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一般社団法人日中化粧品国際交流協会会員名簿 

2023/3/31現在（計 173） 

日本側：64社 

会員番号 会  員  名 

J0001/S0001          美研創新株式会社 

J0002/S0003          花王株式会社 

J0003              株式会社マツモト交商 

J0004                        株式会社テクノーブル 

J0005/S0007                  日本コルマー株式会社 

J0006                        株式会社サティス製薬 

J0007/S0015                   味の素株式会社 

J0008                        株式会社山田養蜂場 

J0009                       日油株式会社 

J0010    株式会社クラレ 

J0011    クラシエホームプロダクツ株式会社 

J0012    DOC Japan株式会社 

J0013    岡畑興産株式会社 

J0014                         太陽化学株式会社 

J0015/S0009                  岩瀬コスファ株式会社 

J0016    クローダジャパン株式会社 

J0017/S0014                   東邦化学工業株式会社 

J0018                         カネダ株式会社 

J0019    アサヌマコーポレーション株式会社 

J0020 キューピー株式会社 

J0021 恵比須化学工業株式会社 

J0022 ライオン株式会社 

J0023 千葉製粉株式会社 

J0024 旭化成ファインケム株式会社 

J0025 丸紅インテックス株式会社 

J0026 株式会社グラセル 

J0027 片倉コープアグリ株式会社 

J0028 池田糖化工業株式会社 

J0029 株式会社ソフィアリンクス  

J0030/0017 長瀬産業株式会社 

J0031 新田ゼラチン株式会社 

J0032 三菱ケミカル株式会社 

J0033 日本精化株式会社 

J0034 株式会社加美乃素本舗 

http://www.bhinova.com/
http://www.kao.com/jp/
http://www.matsumoto-trd.co.jp/
http://www.technoble.co.jp/
http://www.kolmar.co.jp/
http://www.saticine-md.co.jp/
http://www.ajinomoto.co.jp/index.html
http://www.3838.com/
http://www.nof.co.jp/
http://www.kuraray.co.jp/
http://www.kracie.co.jp/
http://docjapan.com/
http://www.okahata.co.jp/
http://www.taiyokagaku.com/
http://www.cosfa.co.jp/
http://www.croda.jp/home.aspx?d=content&s=129&r=527
http://www.toho-chem.co.jp/
http://www.kaneda.co.jp/
https://asanumacorp.com/
http://www.kewpie.co.jp/
http://www.ebisukagaku.com/
candiabiotech.com/
http://www.chiba-seifun.co.jp/
http://www.asahikasei-fc.jp/
http://www.marubeni-intex.co.jp/company/index.html
https://www.glasel.jp/
https://www.katakuraco-op.com/
http://www.ikedatohka.co.jp/
http://www.sophialinks.com/
http://www.nagase.co.jp/
http://www.nitta-gelatin.co.jp/
http://www.mitsubishichem-hd.co.jp/saiyo-new/index.html#home
http://www.nipponseika.co.jp/
http://www.kaminomoto.co.jp/
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J0035 株式会社コスメプロ 

J0037 成和インターナショナル株式会社 

J0038/S0027 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 

J0039 トピー工業株式会社 

J0040 株式会社ニチエイ 

J0041 株式会社ダイゾー 

J0042/S0023 淳一株式会社 

J0043 株式会社ピカソ美化学研究所 

J0044 日清奥利友（上海）国際貿易有限公司 

J0045 株式会社日本触媒 

J0046 株式会社コスモビューティー 

J0047 株式会社東洋新薬 

J0048/S0030 三洋化成工業株式会社 

J0049 キッコーマンバイオケミファ株式会社 

J0050 逐本株式会社 

J0051 大熊物産株式会社 

J0052 株式会社カナエテクノス 

J0053 株式会社アクシージア 

準会員： 

会員番号 会  員  名 

JA0004 島貿易株式会社 

JA0005  日本テクノロジーソリューション株式会社 

JA0006 株式会社 高研 

JA0009 ビタミン C60バイオリサーチ株式会社 

JA0010 株式会社みらい中央研究所 

JA0011 大商硝子株式会社 

JA0012 株式会社タイキ 

JA0014 株式会社 ADEKA 

JA0015 株式会社天真堂 

JA0016 理研ビタミン株式会社 

JA0017 株式会社ダイセル 

JA0018 合同会社 SMKコーポレーション 

 

 

 

 

 

