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 2010年河北省-日本(東京)重点発展産業・貿易交流会参加企業輸出入商品リスト 
表一：新型エネルギー分野（１社） 

№ 企業名称 商品 貿易額 

1 巨力新型エネルギー株式有
限公司 

輸出：シリコン太陽電池、太陽電池モジュール、

発電所プロジェクト開発 

輸出2450万ドル

表二：製薬分野(２社) 

1 河北華曙製薬集団有限公司 輸出：ネオマイシン硫酸塩、アバメクチン、イ
ベルメクチン 

輸出 450 万ドル

2 石薬集団有限公司 輸出：抗生物質、セフェム系、ビタミン剤  輸出 3.25億ドル

輸入 414 万ドル

表三：機械電気関係（5社） 

1 安平安華五金網類制品有限
公司 

輸出：ステンレス網、装飾網、ガラス繊維窓ス

クリーン、丸穴網（パンチ穴網）、防弾網 

輸出 611 万ドル

2 安平金徳隆網業有限公司 輸出：ステンレス・スクリーンメッシュ、銅ス

クリーンメッシュ、フィルタ、装飾網、

亜鉛メッキ網、電気溶接網 

輸出 358 万ドル

3 巨力索具股份有限公司 輸出：吊り、ロープ金具 

輸入：チェーン製造設備 

輸出2671万ドル

輸入1230万ドル

4 河北新潮包装材料有限公司 輸出：ビール、ドリンク、缶詰等のポップ缶の
キャップ 

 

5 保定蘭德彩鋼鋼結構制品有
限公司 

輸出：鉄骨工事施工、カラー鋼板シリーズ製品

の販売 

 

表四：医療機器（1社） 

1 秦皇島康泰医学系統有限公
司 

輸出：モニター、Bモードエコー、心電図装置，

脳電気活動図装置，パルスオキシメータ

ー，ドップラー胎児心拍数記録装置等 

輸出 632 万ドル 

輸入 2万ドル 

表五：軽工業プロセス（3社） 

1 河北金広源集団有限公司 輸出：労働者保護服、安全靴 輸出 56 万ドル 

2 豊寧満族自治県進輸出公司 輸出：布貼り画、鉱産製品、木製家具  

3 華峰（邯鄲）厨具制品［調
理製品］有限公司 

輸出：強化ガラス蓋 輸出 95 万ドル 

表六：化学品（5社） 

1 秦皇島光宇玻繊(ガラス繊
維)制品有限責任公司 

輸出：ガラス繊維目地嵌め用グリッドテープ，耐

アルカリ定型グリッドクロス，窓スクリーン 

輸入：プラスチック原料 

輸出191万ドル

2 秦皇島速竣玻璃繊維有限公司 輸出：ガラス繊維太糸 輸出 81 万ドル

3 河北精信化工集団有限公司 輸出：1、Non Toxic Ca-Zn Stabilizer 
2. Rare Earth Pvc Compound Stabilizer 

3. Tribasic Lead Sulfate 

4. Dibasic Lead Phosphite 

5. Dibasic Lead Stearate 

6. Dibasic Lead phthalate 

7. CPE135A  (Impact Modifier CPE135A 

8. ACR  (Processing aid ACR 

9. CPVC   (Chlorinated PolyvinylChloride) 

10. Calcium Stearate, Zinc Stearate, 

Barium Stearate, Lead Stearate 

輸入：1.HDPE  2.LDPE 3.CPVC 4. Lead Ingot 

輸出210万ドル

輸入120万ドル
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4 秦皇島宏岳塑胶有限公司 輸出：PVC-U パイプ材及び部品；PVC-U 不燃配線配

管；PP-R 冷熱水パイプ材及び部品；PP-R アル

ミ・プラスチック複合安定配管；給水用 HDPE パ

イプ材及び部品；PE-Xa 床暖房専用管；PE-RT 床

暖房パイプ材及び部品、PE-RT/EVOH 酸素遮断チ

ューブ；超薄型床暖房システム；地源熱ポンプ

配管システム；PVC、PPR ボールバルブ等。 

輸入：PEXT、PERT 

輸出 19 万ドル

輸入782万ドル

5 豊寧宏森木業有限公司 輸出：木炭（バイオマス固体成型燃料）  

表七：鉄鋼（2社） 

1 河北文豊鋼鉄有限公司 輸出：熱間圧延ミディアムプレート 輸出 425 万ドル

輸入8236万ドル

2 河北津西鋼鉄股份有限公司 輸出：熱間圧延 H鋼  

表八：アパレル（7社） 

1 廊坊市泉宏達紡織工業有

限公司 

輸出：作業服，業界制服行、ナプキン、テーブ

ルクロス，エプロン 

輸入：布地、ファスナー 

輸出 755 万ドル

輸入 10 万ドル 

2 保定澳森制衣有限公司 輸出：トレンチコート、ズボン、防寒服、ジャ

ンパー、ニット服、レジャー服 

輸出1199万ドル

3 容城金濃制衣有限公司 輸出：衣類 輸出 274 万ドル

4 衡水金工制衣廠 輸出：ニット服 輸出 86 万ドル 

5 保定市天鵬進輸出集団有

限公司 

輸出：紳士シャツ、紳士ニット Tシャツ、タオル、

バスタオル、毛布 

輸入：廃棄ケーブル、中古高速押し抜き機、ギヤ研

削盤、トランス、珪素鋼板、PVC電線被覆材 

輸出2949万ドル

輸入 554 万ドル

6 衡水同盛商貿有限公司 輸出：ビーバー毛皮敷布、狐毛襟、ラクーン帽

子リボン 

輸出 810 万ドル

輸入 5万ドル 

7 承徳県進輸出公司 輸出：衣類  

表九：食品（10 社） 

1 保定市天宏進輸出有限公

司 

輸出：冷凍果物、野菜，缶詰等 輸出 377 万ドル

輸入 1万ドル 

2 保定市瑞富徳進輸出有限

公司 

輸出：冷凍果物、野菜、果物缶詰等 輸出 6万ドル 

3 河北徳力食品有限公司 輸出:急速冷凍野菜、果物 輸出 224 万ドル

4 承徳潤隆食品有限公司 輸出：塩漬け、急速冷凍、干物、食用菌缶詰、

果物、野菜食品 

輸出 40 万ドル 

5 深州富瑞特食品 

有限公司 

輸出：果物缶詰、急速冷凍白桃片、イチゴ、リ

ンゴ、甜杏ジャム等 

輸出 110 万ドル

輸入 5万ドル 

6 河北聖火国際貿易有限公

司 

輸出：ピーナツ、雑穀、フリーズドライ、缶詰、

ナツメ、ソラマメ、玉帯豆 

輸入：高齢者の家庭用リハビリ製品、生活用品 

輸出 45 万ドル 

7 承徳森源緑色食品有限公司 輸出：食用菌、缶詰、急速冷凍、鮮度保持製品等 輸出 64 万ドル 

8 秦皇島正大有限公司 輸出：フライ加工品、炭火焼鳥串、レトルト（蒸

煮類）商品、偶蹄類加工品 

輸出2555万ドル

輸入 84 万ドル 

9 遷西県金地甘栗食品有限公司 輸出：生栗、安梨汁 輸出 32 万ドル 

10 石家庄市惠康食品有限公

司 

輸出：肉製品、牛肉類、豚肉類、野菜類、玉葱、

ニンジン、ジャガイモ 

輸出 764 万ドル

輸入 114 万ドル

注：貿易額は 2009 年 1-11 月分。      

上記合計 36社 
以上       


