李滄区
濱海路 9 号

法人代表

王澤璉

連

設立時期

2003 年 4 月 30 日

絡

登記資金

1.3 億元

先

従業員数

188 人

2009 年度売上高

1.1 億元

電

話：0532-84816031

ファックス：0532-84810188
E-mail:qdjiouqi@tom.com
URL: http://www.qdjiuqi.com/

青島玖琦精細化工有限公司はゴム用カーボンブラック製
造企業で、製品は中国ゴム工業協会カーボンブラック分会
の品質与信を獲得している。当社は中国ゴム工業協会カー
会社概要

ボンブラック分会理事企業で、現在は新製法の造粒生産ラ
イン 3 本をもち、年間製造能力は 8 万トンである。N200、
N300、N500、N600、N7005 の 5 つのシリーズ 10 数品種の
ゴム用カーボンブラックの製造が可能である。
N220、N234、

主な製品
業務範囲

N326、N330、N339、N351、N375、N356、N358、
N539、N550、
N660、
N762、N774
国家カーボンブラック品質検査センターのサンプリング
検査合格証、中国ゴム工業協会カーボンブラック分会品質

主な資格証明

与信証書、「青島市有名ブランド製品」称号、ISO9001：
20008 品質システムと ISO14000：2004 環境マネジメントシ
ステム認証。

主な設備

湿式造粒製造ライン
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２５．青島君嶺環保紙業有限公司
会社住所
法人代表
設立時期
登記資金
従業員数
2009 年度売上高

会社概要

主な製品
業務範囲
主な資格証明

主な設備
対外譲渡と協力が
可能な技術とサー
ビス
協力展開予定プ
ロジェクト

所属業種

包装

青島市城陽区
双元路 108 号
電 話：0532-87760559
紀玉梁
連
ファックス：0532-87760559
2007 年 7 月
絡
E-mail:xymjiyuliang@163.com
先
100 万元
URL:www.xiyingmen.com.cn
100 人
1200 万元
当社は紙パルプ成型製品専門の製造企業、青島市包装技術
協会常任理事企業で、現有従業員は 100 名、敷地面積は 50
ムーである。当社には紙パルプ成型専用製造ライン 6 本、
製造設備 66 台（セット）を持ち、年産能力は 3,200 トンで
ある。当社は江南大学との協力で共同建設した製法技術研
究センターに依拠し、食品、工業、物流の三大系列の紙パ
ルプ成型製品の研究と開発に力を入れ、電器、食品、医薬、
機械、化粧品等の業種に優良な品質の環境保護パッケージ
を提供している。
当社の主な製品は紙パルプ成型製品で、電器、食品、医薬、
機械、化粧品などに利用されている。
すでに ISO9001 品質システム認証と青島市クリーナープロ
ダクション審査に合格。
（実験分析設備、製造設備、汚染防止設備など）（80 字以
内）
紙パルプ成型纸浆模塑パルプマシン、紙パルプ成型乾燥ラ
イン、紙パルプ成型整形機整形機、紫外線消毒機
紙パルプ成型包装製品の設計・加工
1、重量物に対する紙パルプ成型包装技術の開発
2、紙パルプ成型医療用製品
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２６．青島科大隆騰科技発展有限公
司
会社住所

所属業種

化工装備と技術

山東省青島市四方
区舞陽路 7 号

電

話：0532-80932280

法人代表

李建隆

連

ファックス：0532-80932280

設立時期

2008 年 1 月

絡

E-mail：

登記資金

600 万元

先

ljlong321@yahoo.com.cn

従業員数

23 人

2009 年度売上高

2,000 万元

URL：www.qdlongteng.com

当社は青島科学技術大学と青島市科学技術局などが共同
で設立した。当社は長年の新素材技術、新型環境保護技術
の研究・開発と設計の経験を持つハイテク企業である。当
会社概要

社の現在の従業員数は 23 人で、そのうち、教授が 3 人、
助教授が 4 人、技師が 5 人、オーバドクター研究生が 2 人
で、業務は環境保護、化学工業、材料設備と技術の研究開
発、開発設計と加工販売に及ぶ。
環流式旋風分離器のシリーズの特許は同種の技術と設備
の国際的トップ水準に達し、すでに工業で 400 台余りが普

主な製品

及応用され、毎年企業のために支出節約と収益増加が 4 億

業務範囲

元以上に達し、山東省技術発明展覧会 2 等賞、中国発明展
覧会金奨を受賞した。業務は環境保護、化学工業、材料設
備と技術の研究開発、開発設計と加工販売に及ぶ。
熱線熱膜風速計、循環サイクロンセパレータ、横式螺旋デ

主な設備

ィスチャージ沈降遠心分離機、ランチタワー、ダウンフロ
ーサイクロンセパレータと脱硫タワー各 1 台／セット。
海上カッティングスパルス熱駆動脱油技術

対外譲渡と協力が

新型有機ケイ素流動床単量体合成リアクタの設計

可能な技術とサー

有機ケイ素単量体濃縮酸加水分解製法

ビス

ダウンフローサイクロンセパレータ
ワラ熱分解技術と設備
掘削液固相制御技術の研究と開発

協力展開予定プ
ロジェクト

新型多結晶シリコン還元炉の開発
有機ケイ素単量体精留製法開発
120～200kt/a 有機ケイ素単量体調製製法パッケージ開発

26

２７．青島藍盾易通安保工程有限公
司
会社住所
法人代表
設立時期
登記資金
従業員数
2009 年度売上高

会社概要

主な製品
業務範囲

主な資格証明

主な設備

対外譲渡と協力が
可能な技術とサー
ビス

協力展開予定プ
ロジェクト

所属業種

環境保護

青島市
銀川東路 27 号
李斯笙
連 電 話：0532-88993246
1996 年 1 月 18 日
絡 ファックス：0532-88993188
先 E-mail:lisisheng2008@sina.com
300 万元
26 人
892 万元
青島藍盾易通安保工程有限公司は環境保護工事、消防工事
と建築安全工事に従事する専業会社である。当社は設計・
製造・設置・調整と人員の育成訓練などの全方位的サービ
スを実施している。当社は環境保護工事部、消防工事部、
設置工事部を設置している。
現在、当社は油田の含油汚泥処理及び原油回収技術、大型
と超大型の貯蔵タンク洗浄技術、都市生活ゴミ無害化処理
技術、ゴミ埋立場の急速減量技術、牧畜養殖糞便汚染処理
及びメタンガス発電技術、農村生活廃水の毛細管湿潤法処
理技術を持つ。同時に関連設備の製造能力を持つ。
主な業務範囲：都市・農村の生活汚水処理及び工業生産廃
水工事、生活ゴミ処理工事、油田の含油汚泥処理工事、大
型貯蔵タンク洗浄工事、家畜･家禽養殖の糞便汚染処理と
メタンガス工事、消防工事を受注。
主な製品：油田含油汚泥処理装置、大型貯蔵タンク洗浄装
置、各種汚水処理設備及び部品。
環境汚染整備施設運営資格証書、青島市環境汚染防止プロ
ジェクト設計施工登録証書、消火器修理資格証、建築業企
業水道・暖房・電気設置資格。
油田含油汚泥処理装置、大型貯蔵タンク洗浄装置、各種汚
水処理設備及び部品。
油田含油汚泥処理及び原油回収技術、大型和超大型の貯蔵
タンク洗浄技術、都市と農村の生活ゴミ無害化処理技術、
ゴミ埋立場の急速減量技術、家畜家禽養殖の糞便汚染処理
及びメタンガス発電技術、農村生活汚水の毛細管湿潤法処
理技術。
当社は油田含油汚泥処理及び原油回収設備、大型と超大型
貯蔵タンク洗浄設備、都市生活ゴミ無害化処理技術、ゴミ
埋立場の急速減量技術、家畜家禽の糞便汚染処理及びメタ
ンガス発電技術の面での協力展開を予定している。
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２８．青島琅琊台科技生態農業開発
公司
会社住所

所属業種

農業科学技術

青島膠南市
琅琊台路 198 号

法人代表

逄錦虎

設立時期

2008 年

登記資金

500 万元

従業員数

56 人

連

電

話：053285131398

絡

ファックス：053285131397

先

E-mail:xjclyt@126.com

当社は現在建設発展中の栽培、養殖、メタンガス開発利用、
観光旅行を一体化した総合的近代化企業である。当社は新
興の海浜都市膠南市泊里鎮に位置し、1 千ムー近い敷地面
会社概要

