
カテゴリー NO. 企業名 主な商品

自動車部品 3010 朝陽浪馬輪胎有限責任公司 タイヤ

機電設備 3012 錦州陽光能源有限公司 太陽光発電モジュール

自動車部品 3018 阜新徳爾汽車部件股份有限公司
電子式油圧パワーステアリングポンプ、オートパワーステアリングポンプ、トランス
ミッションオイルポンプ、車両用電子機器

自動車部品 3017 錦州万友機械部件有限公司 ピストンロッド

機電設備 3002 瀋陽大明電機有限公司 防爆モーター、ゴム封止固定子、潜水モーター

自動車部品 2008 錦州凱濤輪胎有限公司 ブチルインナーチューブ

機電設備 2010 威爾達（遼寧）重工有限公司
40フィートLNGタンク式コンテナ、60立方メートルLNGタンク、LNGコンテナ移動加液
車、タンク式コンテナ

機電設備 2012 佰盛経貿（営口）有限公司
ナット & ボルト アーチ ビルディング マシン、大スパンロール成形機、管継手面取
り機、キャンバス延伸機（A5E-600、A5F-600、A5F-1200）、エルボ成形機、縦型大ス
パンロール成形機

機電設備 2013 営口宝唯管業発展有限公司 配管継手

機電設備 2014 撫順亦傑機器有限公司 ステンレス鋼選別機、磁気選別機、渦電流選別機

機電設備 2015 撫順恒躍工業用布有限公司
P84針刺フィルターバッグ、PPS針刺フィルターバッグ、
PTFEニードルパンチろ過袋

機電設備 2016 大連智蕙実業有限公司 切削工具、研削砥石

自動車部品 2017 遼寧東昇精機有限公司 自動車用熱交換器のコア製造装置

機電設備 2018 上海連成(集団)大連化工泵製造有限公司API 610標準化学工業遠心ポンプ、水ポンプ

機電設備 2019 営口中興彩板設備有限公司 彩板、建設機械

機電設備 2020 遼寧撫工実業有限公司 高速鋼ドリル

機電設備 2021 営口鑫昇隆機械有限公司 掘削機部品、シャーシ部品の専門生産

機電設備 2022 鉄嶺華興熱力設備製造有限公司 シール部品

食品 3009 開原川順食品加工有限公司
冷凍フルーツ種類（イチゴ、白桃、メーロン、キウイ）冷凍フルーツソース種類、真
空トウモロコシ、冷凍味付けわかめ

食品 3011 遼寧三溝酒業有限責任公司 白酒

食品 3003 遼寧正業花生産業発展有限公司 ピーナッツ及びその他の製品

食品 3004 錦州百合食品有限公司 漬け物

食品 2029 遼寧長盛源食品有限公司
冷凍フルーツ種類（イチゴ、メーロン）冷凍フルーツソース種類、冷凍スイートコー
ン、冷凍野菜種類（人参、ブロッコリー、冷凍かぼちゃ、枝豆）

食品 2030 朝陽大地農産品加工有限公司 カボチャ粉、二重ウリトウモロコシひげ顆粒

食品 2031 撫順至恵黒蒜加工有限公司 黒にんにく

食品 2032 遼寧欧来華進出口貿易有限公司 鹿角、高麗人参

食品 2033 遼寧普楽食品加工有限公司 氷砂糖黄桃缶詰、氷砂糖のイチゴ缶詰、氷砂糖モモ缶詰、氷砂糖さくらんぼ缶詰

食品 2034 遼寧禾順有機農業科技有限公司 マッシュルーム、緑豆、有機落花生、有機枝豆、有機ブロッコリー

食品 2035 葫芦島春賀食品有限公司 冷凍海産物

食品 2036 遼寧海泉酒業有限公司 白酒

食品 2037 凌源市晟昱菜業食品有限責任公司 乾燥野菜、乾燥食用菌（乾燥野生松茸）

食品 2038 丹東泰豊食品有限公司
ボイルアサリむき身、真空アサリ、スケソウダラ骨取り切身、ノルウェーサバ骨取り
切身、赤魚骨取り切身、イカリング

食品 2039 丹東美比食品有限公司 缶詰

食品 2040 鞍山市雙鸞酒業有限公司 白酒、南果梨酒

食品 2041 営口辰美食品有限公司 ペットフード

食品 2042 遼寧牧仁農業科技有限公司 雑穀小麦粉
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食品 2043 遼寧中浙農産品加工有限公司 酸菜、ピクルス

