
中日（成都）地方发展合作示范区
中日（成都）地方発展協力モデル区

成都高新中日产业合作园推介

成都高新中日産業協力パークの紹介



成立背景
設立の背景

2019年6月，商务部表示支持将在成都高新区建设的中日产业园申报打造为国家级产业合作平台。

2019年12月，李克强总理在蓉出席第八次中日韩领导人会议提出成都要以现代服务业为重点开展中日合作
。

2019年6月、商務部は、成都高新区に建設される中日産業パークを国家級産業協力プ
ラットフォームとして申請し建設することを支持する意思を表明した。

2019年12月、李克強総理は、成都で第8回中日韓指導者会議に出席し、成都は現代サ
ービス業に重点を置いて中日協力を展開すべきであると提案した。

2020年4月，国家发改委复函支持成都设立中日地方发展合作示范区，要求聚焦文化创意产业，建设业
态集聚、功能提升的文化创意场景。

2020年4月、国家発展改革委員会は、成都に対して、中日地方発展協力モデル区を設
立することを支持し、文化・クリエイティブ産業にフォーカスし、業態集積、機能強
化といった文化クリエーティブシーンを建設することを求める旨の書面回答をした。

2018年5月，四川省政府与日中经济协会签署《深化中日地域经济交流合作备忘录》，提出共建中国（
四川）日本产业合作园区。

2018年5月、四川省政府と日中経済協会は「中日地域間経済交流協力の深化に関する
覚書」を締結し、中国（四川）日本産業協力パークの共同建設を提案した。



成都市概况
成都市の概要

成都市は、四川省省都、国家中心的都市であり、「一帯一
路」構想の重要な中核都市、成都・重慶経済群の重要なコア
都市でもある。
成都市是四川省会、国家中心城市，“一带一路”倡议的重要支点城市、成渝经济群的
重要极核。

1.43 万平方キロメ
ートル

国土面積

幅员面积

2,120 万
実際の管理人口

实际管理人口

1.7兆元（25.5兆円）
2019年のGDPは
2019年GDP超过

成都 3.5 億人
中国中西部の巨大市場
中国西部巨大市场

+

5年内3次位居“中国最佳表现城市”榜首——米尔肯研究所
5年以内に3回も「中国最高表現都市」のトップに立っています。

连续6年获得“中国最具投资吸引力城市”榜首——环球时报
6年連続で「中国で最も投資価値のある都市」ナンバーワン。

普华永道2019年城市营商环境指数排名中，成都排名第四，仅次于
深圳、北京和上海。

Pwc2019年都市ビジネス環境指数ランキングにおいて、成
都は深セン、北京、上海に次いで、第4位であった。

世界城市排名71位，跃升至Beta+级，与波士顿、汉堡、特拉维夫、亚
特兰大等城市同级，内地城市仅次于北京、上海、深圳——GAWC《世
界城市评级报告》2019

世界の都市ランキングは71位で、ベータ+級に躍進しました。
ボストン、ハンブルク、テルアビブ、アトランタなどの都市と
同級です。内陸都市は北京、上海、深センに次ぐです。