積を持つ。当社はハイテクと科学的管理方式に依拠し、国
内の著名な専門家を招いてパークの計画と建設について
指導を行い、パークを国内一流の近代的な循環経済生態農
業産業モデルパークとすべく努力している。
優良な品質、高い効率、栽培･養殖結合型の農業方式の構

主な製品
業務範囲

築。生態農業生産技術の標準化を実現し、「琅琊台」生態
農業のブランドを確立。製品の農業残留物の硝酸塩と有毒
有害な重金属及びその他の汚染物質含有量は国の無公害
農産物の制限基準に達している。

対外譲渡と協力の
可能な技術とサー

メタンガス生産技術

ビス
協力展開予定プ
ロジェクト

膠南市の大型メタンガス建設プロジェクト
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２９．青島緑島環保科技有限公司
会社住所
法人代表
設立時期
登記資金
従業員数
2009 年度売上高

会社概要

主な製品
業務範囲
主な施設
主な設備
対外譲渡と協力が
可能な技術とサー
ビス
協力展開予定プ
ロジェクト

所属業種

環境保護

青島市深圳路 180 号
王健
郵便番号：266061
連
2002 年 8 月 13 日
電
話：0532-88903187
絡
ファックス：0532-88903607
500 万元
先
E-mail: 0532-88903607
45 人
2,400 万元
緑島公司は専門に資源総合利用と環境サービス分野のシ
ステムインテグレーションに従事するハイテク環境保護
企業で、業務は都市行政及び生活汚水処理、工業給水と廃
水の処理、都市のゴミ処理、固体廃棄物処置などの環境工
事の技術開発、工事設計、工事施工、汚染処理の施設の委
託運営、環境インフラへの投融資、及び環境保護設備の製
造・販売などに及ぶ。設立以来、すでに百件以上の大・中
規模環境工事建設実施に成功し、都市行政の給排水、化工、
製薬、製紙、紡織、石油、醸造、食品、化学繊維、皮革製
造、ビール、発酵、採油、冶金、屠場、でんぷん及びコミ
ュニティなど 30 余りの分野に及ぶ。
環境保護工事の設計･施工、環境保護設備の設計・開発･設
置・製造、環境保護施設の運営、新素材、ニューエネルギ
ー技術の開発と利用、環境保護技術コンサルティング及び
サービス、給排水工事の設計･施工。
設計資格、運営資格など。
汚染防止設備など。
TQ-1 ポリ塩化アルミニウム鉄「三機能一体」汚水処理剤
高難易度廃水処理技術、固体廃棄物資源化技術、人工湿地
技術

双城市 CASS 技術汚水処理場
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３０．青島明朗環境工程有限公司

会社住所
法人代表
設立時期
登記資金
従業員数
2009 年度売上高

会社概要

主な製品
業務範囲

主な資格証明

主な設備
対外譲渡と協力が
可能な技術とサー
ビス
協力展開予定プ
ロジェクト

所属業種

環境保護

青島市崂山区苗嶺
路 36 号国発中心
電 話：
2 号楼 707
連 0532-68721456 /85076789
王金俊
絡 ファックス：0532-68721468
2006 年 2 月
先 E-mail:minglang_qd@126.com
100 万元
URL:www.qdminglang.com
35 人
299 万元
青島明朗環境工程有限公司は環境工事の設計・施工と汚水
処理施設の運営管理に専門的に従事する近代的なハイテ
ク企業である。長年にわたり廃水処理工事、排煙脱硫、中
水回収使用などの環境保護分野の工事の実践の中で自己
の独特の工事実践方法を確立している。当社は設計・製
造・施工及び調整と運営を一体化した専門的なチームを確
立している。
「三廃処理」プラント設備、工事の設計・工事の元請け、
環境汚染処理施設の運営、電気オートメーションの設計・
制御キャビネットの製作と設置、機械加工、非標準設備の
制作と設置、水処理薬剤
国家環境保護部交付の環境汚染処理施設運営管理工業廃
水甲級、生活汚水乙級資格 証書番号：国環運営証 2066
分光光度計、BOD インキュベータ、DO 測定機器、PH 値
測定計、分析天秤、薬剤投与ボックス、エア浮選機、電気
制御キャビネットなど。
バイオ脱塩素除リン技術
含油廃水の処理
バイオ脱塩素除リン技術
含油廃水の処理
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３１．青島磐石容器製造有限公司
会社住所

所属業種

機械製造

青島市平度何家店
磐石路 1 号

法人代表

李徳平

連

設立時期

1998 年 1 月 19 日

絡

登記資金

3,000 万元

先

従業員数

125 人

2009 年度売上高

4,300 万元

电 话：0532-82307318
传 真：0532-82307318
E-mail:panshi@panshi.com
网 址:www.panshi.com

当社は石油化工、電力、冶金などの工業圧力容器を専門
に設計し、中国石化、国家電力公司の指定製造企業である。
会社概要

当社はすでに 10 数種類の新製品の国家特許を獲得してい
る。現在、当社の製品はすでに全国各地をカバーし、そし
てコンポーネントでヨーロッパ、アフリカ地域に輸出して
いる。
主な製品には、高低圧ロータリー膜脱気装置、高低圧加熱

主な製品

器、ネットヒーター、各種熱交換器、蓄熱器、凝縮器、風

業務範囲

力発電設備、石油化工容器及びとアルミニウム電解専用設
備など。
A1、A2 級（一、二、三類）圧力容器設計製造企業、ISO9001

主な資格証明

品質システム国際（UKAS）国内ダブル認証、省級契約遵
守信用重視企業、山東省先進民営企業、青島市ハイテク企
業、青島市文化企業、磐石の商標は山東省著名商標に
板巻機、溶接設備、非破壊検査測定設備、物理化学実験設

主な設備

備、水圧試圧ポンプ、熱処理設備、金属切断設備、起重設
備など
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３２．青島啤酒股份有限公司青島啤
酒二厰
会社住所
法人代表
設立時期
登記資金
従業員数
2009 年度売上高

会社概要

主な製品
業務範囲

主な資格証明

主な設備
対外譲渡と協力が
可能な技術とサー
ビス
協力展開予定プ
ロジェクト

青島市李滄区
台柳路 602 号
金志国
1987 年 12 月 22 日

連
絡
先

所属業種

ビール醸造

電 話：0532-87635539
ファックス：0532-87635823
E-mail:lijun@tsingtao.com.cn
URL:http://tip.tsingtao.com.cn

890 人
20 億元
青島啤酒二厰は青島啤酒股份有限公司の基幹製造企業の
一つで、敷地面積は 15 万 m2、全体的にドイツ、フランス
の先進的な製造設備を導入し、現在、国内で設備のスペッ
クが優良、オートメーション化レベルが高く、循環経済マ
ネジメントが先進的な近代的ビール製造企業の一つで、青
島ビール高級製品の生産拠点であり、純生ビールと輸出用
ビールなど 20 余りの品種を製造している。
工場全体の現在の従業員数は 890 人で、年間のビール製造
能力は 45 万 kL である。2009 年にはビール 41.3 万 kL を製
造し、工業生産総額は 20 億元であった。
主に「青島ブランド」純生ビールと輸出用ビールなど 20
以上の品種を製造。
ISO14001 、ISO9001：2000 と OHSAS18000 システム認証
に合格。2002 年 12 月、国家クリーナープロダクションセ
ンターから「クリーナープロダクション審査モデル企業」
の称号が授与。2004 年、山東省環境保護局から最初の「省
レベル環境に優しい企業」に選出。2004 年 8 月、山東省経
済貿易委員会から山東省クリーナープロダクションモデ
ル企業の称号が授与。
ビール指標分析フルセット設備、ビール醸造設備（麦芽製
造設備、糖化発行設備、濾過清澄設備）、包装設備（スタ
ッカ、ビン洗浄機、充填機、殺菌機、ラベリングマシン）、
汚水処理ステーション、ボイラ脱硫除塵設備。
ビール醸造技術
ビール製造廃水高度処理と再利用プロジェクト
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３３．青島晴朗環保科技有限公司
会社住所
法人代表
設立時期
登記資金
従業員数
2009 年度売上高

