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成立背景
設立の背景

2020 年 4 月 27 日，国家发改委批准
在大连、天津、上海、苏州、青岛、成都

6 市设立中日地方发展合作示范区

中日（大连）地方发展合作示范区
唯一获批两个产业方向

面积最大
东北地区唯一

2020 年 4 月 27 日、国家発展改革委員会は
大連、天津、上海、蘇州、青島、成都の

6 市に中日地方発展協力モデル区の設立を承認しました

中日（大連）地方発展協力モデル区は
唯一二つの産業方向が承認された

面積が最大となる
東北地方で唯一のモデル区です
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示范区概况
モデル区の概況



渤海
黄海金普新区

大 连 市 区

规划面积：5 平方公里
計画面積：5 平方キロメートル

规划面积：5 平方公里
計画面積：5 平方キロメートル

规划面积：14.92 平方公里
計画面積：14.92 平方キロメートル

规划面积：28 平方公里
計画面積：28 平方キロメートル

西中岛片区
西中島エリア

松木岛片区
松木島エリア

新日本工业团地片区
新日本工業団地エリア

花园口片区
花園口エリア

大 連 市 内

长兴岛经济区

普兰店区

庄河市

瓦房店市
瓦房店市

長興島経済区

普蘭店区

荘河市

长海县
長海県

渤海
黄海

示范区规划
モデル区の計画

“一核两翼、多片区联动” 

「一コア二翼、多エリア連動」

“一核”

以金普新区为核心区域，对日开展

高端装备制造与新材料产业合作

「ワンコア」
金普新区をコア区として、日本向けのハイエンド
装備製造及び新材料産業の協力を展開します

“两翼”

沿黄海、渤海两翼向长兴岛经济区、花园口经济区扩展

依托长兴岛经济区国家级石化基地，对日开展化工新材料产业合作

依托花园口经济区国家新材料产业基地，对日开展新材料产业合作

「両翼」
黄海、渤海の両翼に沿って長興島経済区、花園口経済区へと拡大をはかる

長興島経済区国家級石油化学基地に依拠し、日本向け化学工業新材料産業協力を展開します
花園口経済区国家新材料産業基地に依拠し、日本向け新材料産業協力を展開します

“多片区联动” 

在核心区和扩展区布局 4个中日合作片区

新日本工业团地中日合作高端装备制造和金属新材料片区

松木岛中日合作化工新材料片区

西中岛中日合作化工新材料片区

花园口中日合作新材料产业片区

「マルチエリア連動」
コアエリアと拡張エリアに四つの中日協力区を配置します

新日本工業団地の中日提携ハイエンド装備製造と金属新材料エリア
松木島中日協力化学工業新材料エリア
西中島中日協力化学工業新材料エリア

花園口中日協力新材料産業エリア

大连金石滩国家旅游度假区
大連金石灘国家観光リゾート

中国（辽宁）自由贸易试验区大连片区
中国（遼寧）自由貿易試験区大連エリア



到 2025 年，示范区聚焦高端装备制造和新材料产业，建

成与国际合作接轨的营商环境，形成便捷高效、沟通顺畅的合

作机制，构建功能完善的技术创新、产业对接、金融服务、人

才信息等合作平台。通过重点区域和重点领域的深入合作，聚

焦一批具有标志性、引领性的中日地方合作项目。

到“十四五”期末，将示范区打造成为日本产品进入并开

拓中国市场的基础与跳板，打造成为营商环境最优、经营成本

最低的日本企业投资盈利的热土。将示范区建设成为中日地方

发展合作的样板区，以及引领大连、服务东北对外开放合作的

先导区。

2025 年までに、モデルエリアはハイエンド装備製造と新材料産業に
焦点を合わせ、国際提携とリンクする経営ビジネス環境を構築し、便利
で効率的、且つ円滑なコミュニケーションがはかれる協力メカニズムを
形成し、機能が整った技術革新、産業協力、金融サービス、人材情報な
どの提携プラットフォームを構築する。　重点区域と重点領域の深い協
力を通じて、焦点を標識性、先導性のある一群の中日地方協力プロジェ
クトに合わせます。