两度获评 “中国最具幸福感城市”榜首——环球时报
二度も「中国で最も幸福感のある都市」のトップに選ばれました。



126 路線
国際線と地域路線の数
国际及地区航线数量

全国第4位
旅客取扱量と航空港の出入国量は
いずれも全国第4位を維持し
旅客吞吐量

中欧貨物列車の累計運行

本数が4600本を突破
中欧班列累计开行数量突破

年度と累計運行本数
年度和累计开行量

4年連続で全国一位となった。

全国「領事館数トップ3」、19カ所の領事館をもって中西部一位
成都是全国"领馆第三城" ，外国获批在蓉设立的领事机构达到19家，位列全国第三，中
西部第一。

領事機関
19社

全国第3位
No.3

中西部トップ
No.1

高等学校
高校

64ヵ所
在籍学生
在校学生约

100万人
毎年の卒業生
每年毕业生

30万人

病院科学研究に関し
ては中国内陸第1位

596家
施設の成都公的病院

85 张/每万人

スーパー大都市にお
いて第1位

NO.1

成都公有医院
床位数（超大城市排名第一） 医院科研中国大陆排名

截止2019年，已有301家世界500强企业落户成都

2019年まで、301社の世界トップ500企業が成都に進出。

成都市概况
成都市の概要



成都对日合作情况
成都市の対日協力状況

314.8億元（4722億円）
2019年成都と日本の輸出入総額は
2019年成都与日本进出口总额

326 社
日本の成都における累計投資企業
日本在成都累计投资企业

38社
そのうち、世界トップ500企業38社
其中世界500强企业

29便
毎週日本へ往復する直行便（コロナウイルス流行前）
成都每周往返直飞日本航班（疫情前）

成都市は、甲府市とは市レベルの国際友好都市を締結し、
札幌市とは国際友好協力関係を確立した
成都市与甲府市建立了市级国际友城关系、与札幌市建立了国际友好合作关系

日本は成都の第5位の貿易パートナである
日本是成都第五大贸易伙伴



成都高新区概况
成都高新区の概況

综合保税区进出口总额
高新総合保税区の輸出入総額産業増加価値

产业增加值

2285.6

3827億元（57405億円）

世界トップ
500企業は

128社
世界500强

上場企業
上市企业

ユニコーン及び潜
在的ユニコーン

独角兽及
潜在独角兽

新三板（店
頭株式市場
）上場企業
新三板挂牌

金融及び準
金融機関

金融及准金
融机构

で全国第一位
居全国第一

一区四园
一つの区・四つのパーク

电子信息产业功能区 （高新西区）
面积43km2

電子情報産業機能区（高新西区）
敷地面積43 km2

天府国际生物城
面积44km2

天府国際バイオタウン
敷地面積44 km2

新经济活力区（高新南区）
面积87km2

新経済活力区（高新南
区）
敷地面積87 km2

成都未来科学城
面积60.4km2

未来テクノロジータウン
敷地面積60.4 km2

5.4%
前年比5.4%増

29.6 億米ドル

外资实际到位
実際払込まれた外資

8.6%
前年比8.6%増

200.2 億元(3003億円)

一般公共预算
一般公共予算

8%
前年比8%増

市場主体
市场主体

128 38 6/38 127 1116 197100

1988年筹建

発展の歴史

1988年建
設計画

1991年第一陣の
国家級高新区（国

務院承認）

1991年首批国家级高
新区（国务院批准）

2006年国内初の世界一流ハイ
テクパーク試行拠点（科学技術

部）を創設

2006年首批创建世界一流高
科技园区试点（科技部）

2012年国家初の科学技術・金
融結合試行地域、国家知的財産
権モデル区として承認された

2012年获批国家首批促进科技
和金融结合试点地区, 国家知

识产权示范园区

2015年西部初の国家自
主イノベーションモデル

区（国務院承認）

2015年西部首个国家自主
创新示范区（国务院批准）

2017年中国（四川）自
由貿易試験区の設立が

承認された

2017年中国（四川）自
贸试验区获批成立

发展历程

億元(34284億円)



园区规划
パークの計画

新时代中日双向开放发展引领区
西部文创产业发展典范区
中日第三方市场联合拓展先行区

新時代の中日双方向開放発展リーディング区
西部文化・クリエイティブ企業発展モデル区
中日第三国市場共同開発先行区

パークの位置づけ 园区定位

パークのレイアウト 园区布局

5.3 平方キロメートル平方公里

サービス貿易協力区服务贸易合作区

竜片区に乗る骑龙片区

4.6 平方キロメートル
平方公里

デジタル文化クリエイ
ティブ協力区
数字文创合作区
ガゼル谷
瞪羚谷片区

27 平方キロメートル
平方公里

産業協力開拓区
产业合作拓展区
成都未来テクノロジ
ータウンエリア
成都未来科技城

デジタル文化クリエイティブ協力区―――ガゼル谷 数字文创合作区——瞪羚谷

産業配置：当該エリアは、協力モデル区の中核エリア
であり、アニメ・ゲーム、デジタルメディア、文化展
示会、文化ビジネス、文化科学技術等の産業を重点的
に発展する。