会社概要

主な製品
業務範囲

主な資格証明
主な設備
対外譲渡と協力が
可能な技術とサー
ビス

所属業種

環境保護洗浄

青島市
延安三路 129 号
電 話：15020072002
申鳳
連
ファックス：0532-88772960
2007 年
絡
E-mail:qlhb8888@sina.com
先
100 万
URL:www.qdqinglang.com.cn
60 人
2,000 万
晴朗環保科技有限公司は、科学研究・製造・施工を一体化
したハイテク環境保護洗浄会社で、当社の現有従業員は 60
数名、うちシニアエンジニア 3 名、中級職階者 6 名である。
主に、1．各種密閉循環パイプ（セントラルエアコンの冷
凍冷却水システム、化学工業パイプ、オイルラインなど）、
各種ボイラ、タンクなどの化学洗浄、メンテナンス 2．セ
ントラルエアコンの新風交換システム、厨房大型油煙排気
システムのロボット洗浄など 3．大型設備の高温高圧水噴
尃洗浄、ドライ洗浄などに従事している。
1、ロボット洗浄：セントラルエアコン、大型厨房排煙パ
イプ
2、化学洗浄とメンテナンス：セントラルエアコンの冷凍・
冷却水システム、各種ボイラ、タンク、大型設備の冷却
システム洗浄
3、高温高圧水噴尃洗浄、ドライ洗浄など
ISO9001:2000 品 質 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム 認 証 、
ISO14001:2004 環境マネジメントシステム認証
1、パイプ洗浄ロボット 4 台、2．直輸入高温高圧熱水機 6
台（200KG-1000KG）3．ドライ洗浄機 1 台
1、洗浄ロボットの山東省フランチャイズ募集
2、洗浄技術の訓練と協力
3、三防冷却液，全国フランチャイズ募集
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３４．青島賽爾環境保護有限公司

所属業種

環境保護

青島市崂山区海爾
会社住所

路 178 号留学人員
創業園

法人代表

范迪

設立時期

1995 年

登記資金

100 万

従業員数

22 人

2009 年度売上高

500 万

連
絡
先

電

話：0532-88962369

ファックス：0532-88961800
E-mail: saier178@126.com
URL: www.qdsaier.com

青島賽爾環境保護有限公司は水処理工事の研究・設計・施
設運営と技術コンサルティングに専門に従事するハイテ
会社概要

ク企業である。国家甲級環境工事設計資格、甲級環境保護
施設運営資格を持つ専門企業で、これまで山東省環境保護
産業十大ブランド、中国特許山東省スター企業などの栄誉
を獲得している。
SEJF 均一通気反応濾過分離器と SE 複合生物濾過器、環境

主な製品

保護水処理工事の設計・運営管理、水処理設備の研究開発。

業務範囲

主に環境工事の研究・設計・施設の運営と技術コンサルテ
ィングに従事するハイテク企業。

主な資格証明
主な設備
協力展開予定プ
ロジェクト

国家甲級環境工事設計資格、甲級環境保護施設運営資格
汚染防止設備：SEJF 均一通気反応濾過分離器と SE 複合生
物濾過器
SE 複合生物濾過器
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３５．青島勝利鍋炉有限公司
会社住所
法人代表
設立時期
登記資金
従業員数
2009 年度売上高

会社概要

主な製品
業務範囲

主な資格証明

主な設備

対外譲渡と協力が
可能な技術とサー
ビス

所属業種

機械製造

青島市平度
蓼蘭鎮駐地
電 話：0532-82306928
于明森
連 ファックス：0532-82306928
1999 年 6 月
絡 E-mail:：SG20087@163.com
先 URL:
1,009 万元
http://www.shengli-qd.com
109 人
1,500 万元
当社は国家品質監督検査検疫総局指定の B 級ボイラ、D 級
圧力容器の設計・製造と 2 級ボイラ設置の専門企業で、自
主的輸出入権を持つ企業であり、そして ISO9001 国際品質
システム認証に合格している。当社製品の登録商標は「勝
光」である。主力製品には各種燃料、各種規格型式の蒸気・
熱水ボイラ、余熱ボイラ、有機熱キャリヤボイラ、圧力容
器、ボイラ補機、付属品、熱交換設備などがある。
主力製品には DZL（S）、SZL（S）、WNS、SHL、LSC（G）、
SHX、SHG、DRQ（S）
、YLL（S）、YGL などの 12 大分類、
千以上の規格のボイラ製品がある。国内外の多くのプロジ
ェクト建設に利用され、しかも出色な役割を発揮してい
る。例えば、北京－九龍鉄道、北京－上海高速道路、西部
大開発などがある。
ボイラ（圧力容器）特殊設備製造許可証、特殊設備設置改
造修理許可証、ISO9001：2000 マネジメントシステム認証
証書、企業信用等級証書など。
炭素硫黄自動分析計、シャルピー衝撃試験機、デジタル表
示油圧万能試験機、デジタル制御火炎プラズマ切断機、超
音波欠陥検出装置、放尃線欠陥検出装置、SCR 直流アルゴ
ンアーク溶接機、電動双梁走行起重機、手動直流アーク溶
接機、コイルマシンなど
ボイラ、圧力容器の製造
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３６．青島晟景環保工程有限公司
会社住所
法人代表
設立時期
登記資金
従業員数
2009 年度売上高
会社概要

主な製品
業務範囲

主な資格証明

主な設備

協力展開予定プ
ロジェクト

所属業種

環境保護工事

青島市山東路 52 号
華嘉大厦 1305 室
電 話：0532-85012541
林財宝
連
ファックス：0532-85012054
2002 年 5 月 16 日
絡
E-mail:Lincaibao@21cn.com
先
300 万元
HP:www.qdshengjing.com
22 人
600 万元
青島晟景環保工程有限公司は主に工業用ボイラ、窯炉の排
煙の脱硫除塵、汚水処理、工業建屋の空気浄化、排気ガス
処理の設計・設置・調整などの工事に従事し、当社は長年
に渡って排煙脱硫技術の開発利用に力を入れている。
当社は技術力が豊富で、4―420T/H ボイラの脱硫除塵プロ
ジェクトの受注が可能。工業建屋の空気浄化、排気ガス処
理、工業汚水処理、工事の設計・製造と設置・調整の一貫
サービスを提供。
1、 中国環境保護製品認証証書
2、山東省環境保護産業（技術サービス）十大ブランド証
書
3、青島市環境汚染防止プロジェクト設計施工登記証
1、青島市環境保護産業協会製品製造監督証書
2、青島市環境保護製品（技術）登記証
3、青島市環境汚染整備施設運営登記証
4、実用新型特許証書
1、酸化マグネシウム法脱硫
2、先進的高効率脱硫スプレー塔
3、塔外循環技術
当社の酸化マグネシウム法脱硫塔外循環技術及び脱硫脱
窒技術は、環境保護事業に尽力する企業・有識者と協力し、
共に発展し、環境保護事業のための弛まぬ努力と貢献を心
から歓迎する。

160t/h 脱硫塔

青島大学の脱硫装置
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３７．青島市環境保護産業協会
会社住所

所属業種

山東省青島市市南
区延安一路 41 号

法人代表

周培友

連

設立時期

2003 年 9 月

絡
先

登記資金
従業員数

環境保護

8人

電話：0532-82968909
ファックス：0532-82968909
E-mail：lbj@qepb.gov.cn
HP：www.qepb.gov.cn

2009 年度売上高
青島市環境保護産業協会は非営利的社会団体である。その
業務主管部門は青島市環境保護局、登記管理部門は青島市
民政局である。協会内には 3 つの部門と 1 つの事業体、す
会社概要

なわち弁公室、技術諮問部、産業市場部、青環環境保護科
学技術とクリーナープロダクション・サービスセンターが
設置され、各種の専門技術者で構成された百人の専門家バ
ンクを持つ。
環境保護産業の市場秩序を守り標準化し、会員企業間の技
術・経済の交流と協力を調整する。環境保護の実用技術と

主な製品
業務範囲

製品の登録・審査と推薦・紹介を行う。汚染処理プロジェ
クトを諮問及び審査する。クリーナープロダクションの審
査と相談サービスを行う。環境保護技術と環境マネジメン
トの専門研修を行う。国内外の環境保護技術交流、協力と
産業情報サービスを行うなどである。
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３８．青島市環境保護科学研究院
会社住所