 

http://www.cosmepro.co.jp/
http://www.taiyou-no-aloe.com/
http://www.po-holdings.co.jp/
http://www.topy.co.jp/ja/index.html
https://www.nichiei-cosme.co.jp/
http://www.daizo.co.jp/
http://www.cosme-park.com/
https://www.nisshin-oillio.com/company/
https://www.shokubai.co.jp/ja/
http://www.cosmobeauty.co.jp/
https://www.toyoshinyaku.co.jp/
https://www.sanyo-chemical.co.jp/
http://biochemifa.kikkoman.co.jp/
https://www.osakaokuma.com/
https://www.k-technos.com/
https://axxzia.co.jp/
http://www.shima-tra.co.jp/
http://www.solution.co.jp/
http://www.kokenmpc.co.jp/
https://www.vc60.com/
https://www.fclabo.com/
http://www.daisho-g.co.jp/
https://www.tikg.co.jp/
https://www.adeka.co.jp/
https://www.tenshindo.ne.jp/
https://www.rikenvitamin.jp/
https://www.daicel.com/
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中国側：109社 

会員番号 会 員 名 

C0001/S0002         雲南白薬集団健康産品有限公司 

C0002             上海家化聨合股份有限公司 

C0003             広州天賜高新材料股份有限公司 

C0004             南京華獅新材料有限公司 

C0005/S0004          江蘇隆力奇生物科技股份有限公司 

C0006             伽藍(集団)股份有限公司 

C0007             珀莱雅化粧品股份有限公司 

C0008/S0012                  広州環亜化粧品科技有限公司 

C0009                        上海得高実業有限公司 

C0010                        広東丹姿集団有限公司 

C0011                        広州滙朗生物科技有限公司 

C0012                        昆山市双友日用化工有限公司 

C0013/S0008   諾斯貝爾化粧品股份有限公司 

C0014    欧詩漫生物股份有限公司 

C0015/S0005    花安堂生物科技集団有限公司 

C0016    広州瑞誉化工科技有限公司 

C0017/S0006   無限極（中国）有限公司 

C0019    森田薬粧股份有限公司 

C0020    雅迪香料（広州）有限公司 

C0021/S0010                  広州市巧美化粧品有限公司 

C0022/S0011                  上海上美化粧品股份有限公司 

C0023    拉芳家化股份有限公司 

C0024 華熙生物科技股份有限公司 

C0025/S0013 広州市奥雪化工有限公司 

C0026 広州中然生物科技有限公司 

C0027/S0016 肇慶市凱捷科技有限公司 

C0028 上海言臻貿易有限公司 

C0029 広州居里化工科技有限公司 

C0030 上海波林丝生物科技有限公司 

C0031 天獅集団有限公司 

C0032 上海百好博生物科技有限公司 

C0033 諾力昂化学品(博興)有限公司 

C0034 聖美倫（南京）香水有限公司 

C0035 広州優然生物科技有限公司 

C0037 上海伊明化学科技有限公司 

C0038 深圳市仙迪化粧品股份有限公司 

http://www.yunnanbaiyao.com.cn/
http://www.jahwa.com.cn/
http://www.tinci.com/cn/index.aspx
http://www.sinolion.com/
http://www.longliqi.com/
http://www.jala.com.cn/
http://www.proya.com/
http://www.china-huanya.com.cn/
http://china-delta.com/
http://www.danzi.cn/
http://www.cdlun.com/
http://www.sy-dailychem.com/
http://www.hknbc.cn/
http://www.osmun.com.cn/osmProductCatena/osmIIndex
http://www.osmun.com.cn/osmProductCatena/osmIIndex
http://www.huaantang.com/?yuyan=2
http://www.infinitus.com.cn/
http://www.drjou.cc/
http://www.ind-china.com/
http://www.gzqiaomei.com/
http://www.kans.cn/
http://www.laf.cn/
http://www.bloomagefreda.com/indexjp.html
http://www.ownsnow.com.cn/
http://www.ownsnow.com.cn/
http://www.candiabiotech.com/
http://www.kaijoecolor.com/
http://www.yanzhen-zenith.com/
http://www.juli-chem.com/
http://www.bollins.com.cn/
http://www.tiens.com/
http://www.biohope.com.cn/
https://www.akzonobel.com/
http://www.s-melin.com/
http://www.youthretain.com/ch/index.asp
http://yiming.company.lookchem.cn/
http://www.xdgroup.net/


 

4 

 