食品 2044 建平県源粟農品現代農業専業合作社 粟、緑豆、コウリャン米

食品 2045 朝陽盛元農副産品有限公司 雑穀豆など

食品 2046 東港市峰源食品有限公司 キノコ、急速冷凍イチゴ、急速冷凍トウモロコシ

食品 2047 興城市金豆花生有限責任公司 ピーナッツ

食品 2049 友仁食品股份有限公司 殻なしピーナッツ

食品 2051 大連海宝食品有限公司 ワカメ

食品 2052 大連東海食品有限公司 昆布巻き

食品 2053 大連薪豊国際工貿有限公司 15種類のブレンド穀物、ごま粉炒め、黒米の蒸し煮、荞麦面、小麦粉

食品 2054 福梓（大連）国際貿易有限公司
エンドウタンパク、エリスリトール、イヌリン、スピルリナパウダー、トマトペース
ト、ひまわりレシチン、チアシードパウダー、ココアパウダー

食品 2055 遼寧俏牌生物科技有限公司
ごま油、厳選された亜麻仁種子、亜麻仁核、亜麻仁核油、亜麻仁核プロテインパウ
ダー

食品 2068 遼寧雅霖商貿有限公司 東北酸菜漬物、鶏がらスープ調味料

食品 2070 遼寧長白仙子生物科技有限公司 有機野生山くるみ油

医薬 3007 丹東薬業集団有限公司 複方木鶏顆粒

医薬 3013 遼寧豊瑞天成生物技術有限公司 オオアザミ種子油、オオアザミ種子蜂蜜

医薬 3038 遼寧中信生物科技有限公司 塩化コリン

医薬 3040 瀋陽般舟紙製品包装有限公司 大人用おむつ、病院用マットレス

医薬 3041 盤錦華成製薬有限公司 オオアザミ種子油、ミルクアザミ油

医薬 3042 盤錦華成進出口有限公司 オオアザミ種子油、ミルクアザミ油

医薬 3043 凌海市展望生物科技有限公司
消毒ウェットティッシュ、ベビーウェットティッシュ、ペットウェットティッシュ、
ウェットティッシュ

医薬 3044 遼寧沃徳薬業有限公司 オオアザミ種子油

医薬 3063 斯洋（遼寧）生化製品有限公司 食品添加剤

軽工業・建材 3046 海城市感王鎮鴻利建築密封材料廠 ドアと窓のシール

軽工業・建材 3057 益泰科技（大連）有限公司 金属製品、ステンレス容器

軽工業・建材 3058 大連三友家具有限公司 家具、ソファ

軽工業・建材 3059 本渓市地扳廠 フローリング  SPC FLOORING

軽工業・建材 3060 瀋陽市東海包装材料有限公司
VMCPPフィルム、VMPETフィルム、LCPP-A 1フィルム、RCPPフィルム、RCPP-RRフィル
ム、PETフィルム

軽工業・建材 3061 大連吉瑞刀具技術股份有限公司
リーマと深穴ドリル、ガンドリル、深穴ドリル
シリンダー切削工具-ドリル、ソリッドガンドリル

軽工業・建材 3062 瀋陽防錆包装材料有限責任公司 防錆フィルム、防錆紙

軽工業・建材 2023 彰武県聯信球形新材料有限公司 溶融セラミック砂（宝珠砂）

軽工業・建材 2024 阜新九豊液圧有限公司 鋳物、ハウジング、ポンプボディ、バルブボディ、裏蓋

軽工業・建材 2025 遼寧阿爾法液圧有限公司 エアロゲル製品

軽工業・建材 2026 海城中央化学有限公司 プラスチック食品容器

軽工業・建材 2027 本渓玉晶玻璃有限公司 板ガラス

軽工業・建材 2028 遼寧新維環保科技有限公司 濾布、濾過袋、コンベヤーベルト、通気板

軽工業・建材 2056 康輝新材料科技有限公司 ポリエステル新材料、BOPET FILM、MODIFIED PBT RESIN、PBAT RESIN

軽工業・建材 2057 本渓晟恒精線有限公司 ステンレス鋼、軸受鋼、炭素鋼の円板線、棒材

軽工業・建材 2058 調兵山市佳特建材加工有限公司 ニードル灰石粉

軽工業・建材 2059 錦州市成功石英玻璃廠 成功石英

軽工業・建材 2060 錦州市卓越厨具有限公司 調理器具、スチール製ゴミ箱
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軽工業・建材 2061 遼寧金谷炭材料股份有限公司 フローバッテリー電極グラファイトフェルト 、保温材料、加圧焼結炉保温筒