山東省青島市

子会

市南区京山路 15 号

社名

法人代表

孫鶴鯤

設立時期

1976 年 12 月

連

登記資金
従業員数

所属業種

絡
先

45 人

2009 年度売上高

環境保護

電話：0532-82876709 82865401
ファックス：0532-82865401
E-mail：hbs@qepb.gov.cn
HP：www.qepb.gov.cn

青島市環境保護科学研究院は青島市環境保護局直属の部
門であり、環境科学研究、環境保護計画、環境アセスメン
ト、環境モニタリング、環境保護技術コンサルティングが
一体化している総合的環境保護技術諮問サービス従事機
構である。高級職掌と修士以上の学歴の者は 26 人で、国
家登録環境評価技師が 10 人となっている。研究院には現
会社概要

在、弁公室、研究 1 室、研究 2 室、研究 3 室、クリーナー
プロダクションセンター、環境モニタリングセンターなど
の部門が設置され、そして傘下には青島市環境保護科学研
究院設計センター、青島市吉美来科技有限公司（主に環境
大気モニタリング、煤塵排煙汚染源モニタリング、水質モ
ニタリングなどの環境保護設備の研究開発、製造販売と技
術諮問サービスに従事）が設置されている。

主な製品
業務範囲
主な資格証明

環境保護計画、環境科学研究、環境アセスメント、環境モ
ニタリング、輸入廃棄物の環境リスク評価、クリーナープ
ロダクションの審査とコンサルティングなど
建設プロジェクト環境アセスメント資格
クリーナープロダクションの審査
電子天秤、生化学インキュベーター、TSP のサンプラー、
煙ゲージ、省エネオイルバス COD 恒温加熱装置、デジタ

主な設備

ルイオンメーター、音圧レベル校正装置、紫外線分光光度
計、赤外線オイルゲージ、自動制御電気加熱圧力スチーム
滅菌装置、マッフル炉、大气サンプラー、粉塵ゲージ、電
気伝導度計
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３９．青島市環境モニタリング
所属業種

環境保護

センターステーション
会社住所

山東省青島市市南
区延安一路 39 号

法人代表

徐尐才

設立時期

1976 年 12 月

連
絡
先

登記資金
従業員数

78 名

電話：0532-82899928
ファックス：0532-82880362
E-mail：jczhbgs@qepb.gov.cn
HP：www.qepb.gov.cn

2009 年度売上高

会社概要

主な製品
業務範囲

主な資格証明

青島市環境モニタリングセンターステーションは青島市
環境保護局所属の全国重点環境モニタリングステーショ
ンの 1 つで、中国近海モニタリングネットワーク、放尃線
環境モニタリングネットワークの主要構成団体であり、中
国環境モニタリング総合ステーション黄海近海環境モニ
タリングサブステーションの委託団体である。具体的には
青島市環境品質モニタリング、汚染源監督モニタリング、
緊急汚染事故対応モニタリング及び社会事業性モニタリ
ングと科学研究等の業務に従事している。
本ステーションは市全体の環境モニタリングのネットワ
ークセンター、技術センター、情報センター及び環境モニ
タリング業務の訓練・指導を担っている。
計量認証合格証書（山東省技術監督局発行）
2002 年、国家実験室認可審査に合格
2009 年、実験室資質審査、再審査及び拡張審査に合格
現在、山東省計量認証事業 69 種類の 403 項目に合格
高周波誘導結合プラズマ質量分析計（ICP-MS）、マルチチ
ャネル連続フロー分析計、原子吸光分光光度計、高速液体
クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィー、イオンク
ロマトグラフィー、カラー質量分析計、HPGeγ 分光光度計
等の大・中型モニタリング機器 300 台（ユニット）超を有

主な設備

している。市全体で環境大気自動モニタリングサブステー
ション 23 カ所、河川断面水質自動モニタリングサブステ
ーション 6 カ所、水源地水質自動モニタリングサブステー
ション 3 カ所、放尃線環境質モニタリングサブステーショ
ン 1 カ所を設置し、緊急モニタリング車両 3 台を有してい
る。
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４０．青島市環境科学学会
会社住所

所属業種

山東省青島市
市南区京山路 15 号

法人代表

銭言朝

連

設立時期

1981 年 3 月

絡
先

登記資金
従業員数

環境保護

7人

電話：0532-82883509
ファックス：0532-82871295
E-mail：zxq@qepb.gov.cn
HP：www.qepb.gov.cn

2009 年度売上高
会社概要

学術的、科学普及的な非営利性の社会組織である。
1．わが市の主な環境問題に対応し、環境科学技術に関す
る国内外の学術研究討論と交流を展開する。2．環境発展
戦略、マクロ計画と環境科学政策の面で、政府、企業、政
府事業部門のために政策決定諮問と情報サービスを提供

主な製品
業務範囲

する。3．環境科学技術プロジェクトの論証、科学技術成
果の鑑定、科学技術文献と環境基準の編纂の委託を受け
る。4．先進的な環境保護の新技術、新製品を普及し、環
境科学技術成果の生産力への転化を促進するサービスを
提供する。5．環境科学技術を普及し、青尐年の環境科学
教育活動を展開する。6．優秀な環境科学技術従事者を顕
彰し、人材を推薦する。

主な資格証明

クリーナープロダクションの審査
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４１．青島市金旭環境工程有限公司

会社住所
法人代表
設立時期
登記資金
従業員数
2009 年度売上高

会社概要

主な製品
業務範囲
主な資格証明

主な設備

対外譲渡と協力が
可能な技術とサー
ビス
協力展開予定プ
ロジェクト

所属業種

環境保護、都市行政

青島市城陽区城陽
街道大北曲後社区
居委会弁公楼三楼
電 話：0532-81103789
連
欒明先
ファックス：0532-81103177
絡
2001 年 4 月 26 日
E-mail:qdjinxu@126.com
先
URL:www.qdjxhj.cn
200 万元
24 人
1,200 万
当社は環境工事の設計・施工・調整、環境保護技術コンサ
ルティング、環境保護設備製造、環境保護施設運営を一体
化した総合的な環境汚染処理専業会社である。当社はシニ
アエンジニア 3 名、エンジニア 5 名を擁し、21 人が環境保
護施設運行管理資格証書を獲得している。当社が設計・施
工したプロジェクトは生活廃水、各種工業廃水、病院汚水、
中水回収利用及び浄水処理などの分野に及ぶ。
環境汚染予防工事、環境緑化、環境保護設備の設計・製造・
卸売・小売、環境保護設備と機器・浄水設備及び器材・ハ
ードウェア&電気・化工製品（危険物は含まない）。
『環境汚染整備施設運営管理資格証書』（中華人民共和国
環境保護部交付)、
『青島市環境汚染予防プロジェクト設計
施工資格証書』
COD 高速測定計、アンモニア態窒素測定計、Ph と溶存酸
素アナライザなどの汚水通常化学検査に必要な先進的分
析化学検査装置。NC 工作機、電気溶接機、ベンダー、切
断機、攪拌機、タンパーなどの製造設備がある。統合汚水
処理装置、浮選機、スクレーパーなど。
環境工事の設計・施工・調整、環境保護技術コンサルティ
ング、環境保護設備製造、環境保護施設運営。
汚水処理ステーションの設計・施工・調整・運営。
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４２．青島水清木華環境工程有限公
司
会社住所
法人代表
設立時期
登記資金
従業員数
2009 年度売上高

会社概要

主な製品
業務範囲

主な資格証明

主な設備

所属業種

環境保護

青島市南区
寧夏路 121 号
電 話：0532-89755996
邵立強
連
ファックス：0532-82529808
2005 年 10 月
絡
E-mail:qdsqmh@163.com
先
100 万元
URL: www.shuiqingmuhua.com
15 人
568 万元
当社は汚水処理、中水回収使用と環境保護設備、薬剤の開
発と製造に力を注ぎ、社会とユーザーのために全方位的な
環境工事ソリューション、優良なアフターサービスと運営
管理サービスを提供する。2010 年 6 月までに、当社はすで
に 50 数件の工事を受注し、その範囲は捺染、電気メッキ、
生活、食品、酒類醸造、機械、メタンガスと中水回収使用
など多くの分野に及んでいる。工事は全て環境保護検収に
順調に合格している。
米国 DF 精密濾過膜、電気メッキ廃水自動制御システム、
水処理薬剤、水清 3W 埋設式汚水処理装置、工業廃水バッ
チシーケンス式一体化処理設備、光触媒酸化促進機。
工業廃水処理、生活汚水処理、中水回収使用などの工事、
オートメーション化制御システム、環境保護施設の運営管
理。
国家環境保護部工業廃水乙級運営資格
DF 膜試験機、分光光度計、COD 測定器、導電率計、PH 計、
DO 計、光触媒酸化実験機、顕微鏡、分析天秤、磁力攪拌
器、加熱炉、電気溶接機、プラズマカッター、インパクト
ドリル、水力ドリル……
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４３．青島特利爾新能源有限責任公
司
会社住所
法人代表
設立時期
登記資金
従業員数
2009 年度売上高