「第１４期５か年計画」期末までに、モデルエリアに日本製品の取り
込みと中国市場開拓の基礎と踏み板を作り込み、最良の経営ビジネス環
境と最低限の経営コストで利益の出る日本企業の投資ホットグラウンド
を造成する。モデルエリアに中日地方発展協力の見本区、及び大連を導
き、東北対外開放の提携サービスをするための先導区を建設する。

发展目标
発展目標



主要任务
主要任務

中日（大连）地方发展合作示范区将聚焦

中日地方発展提携モデル区は下記の産業に焦点を当てます

高端装备制造产业
ハイエンド装備製造産業

新 材 料 产 业
新 材 料 産 業

合作平台
協力プラットフォーム

技術革新

产业对接

産業連携 人材情報交流

金融服务

金融サービス

技术创新 人才信息交流



管理模式创新
管理模式革新

示范区借鉴国内外先进经验，以“政府主导、企业主体、市场化运作”为原则，积极探索创新园区管理运营模式

积极吸引、招纳日方企业、机构，以及国内知名企业、机构开展示范区建设管理及招商引资，

组建开发建设市场化、股份制、专业化的主体开发企业。

モデル区は国内外の先進的な経験を鏡にして、「政府主導、企業主体、市場化運営」を原則として、
積極的に革新園区の管理運営パターンを模索しています。

積極的に日本企業、機構を招き入れ、また国内の著名な企業、機構のモデル区の建設管理と資本誘致を展開し、
市場化、株式制、専業化を主体とする開発企業を組織的に建設し開発していきます。

地方政府
地方政府

央企
中央管轄企業

外资企业
外資企業



金普新区经国务院批准于 2014 年 6 月 23 日设立

全国第 10 个、东北地区第一个国家级新区

是中国（辽宁）自由贸易试验区大连片区的承载地

金普新区は国務院の承認を経て 2014 年 6 月 23 日に設立されました。
全国第 10 番目、東北地区第１番目の国家級新区。
中国（遼寧）自由貿易試験区大連エリア区の積載地です。

核心区：大连金普新区
コア区：大連金普新区

“一地一极三区”战略定位
面向东北亚区域开放合作的战略高地
引领东北地区全面振兴的重要增长极
老工业基地转变发展方式的先导区
体制机制创新与自主创新的示范区
新型城镇化和城乡统筹的先行区

「一地一極三区」戦略位置づけ
東北アジア地域の開放協力に向けた戦略高地
東北地方の全面的な振興を牽引する重要な成長極地
旧工業基地の発展方式を転換する先導区。
体制メカニズムの革新と自主的創造革新のモデル区
新型都市化と都市・農村統一計画の先行区

常住人口：157 万
总面积：2299 平方公里

総面積：2299 平方キロメートル
常住人口：157 万

2019 年

2073.5 亿元 / 億元
实现地区生产总值 地域総生産高の実現

192.9 亿元 / 億元
一般公共预算收入 一般公共予算収入

343 亿元 / 億元
固定资产投资 固定資産投資

3.38 亿美元 / 億米ドル
实际利用外资 外資の実際利用高



新日本工业团地片区
新日本工業団地エリア

ハイエンド装備製造と金属新材料産業に焦点を当て、日本
電産新工場を先導として、積極的に産業チェーンの上流・
下流企業の投資・工場設立の導入をはかり、新エネルギー
自動車、ＡＩ、自動車部品、新型軽合金、高品質特殊鋼等
自動車用金属新材料産業の先導企業を招き入れ工業団地へ
の移入を誘致します。

