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This report is furnished at your sole request for the use of making decisions in respect of credit, trade or 

investment and for no other purpose. You shall not release or disclose any of the information contained in the 

report to any other person or firm or company unless otherwise agreed upon by JChere. JChere shall not be liable 

for any loss or damage arising out from the using of any information contained herein. 本調査報告書の情報に関する一切の権利は弊社に帰属します。報告書の複製、貸与、その他の著作権を侵害する行為は一切禁止いたします。報告書の内容は第三者に漏らすことを禁止いたします。まだ、報告書の内容について損害賠償の責任を負いません。 
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第一部第一部第一部第一部：：：：報告概要報告概要報告概要報告概要    

 

第二部第二部第二部第二部：：：：会社所在地会社所在地会社所在地会社所在地のののの基本情報基本情報基本情報基本情報 

    

    

第第第第三三三三部部部部：：：：企業概要企業概要企業概要企業概要    

一、資 本 金 

二、法人代表 

三、経営範囲 

四、法人種類 

五、工商登録資料 

六、歴史・沿革    

七、株主名及び出資比率 

 

 

第四部第四部第四部第四部：：：：経営状況経営状況経営状況経営状況    
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investment and for no other purpose. You shall not release or disclose any of the information contained in the 

report to any other person or firm or company unless otherwise agreed upon by JChere. JChere shall not be liable 

for any loss or damage arising out from the using of any information contained herein. 本調査報告書の情報に関する一切の権利は弊社に帰属します。報告書の複製、貸与、その他の著作権を侵害する行為は一切禁止いたします。報告書の内容は第三者に漏らすことを禁止いたします。まだ、報告書の内容について損害賠償の責任を負いません。 

 

第一部第一部第一部第一部：：：：報告概要報告概要報告概要報告概要      
    資 本 金： 20 万米ドル 法人代表： ＸＸＸ 設立年月： 1993 年 1月 業務内容： ボリ四弗化エチレン及びプラスチック製品、密封件、金属製品、プラスチック機械製品 法人種類： 合弁企業 業界分野： プラスチック産業     ごごごご注意注意注意注意：：：：当当当当報告書において、特別な説明が無いかぎり、人民元を通貨の単位とする。     
第二部第二部第二部第二部：：：：会社所在地会社所在地会社所在地会社所在地のののの基本情報基本情報基本情報基本情報  
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This report is furnished at your sole request for the use of making decisions in respect of credit, trade or 

investment and for no other purpose. You shall not release or disclose any of the information contained in the 

report to any other person or firm or company unless otherwise agreed upon by JChere. JChere shall not be liable 

for any loss or damage arising out from the using of any information contained herein. 本調査報告書の情報に関する一切の権利は弊社に帰属します。報告書の複製、貸与、その他の著作権を侵害する行為は一切禁止いたします。報告書の内容は第三者に漏らすことを禁止いたします。まだ、報告書の内容について損害賠償の責任を負いません。 

 

     経済指標 寧波市 
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This report is furnished at your sole request for the use of making decisions in respect of credit, trade or 

investment and for no other purpose. You shall not release or disclose any of the information contained in the 

report to any other person or firm or company unless otherwise agreed upon by JChere. JChere shall not be liable 

for any loss or damage arising out from the using of any information contained herein. 本調査報告書の情報に関する一切の権利は弊社に帰属します。報告書の複製、貸与、その他の著作権を侵害する行為は一切禁止いたします。報告書の内容は第三者に漏らすことを禁止いたします。まだ、報告書の内容について損害賠償の責任を負いません。 

 

面積 0.63 万平方公里 総人口 1341.8 万人 国内総生産（2005 年） 6250.81 億元 2005 年農業増加値 92.98 億元 2005 年工業増加値 3130.72 億元 2005 年サービス業増加値 3027.11 億元 2005 年財務収入 2828.87 億元 2005 年固定資産投資 2452.11 億元 2005 年消費財の小売総額 2220.64 億元 2005 年農業総生産 239.52 億元 2005 年輸出入総額 1123.97 億ドル 2005 年居民年間平均収入 22160 元 隣接する省、都市 上海、浙江、安徽、江蘇 経済の発展状況 経済発達都市   説明：  1、国内総生産、各産業の増加値及び総生産は当時の価格による計算。    
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第第第第三三三三部部部部：：：：企業概要企業概要企業概要企業概要    

 

会社名会社名会社名会社名：：：：宁波春祺宁波春祺宁波春祺宁波春祺フッフッフッフッ素素素素プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック製品有限公司製品有限公司製品有限公司製品有限公司        

    

住住住住                所所所所：：：：    浙江省寧波市ＸＸＸＸＸ 郵便番号郵便番号郵便番号郵便番号：：：：    341529 
    

電話番号電話番号電話番号電話番号：：：：    0579-XXXXXXX ファクスファクスファクスファクス：：：：    0579-XXXXXXX   資 本 金： 20 万米ドル 法人代表： ＸＸＸ 設立年月： 1993 年 1月 法人種類： 合弁会社 業務内容： ボリ四弗化エチレン及びプラスチック製品、密封件、金属製品、プラスチック機械製品         
工商登録資料工商登録資料工商登録資料工商登録資料        当該企業は、中米合弁企業であり、1993 年に設立され、1993 年 1 月 13 日寧波市工商局に登録した。登録番号は企合浙甬字 395 号、資本金は 20 万米ドル、法人代表は李琪敖であり、企業の経営更新期間は、10年毎とされている。    

    

株主名株主名株主名株主名とととと投資比率投資比率投資比率投資比率    株主名 投資比率 寧波ＸＸＸＸＸ会社 75% 米国ＸＸＸ国際貿易公司 25%     
歴史歴史歴史歴史・・・・沿革沿革沿革沿革    
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年月 内容 1993 年 1月 会社登録、設立。資本金は 15万米ドル 1997 年 1月 会社登録、設立。資本金は 20万米ドルまで増資 
 

    

第四部第四部第四部第四部：：：：経営状況経営状況経営状況経営状況        現在従事現在従事現在従事現在従事しているしているしているしている主要主要主要主要なななな業務業務業務業務 ボリ四弗化エチレン密封帯と原料帯の製造と輸出。 主主主主なななな製品製品製品製品ととととブランドブランドブランドブランド    製品： ボリ四弗化エチレン密封帯と原料帯 ブランド： 春祺 従業員情報従業員情報従業員情報従業員情報    現在社員ＸＸＸ人、うち管理職ＸＸＸ人 アルバイトＸＸＸ人    ＜お問い合わせ＞ ジェーシーヒア株式会社 〒135-8073 東京都江東区青海 2-45 タイム 24ビル４Ｆ ＴＥＬ：03-5500-8994    ＦＡＸ：03-6909-8087 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------終終終終わりわりわりわり    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