会社概要

主な製品
業務範囲

主な資格証明

主な設備
対外譲渡と協力が
可能な技術とサー
ビス
協力展開予定プ
ロジェクト

所属業種

製造業

青島市
延安一路 41 号 2 楼
電 話：0532-82880583
李瑞国
連
ファックス：0532-82880686
2004 年 2 月 5 日
絡
E-mail:clearqd@163.com
先
2,000 万元
URL:www.qdclear.com
150 人
1 億 2,422 万元
当社は石炭スラリー調製プラント、石炭スラリー・シリー
ズ・ボイラの製造を専業とし、石炭スラリー生産と応用を
主な業務とし、製造・科学研究・市場マーケティングを一
体化した大型ハイテク民営企業グループである。
当社の敷地面積は 70 ムー余りで、年産 30 万トンの石炭ス
ラリーの生産とボイラ及び補機の製造拠点である。
当社が対外的に受注したスラリー製造 EPC 全請負工事、ボ
イラ EPC 全請負工事は、全国の雲南、江蘇、陝西、新疆、
北京、広東などの地方に及ぶだけでなく、しかもすでに国
外（韓国、タイ、ベトナムなどの国々）に進出、技術力に
依拠し国際市場に参入している。
石炭スラリー製品の製造、環境保護機械設備、石炭スラリ
ー機械設備、石炭スラリーボイラ、粉炭ボイラ
品質マネジメントシステム認証証書、与信等級は A 級、国
家重点新製品、国家級火花計画プロジェクト、青島市民営
科学技術企業、青島市環境保護副会長企業、青島市エコロ
ジー調達環境保護製品、中国民営環境保護革新傑出ブラン
ド、中国優良有名ブランド製品
レーザー粒度計、粘度計、マッフル炉、標準石炭サンプル
篩、密封式粉砕機、ハンマークラッシャー、ボールミル、
分析天秤、デジタル表示送風乾燥機、全水分測定計、クイ
ックスマート硫黄メータ
クリーンコール技術
ボイラ燃焼応用技術
クリーンエネルギー・プロジェクト
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４４．青島騰禹環保有限公司
会社住所
法人代表
設立時期
登記資金
従業員数
2009 年度売上高

会社概要

主な製品
業務範囲

主な資格証明

主な設備

対外譲渡と協力が
可能な技術とサー
ビス
協力展開予定プ
ロジェクト

所属業種

環境保護

青島市海爾路 57 号
創業中心 1 号楼 5 層
電 話：0532-88916086
李暁輝
連
ファックス：0532-88916518
2001 年 3 月
絡
E-mail: tengyu_eptc@163.com
先
200 万元
URL:www.qdtengyu.com
25 人
900 万
青島騰禹環保有限公司は環境工事、給水排水、暖房、電気
及びオートメーション化、物理化学、企業管理などの業務
をカバーしている。当社は汚水処理、中水回収利用、給水
工事、メタンガス工事、有機排気処理及び空気浄化などの
面で成熟した技術と豊富な経験を持ち、大・中型都市の汚
水処理場と大型メタンガス工事の設計建設を受注する能
力を備えている。
汚水処理工事、メタンガス工事の設計・施工・運営、環境
保護技術の研究開発、コンサルティング、環境工事改造、
汚水取熱、雤水利用、騒音抑制、空気浄化などの環境保護
プロジェクト。
工事設計乙級企業、環境保護施設運営乙級企業、ハイテク
企業で、全国環境汚染整備業種工事品質信用評価 AAA 級
信用企業
1.実験室分析設備、COD、NH3-N、総 P、色度、PH な
どのモニター設備を含む。
2.汚染防止設備には主に、前処理設備、エア浮選設備、生
化処理設備、汚水高度処理設備、高難度廃水処理設備、メ
タンガス処理設備、大気処理設備、騒音抑制処理設備及び
その他の環境保護設備。
1.汚水処理設備、技術
2.メタンガス処理技術、設備
3.その他の環境保護プロジェクト
1.高難度廃水処理技術
2.一体化処理設備
3.都市行政汚水処理

膜バイオリアクター
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４５．青島天人環境股份有限公司
会社住所
法人代表
設立時期
登記資金
従業員数
2009 年度売上高

会社概要

主な製品
業務範囲

主な資格証明

主な設備

対外譲渡と協力が
可能な技術とサー
ビス
協力展開予定プ
ロジェクト

青島市崂山区
科苑緯四路 30 号

所属業種

環境保護工事

青島天人環境股份有限公司安
分公
装分公司
司名
青島天人環境股份有限公司研
称
曹曼
発設計分公司
1999 年 8 月 6 日
電 話：80996056
連
3,900 万元
ファックス：80996002
絡
E-mail:baiyanping@tianren.com
200 人
先
URL:www.tianren.com
9,847 万元
当社はバイオマス・エネルギー開発に専門に従事し、環境
保護とニュー・エネルギー・プロジェクトに投資する国家
級のハイテク企業。現在すでに国家級科学研究課題 3 件を
受注し、特許技術と専有技術 50 件余り、独自開発したバ
イオマス・エネルギーと環境保護設備 20 件余りを持ち、
600 件以上の実行可能性研究設計を完成し、大・中型工事
350 数件を建設した。当社の核心の設備は電気泳動と吹付
塗装の二重の腐食防止技術を採用した ECPC タンクアセン
ブリと特許製品のフレキシブル・ガスタンクである。
主な製品：標準化プラント設備（タンクアセンブリ、フレ
キシブル・ガスタンク、一体化リアクタ、CSTR 攪拌機、
脱硫装置、ワラ発酵装置、全混合省エネ型 CSTR リアクタ、
自動制御装置システム）
業務範囲：環環境保護と再生可能エネルギー及び関連技術
開発、コンサルティング、生態科学技術利用、環境工事と
エネルギー工事の設計、施工及び関連設備の製造・設置・
調整・運営とメンテナンス、生態環境監視測定評価、計画
コンサルティング・サービス、商品輸出入、技術輸出入。
1、水汚染防止工事甲級設計資格
2、甲級工事コンサルタント資格
3、ISO9001、ISO14001 の 2 つのシステム認証
4、青島市ハイテク企業認定
5、国家環境保護施設運営資格を獲得
6、青島市企業技術センターの認定、青島市 AAA 級信用企
業を獲得
タンクアセンブリ、フレキシブル・ガスタンク、一体化リ
アクタ、CSTR 攪拌機、脱硫装置、ワラ発酵装置、全混合
省エネ型 CSTR リアクタ、自動制御装置システム。
環境保護と再生エネルギー及び関連する技術開発及びコ
ンサルティングの提供が可能。生態科学技術応用。環境工
事とエネルギー工事の設計・施工・調整・運営とメンテナ
ンス。生態環境モニタリング評価、計画コンサルティン
グ・サービス。
新農村エネルギー・ステーション・プロジェクト、厨房ゴ
ミ・プロジェクトの投資運営、生活ゴミ・プロジェクトの
投資運営、自動車用メタンガス・プロジェクトの投資運営。
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４６．青島威特水煤漿技術開発有限公
司
会社住所
法人代表
設立時期
登記資金
従業員数
2009 年度売上高