产业布局：该片区是合作示范区的成熟核心区，重点发展动漫游戏、
数字媒体、文化会展、文化商业、文化科技等产业。

サービス貿易協力区――騎龍エリア 服务贸易合作区——骑龙片区

産業配置：かかるエリアは協力モデル区の早期建設区と
して、アニメ・ゲーム、情報サービス、クリエイティブ
デザイン、文化貿易、文化金融等の産業に重点を置き、
中日共同革新クリエイティブセンターを構築する。

产业布局：该片区是合作示范区的起步建设区，重点发展动漫游戏、
信息服务、创意设计、文化贸易、文化金融等产业，着力打造中日联
合创新创意中心。

産業協力開拓区――成都未来テクノロジータウンエリア 产业合作拓展区——成都未来科技城片区

産業配置：当該エリアは、協力モデル区の機能拡大区
として、臨空経済、文化展示会、文化貿易、文化観光、
文化教育等の細かい産業分野に重点を置き、中日「文
化＋」協力モデルの構築に注力する。

产业布局：该片区是合作示范区的功能拓展区，重点发展临空经济、
文化会展、文化贸易、文化旅游、文化教育等产业细分领域，着力打
造中日“文化+”合作示范高地。



外延产业

外延産業

成都中日産業パークの産業計画――1+3+Nの産業体系

信息服务

会议会展

工业设计

互联网

电子竞技

住宿餐饮

现代商贸

教育培训

医疗服务

健康养生

现代物流

旅游娱乐

情報サービス

会議・展示会

工業デザイン

インターネット

電子競技

宿泊飲食

現代商業貿易

教育訓練

医療サービス

健康づくり

現代物流

観光娯楽

成都中日产业园将重点打造产业之间存在紧密的协同和互动关系，产业
的融合创新使产业业态、载体功能、产品内容之间打破领域边界，形成
跨界渗透。

モデル区は各産業の間に存在してる緊密な協同とインタラクティブの関係を重
点的に造り上げる。産業の融合革新は産業業態、キャリア機能、製品の内容の
間に分野の境界を打ち破り、業界を越えた浸透を形成できる。

文化の創意
文化创意情報技術

电子信息

スマート製造
先进制造

ハイエンドのサービス
高端专业服务

半导体
半導体

物联网
モノネットワーク

AR/VR 系统集成
システム統合

工业机器人
工業ロボット

创意设计
コンテンツデーザイン

3D打印
３Dプリント

航空研发制造
航空開発製造

金融服务
金融サービス

商务服务
ビジネス
サービス

数据外包
データ・アウトソー
ジング

外延产业

外延産業

技术协同
技術協同

服务支持
サービス
サポート

技术协同
技術協同

成都中日产业园产业规划——1+3+N的产业体系



合作提案
協力の提案

TOD开发TOD開発

高新区是成都最先尝试TOD发展模式的地区之一，目前东寺
站、陆肖站、会龙站、临江村站、观东站、新川科技园站6个
站点项目已经完成一体化设计工作，陆肖站、东寺站均已经在
全市率先完成控制性规划落地及公告，并且陆肖站也是成都市
首个TOD综合开发示范项目。

高新区は成都で最初にTOD発展モデルを試した地域
の一つで、現在、東寺駅、陸肖駅、会龍駅、臨江村駅、
観東駅、新川科技園駅の6つの駅のプロジェクトの一
体化設計が既に完成された。陸肖駅、東寺駅はすでに
全市において率先して制御性計画の実施と公告を完成
した。そして、陸肖駅は成都市初のTOD総合開発モ
デルプロジェクトでもある。