軽工業・建材 2062 撫順天成環保科技有限公司 紡織、除塵布袋、除塵濾布

軽工業・建材 2063 盤錦衆合建材有限公司 アルミプラスチック防音板

軽工業・建材 2064 撫順嘉添包装製品有限公司 プラスチック製品、サイレージラップ外装フィルム

軽工業・建材 2065 遼寧合衆科技新材料有限公司 不織布

軽工業・建材 2066 撫順恒益科技濾材有限公司 濾過袋

軽工業・建材 2067 桓仁宏旭精密鋳造有限公司 金属鋳物

アパレル 3006 遼寧成大国際貿易有限公司 アパレル

アパレル 3008 遼寧東元国際商貿有限公司 アパレル

アパレル 3021 遼寧祥鴻紡織有限公司 ジーパン

アパレル 3022 遼寧超鵬服飾有限公司 フライトジャケット

アパレル 3045 海城市華徳服装製衣有限公司 メンズジャケット、ジーンズ、ズボン

アパレル 3023 大連杭東国際貿易有限公司 親子服

アパレル 3024 鳳城市瑞沃爾製衣有限公司 ダウンジャケット

アパレル 3025 営口華虹服装印花有限公司 レディスファッション、アスレジャー、ホームウエア、キッズウエア

アパレル 3026 瀋陽上林商貿有限公司
伊勢神宮遷宮式祝典用服装、股引き、祭りパンツ、鯉口シャツ、浴衣、帯締め、甚
平、作務衣、温泉旅館浴衣、茶羽織、タオル、バスタオル、サウナマット、バスロー
ブ、エプロン 、作業服、手袋、来料加工服装

アパレル 3027 大連匯楊国際貿易有限公司
メンズ・レディース・キッズの軽衣料から、スーツ、ジャケット、中綿、コート、ダ
ウンなどの重衣料布帛（フハク）全般。

アパレル 3028 遼陽龍燕製衣有限公司 アパレル

アパレル 3029 丹東海合谷実業有限公司 防護服、ダウンジャケット、ジャケット、アウトドアウェア、綿の服

アパレル 3030 遼寧保利襪業進出口有限公司 靴下

アパレル 3031 遼陽金棉花襪業有限公司 靴下

アパレル 3032 瀋陽傑恩盛科技有限公司 衣料生地、スーツ、ズボン、シャツ、ジャケット、コート

アパレル 3033 遼陽叢迪服装有限公司 作業服

アパレル 3034 瀋陽五三零五服装服飾有限公司 アパレル生産加工、作業服、学校制服

アパレル 3035 瀋陽姬娜卡詩国際貿易有限公司
対外貿易包装材料（材質はガラス、PE、PET、PETG、アクリル包装瓶、ホース、包装
箱、アルミニウム箔袋などを含む）

アパレル 3036 瀋陽黎富服装有限公司 スーツ、アパレル

アパレル 3037 遼陽玉璽服装有限公司 アパレル

アパレル 3039 興城市美路威製衣有限公司 レディース水着

ギフト・日用品 3014 営口東盛実業有限公司 ポリ袋、プラスチックフィルム

ギフト・日用品 3016 遼寧尚威医療用品有限公司 使い捨てPVC手袋、ニトリルの手袋、合成ニトリルの手袋

ギフト・日用品 3005 瀋陽利徳森進出口有限公司 ギフト用品、工芸品、クリスマスプレゼント

ギフト・日用品 3047 友邦工芸品（遼陽）有限公司 お祝いの贈り物、クリスマスオーナメント

ギフト・日用品 3048 遼寧坤澤進出口貿易有限責任公司 分解性包装箱

ギフト・日用品 3049 瀋陽市賀章工芸品有限公司 記念硬貨パッケージ

ギフト・日用品 3050 阜新市太平区兄弟瑪瑙商行 めのうのアクセサリーなどの工芸品

ギフト・日用品 3051 東北鋼琴楽器有限公司 ピアノ、楽器

ギフト・日用品 3052 営口双興旅遊用品廠 レジャースポーツ用品：ハンモック、ハンギングバスケット、ハンギングチェア

ギフト・日用品 3053 遼寧友愛家化集団有限公司 洗濯洗剤、ジェルボール、ハンドソープ

ギフト・日用品 3054 丹東興合泰貿易有限公司 サプリメント、医療機器
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ギフト・日用品 3055 撫順楽透健康器材製造有限公司 マッサージ器具