会社概要

主な製品
業務範囲

主な資格証明

主な設備
対外譲渡と協力が
可能な技術とサー
ビス
協力展開予定プ
ロジェクト

所属業種

機械

青島市崂山区
三零八国道 610 号
電 話：0532-87971771
王占林
連
ファックス：87972608
2001 年 4 月 26 日
絡
E-mail:vt@chainavert.com
先
600 万元
URL:www.chinavert.com
46 人
1,206 万元
当社は主として 2～75t/h 中小型石炭スラリー省エネルギー
環境保護ボイラを製造販売している。11 件の実用新案を持
ち、多数のハイテク製品、独自イノベーション製品の証明
書を獲得している。当社が製造する SZS、SHS シリーズの
石炭スラリーボイラ、熱流体ヒータは、環境保護、省エネ
ルギーの両の二大特徴を持ち、石炭･石油燃焼ボイラの最
も優秀な代替製品で、しかも『中央ニュース』、中央テレ
ビ局『焦点訪談』で何度も報道された。当社は技術力の豊
富な製品開発、製造、設置、調整及びアフターサービスの
社員集団を擁している。
1、主な製品は SZS、SHS シリーズ石炭スラリーボイラ、
熱流体ヒータ。
2、業務範囲は石炭スラリー設備、環境保護設備。石炭ス
ラリー及びボイラ、環境保護設備、ボイラ補助機械設備の
販売。
1．2009 年、青島市環境保護証製品証書を獲得
2．2008 年、青島市自主イノベーション製品証書を獲得
3．2007 年、青島市ハイテク企業認定証書を獲得
4．2006 年、当社が製造した石炭スラリー燃焼設備とダブ
ルドラム横置式石炭スラリーボイラがハイテク製品証書
を獲得
当社には旋盤、ブリックベッド、フライス盤、各種溶接機、
基本接続測定器などがある。
応相談
除塵脱硫プロジェクト
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４７．青島新世紀環境工程有限公司

所属業種

環境保護

青島市経済技術開
会社住所

発区長江中路 467 号
匯商国際大厦
D1403-1404 室

連

法人代表

孟兆坤

絡

設立時期

1999 年 2 月

先

登記資金

500 万元

従業員数

40 人

2009 年度売上高

1,100 万元

電

話：0532-86107297

ファックス：0532-86107287
E-mail:qdxsj1992@126.com
URL:

青島新世紀環境工程有限公司は環境保護サービス専門企
会社概要

業で、主に環境汚染処理施設の設計・施工と運営管理サー
ビスに従事している。鉄塩凝集剤加工工場と高濃度廃水無
害化処理場各 1 ヵ所を持つ。
廃水（再生水を含む）、排気ガス、騒音汚染対策工事の設

主な製品

計・施工、工業廃水環境保護施設の運営、環境保護技術コ

業務範囲

ンサルティング、サービス及び製品開発、不用物資の回収、
環境保護設備の開発・販売、鉄塩凝集剤の製造販売。
環境汚染処理施設運営資格証書（国環運営証 0997）、危険

主な資格証明

廃棄物取扱許可証（魯危廃臨 0087 HW34）、青島市環境汚
染対策プロジェクト設計施工資格証書（A2102）。
鉄塩凝集剤製造施設、切削液再生利用及び無害化処理施

主な設備

設、UASB 高効率酸素プロセッサー及びその他の通常廃水
処理施設、廃水通常項目検査測定機器。
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４８．青島新天地投資有限公司
会社住所
法人代表
設立時期
登記資金
従業員数
2009 年度売上高

会社概要

主な製品
業務範囲

主な資格証明

主な設備

所属業種

環境保護

青島莱西市姜山鎮青 分公 青島新天地固体廃物総合処
島新天地静脈産業園 司名 置有限公司、青島新天地生
称 態循環科技有限公司など
韓清潔
2004 年 11 月 29 日
電話：0532-86469527 转 8846
連
5,000 万元
ファックス：0532-86469577
絡
E-mail:suxf@qdxtd.com.cn
1,247 人
先
URL:www.qdxtd.com.cn
6,000 万元
青島新天地公司は主に環境保護分野のインフラ、再生資源
の回収利用、再生資源回収のシステムと環境保護科学技術
の開発と利用に投資する総合的グループ企業である。当社
の投資業務は電子廃棄物の処理と処置、再生資源の回収利
用、再生資源回収システムの建設、危険廃棄物の処理と処
置、廃水・排気ガス汚染抑制工事の設計、建設と運営、ニ
ューエネルギーの開発と利用、静脈産業類生態パークの計
画、建設と管理、及び関連分野の技術開発と普及などをカ
バーしている。
パークでは重点的に不用家電の分解、廃棄自動車の分解、
メカトロニクス製品の分解、汚染土壌の修復、貴金属回収、
廃棄タイヤの資源化利用、廃プラスチックの高度加工、廃
棄乾電池の回収利用、非鉄金属の高度加工、危険廃棄物の
処理と処置、一般工業固体廃棄物の埋立、生活ゴミの埋立
などのプロジェクト建設を展開。
『環境汚染処理施設運営資格証書』（工業固体廃棄物甲
級）、
（工業廃水甲級）、
『山東省危険廃棄物経営許可証』、
『青
島市危険廃棄物経営許可証』（医療廃棄物）、『不用家電及
び電子製品回収処理記録記載登録証明』、
『危険貨物運輸経
営許可証』と『普通貨運輸経営許可証』などの環境サービ
ス資格を持ち、そして ISO14001 環境マネジメントシステ
ム認証証書を取得している。
青島危険廃棄物処置センター（危険廃棄物焼却炉、物理化
学処理施設、安全埋立場）、一般工業固体廃棄物埋立場、
生活ゴミ埋立場、汚水処理ステーションなどの廃棄物処
理・処置施設、不用家電及び電子製品解体設備、廃棄処分
車解体設備、不用タイヤ・シュレッダー設備など、そして
分析検査測定センターを関連で建設し、プロジェクト建設
の分析検査測定の要件を満たしている。

対外譲渡と協力が
可能な技術とサー
ビス

危険廃棄物焼却システム
不用タイヤのシュレッダー技術

協力展開予定プ
ロジェクト

1．メカトロニクス製品の解体
2．汚染土壌の修復
3．貴金属の回収
4．廃棄プラスチックの高度加工
5．廃棄電池の回収利用 6．非鉄金属の高度加工
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不用家電解体関連設備
廃棄処分車解体設備

４９．青島依維優環境工程設備有限
公司
会社住所
法人代表
設立時期
登記資金
従業員数
2009 年度売上高

会社概要

主な製品
業務範囲

主な資格証明

主な設備
対外的に譲渡と協
力が可能な技術と
サービス
協力展開予定プ
ロジェクト

所属業種

環境保護

青島膠南市王台鎮
環台北路 84 号
電 話：0532-83133946
張従俊
連
ファックス：0532-83131960
1999 年 5 月
絡
E-mail:qdevu@163.com
先
88 万米ドル
URL:www.qdevu.cn
20 人
450 万元
青島依維優環境工程設備有限公司は中独合弁企業で、科学
研究と設計、設備製造、設置と調整及び育成訓練サービス
を一体化したハイテク企業である。
当社はキャビテーション浮選器、溶存空気浮選器、ベルト
式汚泥脱水機、電気メッキ廃水処理機、全自動薬品溶解投
与機、スクレーパー、残基スクレーパー、一体化汚水浄化
装置、捺染廃水電気分解プラント設備、マイクロバブル発
生器、二酸化塩素発生器、UASB 嫌気性炉、メカニカル･
フィルタ、飲食業油水分離器、多孔エアレータなど一連の
汚水処理製品を専門的に製造販売している。
プラント化した環境保護汚水処理設備、器材及び関連技術
コンサルティングと工事サービスを生産。汚水工事土木建
築の施工、汚水設備の設置、調整。
すでに ISO9001 認証を申請。一体化設備は国家実用新案と
して認可、青島市科学進歩二等賞、膠南市科学技術進歩一
等賞を受賞、山東省環境保護局環境保護製品使用認可証書
を獲得。青島市環境保護産業協会会員企業。
COD、NH3-N 、PH、SS、BOD の検査機器。フライス盤、
旋盤、ボール盤、プラズマカッター、ガスシールド溶接機
など。
一体化汚水処理プラント設備、キャビテーション浮選機、
ベルト式加圧フィルタ
捺染廃水脱色剤、プラント化汚泥脱水装置
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５０．青島迎爾環保工程有限公司
会社住所

膠州湾工業園

法人代表

楊陽

設立時期

2002 年

登記資金

50 万元

従業員数

10 人

2009 年度売上高

80 万元

所属業種

連
絡
先

建築安全

電 話：86625719
ファックス：86625717
E-mail:wdyingeryy@163.com

当社は乾燥加熱設備製造の専門メーカーである。当社の事
業は主に空気浄化と汚水処理工事、鋼板加熱、吹付塗装ラ
イン、ペット用肉食品の熱風乾燥、人毛・化学繊維製品の
会社概要