重点招引对象：综合开发商、建筑商、设
计规划机构、商贸零售企业、酒店运营机
构、餐饮娱乐机构等

重点誘致対象：総合開発業者、建築
業者、設計企画機構、商業貿易小売
企業、ホテル運営機構、飲食娯楽機
構など

陆肖站

民乐站

临江站

张家寺站

会龙大道站

新川科技园站

万安站

五根松站

城市动漫主题乐园都市アニメテーマパーク

区位：骑龙片区内
面积：占地规模约245亩，建设规模约43万㎡
产业板块：以中日联合打造全球规模最大、最具游乐价值的动漫IP主题基地为目标，规划动漫主题公园、动漫科
创园等业态，全力招引以动漫设计制作、展示、运营为代表的动漫行业优质项目及游乐行业龙头企业，建设特色
动漫游乐载体，创建中国首座集动漫生产、动漫体验、动漫休闲于一体的动漫港。

位置：騎龍エリア内
面積：敷地面積規模は約245ムー、建設希望は約43万㎡
産業分野：中国と日本が共同で世界規模最大、最も遊楽価値のあるアニメ・漫画IPテーマ基地を構
築することを目指して、アニメ・漫画テーマパーク、アニメ・漫画テクノロジパークなどの業態を
企画し、アニメ・漫画のデザイン・制作、展示、運営を代表とするアニメ業界の優れたプロジェク
トと遊楽業界のリーディング企業を全力で誘致し、特色のあるアニメ・漫画のキャリアを建設し、
中国初のアニメ生産、アニメ体験、アニメリゾートが一体となったアニメ港を建設する。

都市アニメのテーマパー
ク

重点招引对象：动漫游戏设计公司、主题乐园开发运营机构、专业学校培训机构、主题乐园开发商、商业综
合体运营商。

重点誘致対象：アニメ・ゲーム設計会社、テーマパーク開発運営機構、専門学校研修機関、テーマ
パーク開発業者、商業総合体運営業者。



中日联合创新中心中日共同イノベーションセンター

区位：骑龙片区内
面积：占地规模约21亩，建设规模约5.6万㎡
产业板块：国际联合创新中心覆盖人工智能、物联网、AR/VR、机器人等前沿领域，同时布局现代新兴消费领域，
大力引进科研院所促进科技成果转化落地，汇聚金融科技完善资金链，着力建设国家级产业孵化平台。

位置：騎龍エリア内
面積：敷地面積規模16ムー、建設規模は約5.6万㎡
産業分野：国際連携イノベーションセンターは人工知能、IoT、AR/VR、ロボットなどの先端領域
をカバーし、同時に現代の新興消費分野にも布石し、科学研究院を導入し、科学技術成果の転化・
実施を促進し、金融科学技術を集積し、資金チェーンを整備し、国家級産業インキュベータープ
ラットフォームの構築に力を入れる。