聚焦高端装备制造和金属新材料产业，以日本电产新工厂为

龙头，积极引进产业链上下游企业入园投资设厂，吸引新能

源汽车、智能汽车零部件、新型轻合金、高品质特种钢等车

用金属新材料产业龙头企业入园。

日本日建设计株式会社已完成概念性设计

日本日建設計株式会社は概念的な設計を完了

规划
計画

规划占地 28 平方公里

规划建设用地 16 平方公里

规划人口 15 万

計画敷地面積が 28 平方キロメートル、
計画建設用地面積が 16 平方キロメートル、
計画人口が 15 万人。

发展方向
発展方向



通过渤海大道、沈海高速、哈大高铁
向南可快速到达大连市区

向北可达沈阳等东北重要城市

距周水子国际机场约 37 公里 距大连市区约 40 公里

距大连新机场约 25 公里

距高铁站约 35 公里 距大窑湾货运港口约 43 公里

新日本工业团地片区
新日本工業団地エリア

大連の新空港から約 25km

高速鉄道駅から約 35km 大窯湾の貨物輸送港から約 43km

渤海大道、沈海高速、哈大高速鉄道を通じて
南進すれば大連市内に短時間で到着

北進すれは瀋陽など東北の重要都市に到達可能

周水子国際空港から約 37km 大連市から約 40km



总投资 10 亿美元，设计年产 360 万台电动汽车马达，并配套建设规模为 1000 人的研发中心，为项目配套

的 34 家关联企业将同步入驻。

新日本工业团地片区
新日本工業団地エリア

投資総額が 10 億米ドル、年間設計生産能力が 360 万台の EV モーター工場で、1000 人規模の研究開発セ
ンターも併設されます。また本プロジェクトの関連サプライヤー 34 社も同時にエリアに移管されます。

代表项目
代表プロジェクト

日本电产（大连）新工厂
日本電産（大連）新工場



松木岛片区
松木島エリア

面积：14.92 平方公里

距大连主城区 50 公里

距大窑湾 40 公里

距周水子机场 70 公里

距沈阳 290 公里

省级经济开发区
省級の経済開発区

面積：14.92 平方キロメートル
大連市主要区まで 50 km
大窯湾まで 40 km
周水子空港まで 70 km
瀋陽まで 290 km 



松木岛片区
松木島エリア

主导产业
主要な産業

规划建设
計画建設

国际医药研发制造外包中心
国際医薬研究開発製造アウトソーシングセンター

占地 20 万平方米，承接中日医药研发产业合作。

敷地面積が 20 万平方メートルで、
中日医薬研究開発産業の協力を受入れます。

半导体材料 半導体材料

高分子材料 高分子材料

催化剂 触媒

生物医药 バイオ医薬



西中岛片区
西中島エリア

面积：5 平方公里

区位：大连长兴岛经济技术开发区

面積：5 平方キロメートル
エリア位置：大連長興島経済技術開発区

中国七大石化产业基地之一
东北唯一的国家级石化产业基地

国家级经济技术开发区
国家新型工业化产业示范基地

中国の七大石油化学産業基地の一つ
東北唯一の国家級石油化学産業基地

国家級経済技術開発区
国家新型工業化産業モデル基地



西中岛片区
西中島エリア

片区位于中国七大石化产业基地之ー，大连长兴岛（西中岛）石化产业基地核

心区内，起步规划面积 5 平方公里。基地规划炼化一体化规模 4000 万吨级（远

景 6000 万吨），目标建成世界一流石化产业基地。

空间布局
空間レイアウト

发展方向
発展方向

エリア区は基地の精製一体化及び軽質化原料とガスを総合的に利用した産業チェ
ーンの群集的な発展のメリットにより、日本の化学工業企業に向けて化学工業の
新材料、ハイエンド化学品、水素エネルギーの総合利用など下流の精鋭深加工産
業プロジェクトに焦点を合せ発展させていく。　

片区依托基地炼化一体化以及轻质化原料和气体综合

利用产业链集群发展优势，面向日本化工企业聚焦发

展化工新材料、高端化学品、氢能源综合利用等下游

精深加工产业项目。

エリア区は中国の七大石化産業基地のーつに位置し、大連長興島（西中島）
石化産業基地のコア区内で、当初面積は 5 平方キロメートルです。基地計画
の精製一体化規模は 4000 万トン級（将来の見通しは 6000 万トン）で、世界
一流の石化産業基地の建設を目標にしています。