主な製品
業務範囲

主な資格証明
主な設備

加熱、定型、各種加熱乾燥設備の設計・製造である。製品
の性能・品質は同業界でトップレベルにある。同時にまた
ユーザーの求めにより乾燥加熱設備への改造及び新たな
製造ラインの設計と製作を行い、またユーザーのために出
張調整、検査と修理を提供する。
空気浄化システム
熱乾燥機
形状固定キャビネット
消毒キャビネット
ジェット加熱生産ライン
クーリングタワー
凝縮器
熱交換器
ラジェーター
環境保護技術資格
板金切断機、ベンダー、旋盤、ボール盤、電気溶接機、2
アーク溶接、ドラムマシン、小片マシン、水質検査の各種
設備
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５１．青島鈺泉環保有限公司

所属業種

工業製造業

膠南市
分
青島海斯頓環保有限公司
珠海民営経済園
公司
済南頤華環保有限公司
名称
法人代表
焦社杰
設立時期
2000 年 1 月 3 日
電 話：0532-86178705
連
登記資金
150 万元
ファックス：0532-86178705
絡
E-mail：6116400@163169.net
従業員数
126 人
先
URL：www.water-green.com
2009 年度売上高
1,200 万元
青島鈺泉環保有限公司は、環境保護水処理技術の開発、
工事設計、施工、環境保護設備の製造販売を一体化した
環境保護ハイテク専門企業である。
当社は現在、主に異臭浄化、油煙浄化器シリーズの製品、
無動力油水分離機、二酸化塩素発生器、キャビテーショ
会社概要
ン浮選、溶存空気浮選、浅層エア浮選、加圧フィルター、
埋設式汚水処理設備、中水回収利用などの各種環境保護
設備を製造販売し、特許の証明書 27 件を獲得している。
工事会社は電気メッキ、プリント、食品、石油、化学工
業などの工業廃水処理プロジェクトと火力発電所排煙の
脱硫徐塵工事を請け負っている。
当社は現在、主に異臭浄化、油煙浄化器シリーズの製品、
無動力油水分離機、二酸化塩素発生器、キャビテーショ
ン浮選、溶存空気浮選、浅層エア浮選、加圧フィルター、
主な製品
埋設式汚水処理設備、中水回収利用などの各種環境保護
業務範囲
設備を製造販売し、特許の証明書 27 件を獲得している。
工事会社は電気めっき、プリント、食品、石油、化学工
業などの工業廃水処理プロジェクトと火力発電所排煙の
脱硫除塵工事を請け負っている。
品 質 管 理 シ ス テ ム 認 証 証 書
(GB/T19001-2000-ISO9001:2000)；
主な資格証明
『環境汚染処理施設運営資格証書』『製品品質検査合格
証』『ハイテク企業認定証書』『工事設計証書-乙級』『青
島市環境汚染防止プロジェクト設計施工登記証』
COD 検査機器、BOD 検査機器、PH 計、電子天秤、熱加
主な設備
工設備、機械加工設備、エア浮選装置、消毒装置
対外譲渡と協力が可 汚水処理工事
能な技術とサービス 排気処理
協力展開予定プロ 中小型ボイラ排煙脱硝技術
ジェクト
VOC 有機排気回収と処理技術
会社住所
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５２．青島園大環保設備工程有限公
司
会社住所

青島平度市区
青沙路 144 号

法人代表

李洪濱

設立時期

1997 年

登記資金

107 万

従業員数

60 人

2009 年度売上高

2000 万元

連
絡
先

所属業種

環境保護設備製造

電 話：0532-88373481
ファックス：0532-88378777
E-mail:qd.ydhb@163.com
URL:qdyuanda.cnalibaba.com

青島遠大環保設備工程有限公司は科学研究、開発、製品製

会社概要

主な製品
業務範囲
主な資格証明
協力展開予定プ
ロジェクト

造を一体化したハイテク企業である。当社は ISO9001-2000
品質マネジメントシステムを保障とし、専門の技術と管理
者を配備し、先進的製造設備と加工製法を導入し、各種の
製造と検査・測定設備が完備し、絶えず市場に新製品を提
供推薦している。
汚水処理設備、除塵脱硫設備など。
中国環境保護産業協会会員企業、山東省企業製品標準化企
業、青島環境保護産業協会会員企業、ISO9001-2000 品質マ
ネジメントシステム認証に合格。
農村の汚水・ゴミ処理プロジェクト協力
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５３．青特集団有限公司
会社住所
法人代表
設立時期
登記資金
従業員数
2009 年度売上高

会社概要

主な製品
業務範囲

主な資格証明

主な設備

協力展開予定プ
ロジェクト

所属業種

機械製造

青島市城陽区
不其路 25 号
電 話：0532-89785298
紀愛師
連
ファックス：0532-81158639
1998 年 10 月 7 日
絡
E-mail:qtgroupczl@126.com
先
15,518 万元
URL:http://www.qt-group.com/
3800 人
38 億元
当社は地域を越え、業種を越え、多元化した大型企業グル
ープである。すでに 16 社の子会社を設立し、業務は特殊
車輌製造、自動車アクスル、自動車部品製造、不動産開発、
工事施工、国際貿易など多くの分野に及び、各種のドライ
ブアクスル 45 万台、特殊車輌 1 万台とサポートアクスル
10 万本の年産能力を持つ。
特殊車輌製造、自動車アクスル、自動車部品製造、不動産
開発、工事施工、国際貿易など
国家級技術センター、国家ハイテク企業、「中国著名商標」
と「中国有名ブランド製品」の称号、ISO9001：2000 品質
システム認証と ISO/TS16949：2002 認証、ISO14000 環境マ
ネジメントシステム認証と OHSAS18000 職業健康安全管
理システム認証
電子ビーム溶接（EBW）機、ダブル自動摩擦溶接、FTV マ
シニングセンタ、三次元座標測定器、直読式分光光度計、
アクスルハウジング及びフロントアクスル疲労実験機 、
アクスルアセンブリ疲労実験機、汚水処理設備、除塵設備
1．フル油圧駆動中型路面清掃車
2．コンクリート・ポンプ車の設計製造
3．アクスルハウジング溶接シーム残留応力のアクスルハ
ウジング寿命に対する影響
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５４．山東省恒大環保有限公司
会社住所
法人代表
設立時期
登記資金
従業員数
2009 年度売上高
会社概要

主な製品
業務範囲

主な資格証明

主な設備

所属業種

環境保護

山東省青島市崂山
区九水東路 643 号
電 話：0532-88823511
張輝斌
連
ファックス：0532-88823511
1999 年 2 月 2 日
絡
E-mail: sd_hengda@126.com
先
3,500 万元
URL: www.hengdahuanbao.com
83 人
1,453 万元
当社は環境監視測定機器の開発に従事する省レベルのハ
イテク企業で。主に汚水、地表水、海水の自動監視測定に
使用する 11 のオンラインと実験室用シリーズ製品がある。
主な製品：COD オンラインモニター、アンモニア態窒素オ
ンラインモニターなど
経営範囲：環境保護技術・製品の開発、環境モニター機器
の開発、環境整備工事の設計・施工、環境保護設備の販売、
資格証書の範囲内での自営輸出入業務
1．企業資格：中国環境保護産業中核企業証書、ISO9001
品質マネジメントシステム認証証書、ISO14000 環境システ
ム認証証書。
2．水質モニタリング設備資格：計量器具製造許可証、4 件
の環境保護製品認定証書、6 件の国家重点新製品認証、9
件の国家特許。
3．環境汚染処理施設運営資格：受注業務範囲：工業排気
ガス、自動連続モニタリング（水）。
4．排煙煤塵モニタリング統合システム：当社と韓国茶山
公司が技術協力協定を締結。
電子天秤、原子吸収分光光度計、デュアルチャネル原子蛍
光光度計、分光光度計、紫外線分光光度計、全有機炭素ア
ナライザ、高温高圧リアクタ、滅菌クリーンベンチ、知能
の電子の黒の泡の流量計、マイコン大流量校正器、マイコ
ン中流量校正器、空気インテリジェントサンプラ、マイコ
ン光電自動排煙サンプラ、大気サンプラ、ガスクロマトグ
ラフ、定温定流サンプラなど