ギフト・日用品 3056 瀋陽晨星進出口貿易有限公司 プロ用バドミントンラケット、卓球ラケット、ヨガ用品、子供用ラケット玩具

ギフト・日用品 3064 遼寧中藍電子科技有限公司 レンズ、モーター

ギフト・日用品 3065 遼寧博森医療器械科技有限公司
使い捨ての分解可能な木製食器：ナイフ、フォーク、スプーン、コーヒーマドラー、
アイスクリームスティック

ギフト・日用品 3066 瀋陽伊森木製品有限公司
木製カップ、木製ボックス、木製箸、木製皿、木製ナイフ・フォーク・スプーン、木
製船、木製アウル

ギフト・日用品 3067 大連普利新材料有限公司
マットレスパッド(ベビー用マットレス、妊婦用マットレス、看護用マットレス)、三
つ折りベッドマットレス、枕（ピロー）、敷き布団、オフィス用マットレス

ギフト・日用品 3068 丹東金洋針織有限公司 竹繊維食器洗い布、スポンジブロック、泡洗いタオル

ギフト・日用品 3069 北鎮市麗縁軟陶有限公司 ソフト粘土、超軽量粘土、自然乾燥粘土などの知育玩具

ギフト・日用品 3070 桓仁遇歩工芸品有限公司 ガーデンアクセサリー、ホームアクセサリー、風車など

ギフト・日用品 3071 遼陽生態源紡織品有限公司 クリスマスオーナメント、祝日の贈り物

ギフト・日用品 3072 瀋陽時代塑編包装有限公司 ショッピングバッグ、保冷バッグ、ギフト用バッグ等

ギフト・日用品 3073 瀋陽康誉欧進出口有限公司 クリスマス用品

ギフト・日用品 3074 大連益栄国際貿易有限公司 ガラス製品：ガラス花瓶、ガラスキャンドルホルダー、ガラス工芸品など

ギフト・日用品 3075 大連金晟源家居用品有限公司
家庭用掃除用品、雑巾、毛布、マスク、ギフト用品、ペット用品、マイクロファイ
バーワイプ、ペット用排泄物処理袋、冷感タオル、猫用爪とぎ板、不織布

ギフト・日用品 3076 沈陽金尚錦経貿有限公司 不織布袋、 ズック袋、布袋、保温袋、束ポケットなどを編む

ギフト・日用品 3077 大連漢和工貿有限公司
ランドリーバスケット、収納ボックス、壁に掛け式の袋、不織布ショッピングバッ
ク、タイベック製バッグ、網バッグ、鉄ラック収納箱、木製マガジンラック、帆布
バッグ

ギフト・日用品 3078 瀋陽意豊達芸術品有限公司 モデルカー、工芸品、ガラス製品

ギフト・日用品 3079 丹東邦明貿易有限公司 ギフト贈り物

ギフト・日用品 3080 鉄嶺風景文具有限公司 各種文房具

冶金・石油化学 3020 鞍鋼集団国際経済貿易有限公司 スチール製品

冶金・石油化学 3015 本溪市光正鎢鉬科技有限公司
1. 高温炉タングステンおよびモリブデン付属品：モリブデンワイヤー、モリブデン
ボルト，モリブデンワッシャー、モリブデン保護管、タングステンロッド
2. スポーツ器具：ダンベル

冶金・石油化学 3019 撫順炭素有限公司 石グラファイト電極（Graphite Electrode ）

冶金・石油化学 3001 鞍山紫竹国際貿易有限公司
鋼レール、鋼板杭、レール部品履帯板、模様溝、鉱山鋼、角鋼、溝鋼などの各種形
材。

冶金・石油化学 2001 瀋陽裕卓新材料有限公司 非鉄鋳物、フリクションディスク

冶金・石油化学 2002 瀋陽機械進出口有限公司 キッチン用品、鋳物製コンロ

冶金・石油化学 2003 葫芦島市南票区鼎泰鋳件有限公司 金属鋳物、高チタン鉄

冶金・石油化学 2004 遼寧瑞萊宝科技実業有限公司 ベンジルトルエン、ジベンジルトルエン、ジアリールエタン

冶金・石油化学 2005 奥克華輝（遼陽）新材料科技有限公司 無色透明ポリイミドフィルム、ジアミン製品、二無水物製品

冶金・石油化学 2006 盤錦泓実環保科技有限公司 硫酸マグネシウム七水和物

冶金・石油化学 2007 遼寧嘉禾精細化工股份有限公司 プラスチック用溶剤系染料

冶金・石油化学 2011 海城世京旗揚実業有限公司 タルク粉末

お問合せ：一般社団法人日中経済貿易センター　 担当：松井
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