重点招引对象：科技初创企业、中小企业、投资基金、金融服务机构、专业孵化器、园区综合开发商等。

主な誘致企業：初めて科学技術系企業、中小企業、投資ファンド、金融サービス機構、専門孵化器、
園区の総合開発業者など

日本センター 日本中心

区位：骑龙板块内
面积：占地规模16亩，建设规模约4.3万㎡

重点招引对象：企业总部类项目重点誘致対象：企業本部類のプロジェクト

位置：騎龍エリア内
面積：敷地面積規模16ムー、建設規模は約4.3万㎡

合作提案
協力の提案



中日数字文创国际基地中日デジタル文化・クリエイティブ国際基地

区位：瞪羚谷片区内
面积：占地规模约385亩，建设规模约32万㎡
产业板块:文化艺术相关

位置：ガゼル谷エリア内
面積：敷地面積規模385ムー、建設規模は約32万㎡
産業分野：文化技術関連

重点招引对象：游戏产品开发、内容制作
传播、数字音乐平台、影视内容创作

重点誘致対象：ゲーム開発、コンテンツの制作・伝
達、デジタル音楽プラットフォーム、映画・ドラマ
コンテンツ創作

国际动漫街区国際アニメ・漫画エリア

产业版块：该项目重点聚焦动漫原创、IP
运营、游戏软件开发制作等领域，打造集
聚产品研发、制作、推广、娱乐等多功能
于一体的动漫创意文化产业体系。

位置：騎龍エリア内
面積：敷地面積規模45ムー、建設規模は約5万㎡

産業分野：当該プロジェクトは、アニメ・漫画
のオリジナル創作、IP運用、ゲームソフトウェ
アの開発・制作等の分野にフォーカスし、製品
の研究開発、制作、プロモーション、エンター
テインメント等を一体化したアニメ・漫画クリ
エイティブ文化産業体系を構築する。

区位：骑龙片区内
面积：占地规模约为45亩，建
设规模约为5万㎡

合作提案
協力の提案



营商环境
ビジネス環境

设立专项资金，梯度培育钟子期雏鹰、瞪羚、独角及龙头企业，最高给予
200万元一次性奖励

产业培育

人才激励

科技创新

产业服务

产业招引

ハイレベル企業と重大産業プロジェクトに対して、最適な優遇策を打
ち出し、1億元（15億円）を上限とする補助金を提供する。

成都高新区における『ゴールデンパンダ（金熊猫）計画』を実施し、人材
資源のイノベーション型への転化を促進することに関する若干の政策各種
人材に対して、最高220平方メートルの人材アパート及び500万元（7500
万円）の創業資金を提供する。

各主導産業については、産業生態サイクルを構築し、研究開発、販
売等のプロセスに対して1000万元（1.5億円）を上限とする補助金
を提供する。

科学技術革新発展資金を設立し、企業の研究開発とイノベーションを
支援し、1000万元（1.5億円）を上限とする補助金を提供する。

産業育成

人材インセンティブ制度産業サービス

産業誘致

针对高能级企业和重大产业项目，量身定制政策，最高奖补1亿元

特別資金を設け、段階的にタカノ雛、ガゼル、ユニコーン及びリーディング
企業を育成し、200万元（3000万円）を上限とする奨励金を一括で提供する
。

成都高新区实施“金熊猫”计划促进人才资源向创新动能转化若干政策。
针对各类人才，最高提供220平方米人才公寓及500万元的创业启动资金。

针对各主导产业，打造产业生态圈，对于研发、销售等环节最高可
补贴1000万元

设立科技创新发展资金，支持企业研
发创新，最高补贴1000万元。

覆盖企业
全生命周期

企業全体のライ
フサイクルをカ
バーする

科学技術革新

法制化

知的財産権法廷の開設、産業導入
育成、サービスをカバーし産業のオールライ
フサイクルを貫く専門的奨励政策

法制化

开设知识产权法庭
涵盖产业引进、培育、服务，贯穿产业全生命
周期的专业激励政策

便利化

90％以上の審査承認サービスは「ワンストップ」
70％以上の審査承認サービスは「ワン窓口」
モバイル政務ホール等のイノベーション型政務サービスモデル

利便化

90%以上审批服务"一次办"
70%以上的审批服务"一窗办" 
移动政务大厅等创新型政务服务模式

国际贸易"单一窗口"
综保区"7*24"小时预约通关
外商投资准入前国民待遇加负面清单

国际化
国際貿易「ワン窓口」
総合保税区「7*24」時間対応の通関予約
外商投資参入前の国民待遇＋ネガティブリスト

国際化



谢谢聆听
ありがとうございます

成都高新区管委会：http://www.cdht.gov.cn/

汤杰仁 18374557130（日本語可）

罗肖 19983203013（中文）

成都高新区管理委員会：http://www.cdht.gov.cn/
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