主な製品の写真：
54

５５．山東希爾生物質能源有限公
司
会社住所

青島市東海東路 73
号 10 号楼

法人代表

楊志軍

設立時期

2004 年

登記資金

500 万

従業員数

23 人

2009 年度売上高

286 万

所属業種

連
絡
先

エネルギー、環境保護

電 話：0532-85925717
ファックス：0532-85896363
E-mail:qducryzj@163.com
URL:www.ucr.cn

当社は主にバイオマスエネルギーの中小ボイラ石炭燃焼

会社概要

代替事業の開発、実施に従事している。専門の研究開発チ
ームを持ち、すでにバイオマス顆粒燃焼機、コックチュー
ブ式機械流動床ボイラなどの科学研究プロジェクトを完
成した。独占的に発表したバイオマス・ディスクリート熱
集中熱供給プロジェクトが実験段階に入っている。

主な製品
業務範囲

高効率、環境保護のバイオマス・ブリケット燃料ボイラ、
機械流動床全自動バイオマス顆粒燃料ボイラ、バイオマ
ス・ブリケット燃料

主な設備

350 バイオマス顆粒製造ライン、ブリケット燃料製造ライ
ン、ボイラ試験プラットフォームなど

対外譲渡と協力が
可能な技術とサー
ビス

バイオマス顆粒燃料機械流動床全自動ボイラシリーズ、デ
ィスクリート熱集中熱供給サービスシステム

協力展開予定プ
ロジェクト

ディスクリート熱集中熱供給サービスシステム
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５６．中国石化青島石油化工有限
責任公司
会社住所
法人代表
設立時期
登記資金
従業員数
2009 年度売上高

会社概要

主な製品
業務範囲
主な資格証明
主な設備
協力展開予定プ
ロジェクト

所属業種

原油加工及び石油製
品製造

青島市李滄区
濱海路 8 号
王英彬
連 電 話：0532-66762348
1952 年 1 月 1 日
絡 ファックス：0532-84816954
先 E-mail: hzh@qdpec.com
15 億 9,477 万元
1,533 人
110.7 億元
中国石化青島石油化工有限責任公司は原油加工を主とし
て各種の石油化工製品を生産する国有大一型企業である。
生産装置には主に 300 万トン/年の常減圧蒸留、160 万トン
/年のディレイドコークス化、140 万トン/年の触媒分留、100
万トン/年の自動車ディーゼル・オイル水素添加、60 万ト
ン/年のガソリン水素添加と 60 万トン/ディーゼル・オイル
水素添加があり、関連で石油製品貯蔵・輸送、給水、電力
供給、蒸気供給、汚染予防・対策と総合利用施設を建設し
ている。
製品には主に、ガソリン、ディーゼル・オイル、液化ガス、
石油コークス、ナフサ、アクリル、プロパン、ポリプロピ
レン、硫黄、溶剤油、ベンゼンがある。
石油製品生産、一般貨物輸送、輸出入業務を行う
ISO9001:2000 Quality System Authentication
常減圧蒸留、ディレイドコークス化、触媒分留、自動車デ
ィーゼル・オイル水素添加、ガソリン選択的水素添加、デ
ィーゼル・オイル水素添加
1．高濃度廃水処理プロジェクト
2．汚水処理場廃ガス処理プロジェクト
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５７．青島康泰重工機械有限公司

会社住所
法人代表

所属分野

圧力容器製造

青島市城陽区空港工
業園苇山社区
史

貴礼

連

設立時期

2005 年 9 月 6 日

絡

登録資本金

1,300 万元

先

従業員数

628 名

2009 年売上高

1.2 億元

TEL：0532-87726669
FAX：0532-87716669
E-mail:ktzhonggong@126.com
URL:www.qdkangtai.com

当社は化工、製油設備の専門製造メーカーであり、主に圧力容
器、特に高圧、特殊材料容器を生産している。国家より配布さ
会社概要

れた圧力容器設計、製造許可書（3 級）、ボイラー部品製造許可
書（Ａ級/円筒形ボイラー体限定）、ボイラー製造許可書（Ａ級）
を有している。
主力製品：化学肥料、化工、製油、冶金、環境、石炭ガス、ビ
ール飲料等分野の各種材料の圧力容器.

主力製品

設計・製造：Ａ１級高圧容器、Ａ２級第三類低、中圧容器；

業務範囲

製造・加工・取付：普通の機械設備
卸売・小売：鋼材、機電製品、化工製品（危険化学品除外）；
製造：Ａ級ボイラー部品、Ａ級ボイラー
A1、A2 級特殊設備製造許可書（圧力容器）

主要資格

A1、A2 級特殊設備設計許可書（圧力容器）
A 級特殊設備製造許可書（ボイラー）
ISO9001:2000 品質管理システム
3.5m 立式旋盤；卷板机 120×3200；摇臂钻床 Z30100；刨边机 9m；

主要設備

液压胀管机；退火炉 4500×4500×30000；带极堆焊机 DJ-100；橋
式クレーン 150T 等。
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私たちはオゾン層保護のために何ができるか？
オゾン層の保護は、私たちの各人皆が実際の行動でオゾン層に対し有害なフ
ッ化炭素、ハロン、フロン、臭化メチルなどの物質を減らすかあるいは使用し
ないことが求められる。それはこれらの物質を含んだ製品の使用がオゾン層に
対する破壊を招くからだ。
日常生活の中でオゾン層破壊物質を含む、あるいは生産の中でこれらの物質
を使用した物品：冷蔵庫、エアコンなどの冷却設備（家電、運輸冷却、商工業
の冷却を含む）、発泡材料（ソファー、使い捨て発泡食器、自動車インテリア
の発泡部品、保温吹付塗装に大量に存在）、消火剤、スプレー剤（ヘアスプレ
ー、殺虫剤、外用薬噴霧剤）、洗浄剤、膨張刻みタバコなど。
個人ができること：
● オゾン層を保護する一家の主人は、不用冷蔵庫と電器を合理的に処理し、
電器を廃棄する前に、その中のフッ化炭素と HCFC（ハイドロクロロフ
ルオロカーボン）冷却剤を除去する。
● オゾン層を保護する農民は、臭化メチルを含んだ殺虫剤を使わず、関係
部門の援助の下で、適合する代替品を選択使用し、もしまだ臭化メチル
殺虫剤を使っていなければそれを使わない。
● オゾン層を保護する冷却機器修理技術者は、修理の時にエアコン、冷蔵
庫あるいは冷凍庫から回収した冷却剤を大気中に放出しないよう確保
し、通常の検査と漏出修理をしっかりと行う。
● オゾン層を保護する事務職員は、会社の現有設備、例えばエアコン、洗
浄剤、消火剤、修正液、スポンジパッドなどのどれにオゾン層破壊物質
が使用されているかを点検し、そして適切な計画を制定して、それらを
淘汰し、代替物品に交換する。
● オゾン層を保護する会社は、事務室と生産過程の中で使用するオゾン層
破壊物質を交換し、もし生産した製品にオゾン層破壊物質が含まれてい
れば、代替物質を使用して製品の成分を変えなければならない。
● オゾン層を保護する教師は、あなたの学生たちに環境保護、特にオゾン
層保護の重要性に関して知らせる。学生たちにオゾン層破壊物質の大気
と人類の健康に対する破壊的な影響を
知らせ、学生たちが彼らの家庭に向けて
これらの知識を普及するよう励ます。
● オゾン層を保護するコミュニティの指
導者は、あなたの家庭、隣人と友人たち
にオゾン層保護の必要性を宣伝し、そし
て彼らが積極的にオゾン層保護の活動
に参加するよう援助する。
科学的な方法があり、更に加えて私たちの実
際行動があれば、私は遠くない将来に、私たち
には一面の美しく、しかも完璧な青空があるだ
ろうと確信する。
人類が共に生活する地球と共に享有する空
は分割できない総体だ。私たちは積極的に行動
を始め、地球上の生命のため、私たちがそれに
頼って生存する空間のために、自分から、身の
回りの小さな事から始めて、オゾン層を保護し、
すでに欠けてしまった空に一日も早く元の状
態を回復させ、人類を一日も早くオゾンホールの脅威から脱出させよう。
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