C0039 広東雅麗潔精細化工有限公司 

C0040 上海珈凱生物科技有限公司 

C0041 上海帝科精細化工有限公司 

C0042/S0018 広州棟方生物科技股份有限公司 

C0043 非公開 

C0044 凯奇勝特（上海）国際貿易有限公司 

C0045 広州栄道化工有限公司 

C0046 韓后化粧品股份有限公司 

C0047 科莱恩（クラリアント）化工（中国）有限公司 

C0048 広州聖凱斯化工科技有限公司 

C0049/S0020 広州市東雄化工有限公司 

C0050 愛普香料集団股份有限公司 

C0051 広州市暨源生物科技有限公司 

C0052 広州市美庫信息科技有限公司 

C0053 広州狄宝娜生物科技集団有限公司 

C0054/S0021 澳宝化粧品（惠州）有限公司 

C0055 広州艾蓓生物科技有限公司 

C0057 上海百雀羚生物科技有限公司 

C0058 浙江養生堂天然薬物研究所有限公司 

C0059 青蛙王子（中国）日化有限公司 

C0060 江蘇蒲地藍日化有限公司 

C0061 上略（広州）品牌管理有限公司 

C0062 蘇州緑葉日用品 有限公司 

C0063 上海潔士宝日化集団有限公司 

C0064/S0022 蔓之研（上海）生物科技有限公司 

C0065 深圳市禾葡蘭化粧品有限公司 

C0066 広州市徽歌精細化工有限公司 

C0067 広州暨南大学医薬生物技術研究開発中心有限公司 

C0068 広東万順日化有限公司 

C0070/S0024 上海相宜本草化粧品股份有限公司 

C0071 広州粧主会信息科技有限公司 

C0072 広東三好科技有限公司 

C0073 広州潮徽生物科技有限公司 

C0074 広州家化化学有限公司 

C0075 杭州莱凡網絡科技有限公司 

C0076 唯美時代文化傳媒（武漢）有限公司 

C0077 雲南貝泰妮生物科技集団股份有限公司 

C0078/S0025 浙江姫存希化粧品有限公司 

http://www.yalget.com/
http://www.greaf.com.cn/
http://www.syntecsh.cn/
http://www.esene.com.cn/
http://www.ixom.com/
http://www.roundex.com.cn/
http://www.hanhoo.com/
http://www.clariant.com/ja-JP/Company
http://www.sunkisschemical.com/
http://www.gzdxchem.com/en/
http://www.cnaff.com/
http://www.jiyuanqy.com/
https://www.mrrck.com/
http://www.deboro.vip/
http://www.opalhk.com/
http://www.aibeicn.cn/
http://en.pechoin.com/
http://www.qwwz.com/
http://www.pdlrh.com/
https://www.szgreenleaf.com/home
http://www.cestbon.com/
http://www.manzhiyan.com/
http://www.hepulan.com/
http://www.jnubio.com/epIndexAction.htm
http://www.gd-wanshun.cn/
https://www.inoherb.com/index.html
http://www.3ins.net/?l=en
http://chaohuibiotek.com.cn/En/index.asp
http://www.guangzhoujiahua.com/en/index.aspx
http://misscandy.com/
https://www.cbo.cn/
https://www.winona.cn/
https://www.hgjcx.com/
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C0079 深圳市錦達科技有限公司 

C0080/S0026 広州騏源生物科技有限公司 

C0081 美得得科技（深圳）有限公司 

C0082 青眼網絡科技（武漢）有限公司 

C0083 佛山市簡派美業科技有限公司 

C0084 非公開 

C0085 広州她她生物科技有限公司 

C0086 広州樊文花化粧品有限公司 

C0087 品観科技（武漢）有限公司 

C0088 惠州市好好愛日化用品有限公司 

C0089 広州美姿生物科技有限共公司 

C0090 上海袂抉信息科技有限公司 

C0091 金華聚美網絡科技有限公司 

C0092 広州天璽生物科技有限公司 

C0093 広州中草集化粧品有限公司 

C0094 広州奥蓓斯化粧品有限公司 

C0095 広東嘉丹婷日用品有限公司 

C0096 東方紅西洋参薬業（通化）股份有限公司 

C0097 浙江初雲品牌管理有限公司 

C0098 上海悦柏薇生物科技有限公司 

C0099 天津尚美化粧品有限公司 

C0101 上海露雅生物技術有限公司 

C0102 復星津美（上海）化粧品有限公司 

C0103 広州市浅香化粧品有限公司 

C0104/S0028 深圳中科欣揚生物科技有限公司 

C0105 蝶柔化粧品（浙江）有限公司 

C0106 南京科思化学股份有限公司 

C0107 武漢中科光谷緑色生物技術有限公司 

C0108 湖南斯洛柯有机硅有限公司 

C0109 北京正智遠東化工信息諮詢有限公司 

C0110 德之馨香精香料（南通）有限公司 

C0111/S0029 玄尔生物（上海）有限公司 

C0112 上海博潤科生物技術有限公司   

C0113 広東時代邦妮科技有限公司   

C0114 安徽華恒生物科技股份有限公司   

 

http://www.jdbeauty-china.com/
http://www.gzqy666.com/
https://www.yolipai.com/
https://www.iqingyan.cn/
http://www.jianpaimeiye.com/index.aspx
http://tata-corp.com/
http://www.fawa1988.com/enrollment.aspx
http://www.pinguan.com/
http://hermeet.com.cn/
https://author.baidu.com/home/1637999368501969
http://www.jumeili.cn/
http://www.tianxigj.com/
http://www.zhongcaoji.com.cn/
http://www.opseve.com/
http://www.gadetin.com.cn/
http://www.thdfh.cn/
http://www.tjshinemax.com/
http://www.looya.cn/
http://www.siyobio.com/
http://www.cosmoschem.com/
http://www.casov.net/
http://www.sicare.com/
http://www.oci.net.cn/jp/