花园口片区
花園口エリア

面积：5 平方公里

区位：大连花园口经济区

面積：5 平方キロメートル
エリア位置 : 大連花園口経済区

国家新材料高技术产业基地

国家住宅产业化基地 

辽宁金融创新试验区 

辽宁省沿海对外开放五大重点区域之一 

大连市生物产业基地

国家新材料ハイテク産業基地

国家住宅産業化基地

遼寧金融革新試験区

遼寧省沿海対外開放の五大重点地域の一つ

大連市バイオ産業基地



花园口片区
花園口エリア

产业布局
産業配置

发展方向
発展方向

花园口新材料产业片区聚焦航空航天材料、新能源材料、先

进金属材料、特种陶瓷新材料、新型功能膜材料等产业，同

步围绕新能源与智能网联汽车及关键零部件制造等领域开展

对日合作。

航空宇宙材料、新エネルギー材料、先進金属材料、特殊セラミックス新材料、新型機能フィルム材料
航空航天材料、新能源材料、先进金属材料、特种陶瓷新材料、新型功能膜材料。

花園口新材料産業エリア区は航空宇宙材料、新エネルギー
材料、先進金属材料、特殊セラミックス新材料、新型機能
フィルム材料などの産業に焦点を合せ、同時に新エネルギ
ーと知能をネットワークとした自動車及び重要部品の製造
などの領域をめぐって対日協力を展開します。



推进中日检验检疫互信互认体系建设 

推动建立标准及技术法规共享平台和公共检测服务平台 

建立官民一体联合检验检疫通关中心 

筹建日本商品和产品的展示中心 

建设中日跨境电子商务口岸 

打造大连对日转口贸易、进出口贸易基地 

积极申报并举办中日贸易博览会

以自贸区为龙头的中日经贸合作
自由貿易地区を先導とした中日経済貿易協力

中日検査検疫相互信頼システム構築の推進。
標準及び技術法規の共有プラットフォームと公共計測設立の推進。
官民一体の共同検査検疫通関センターを設立。
日本商品と製品の展示センター建設を準備。
中日クロスボーダー電子商取引港の建設。
大連の対日貿易、輸出入貿易基地の構築。
積極的な中日貿易博覧会開催の申請と実施。



以金石滩为龙头的中日文创旅游合作
金石灘が先導役となる中日文化クリエーション旅遊協力

人文上对日开放： 
全力筹备东北亚艺术中心建设，学习上海自贸区的成功经验。

在金石滩国家旅游度假区投资 60 亿元建设金石滩京都风情街项目，

实现“到大连、游京都”。

以金石滩为牵引，大力发展文旅产业：
以世界眼光和战略思维统筹谋划新区旅游业发展。

打造世界一流的国际旅游度假区，成为享誉国际国内的旅游城市名片。

人文上の対日開放：
東北アジア芸術センターの建設を全力で準備し、上海自由貿易区の
成功経験を学ぶ。
金石灘国家観光リゾートに 60 億元を投資して金石灘京風情街プロ
ジェクトを建設し、「大連、京遊び」を実現。
金石灘が牽引役となり、文化旅遊産業を大いに発展させます：
世界的視点と戦略的思考で新区観光業の発展を画策する。
世界一流の国際観光リゾートを立ち上げて、国際や国内で人気のあ
る観光都市の名刺とする。



发展基础
発展の基礎



大连工业基础雄厚，产业门类齐全
大連の工業基礎が厚く、産業部門の種類が潤沢

全国大型船舶及海洋工程建造基地

国内最大的组合机床生产基地

国家级数控机床产业化和数控功能部件研发制造基地

国内内燃机车和大功率电力机车研制基地

全国的な大型船舶及び海洋工程建造基地
国内最大の複合工作機械の生産基地
国家級 NC 制御工作機械の産業化とデジタル制御機能部品
の研究開発と製造基地
国内での内燃機関車と大出力電気機関車の開発基地



大连工业基础雄厚，产业门类齐全
大連の工業基礎が厚く、産業部門の種類が潤沢

拥有一大批国内同行业的排头兵企业
大船重工、中车大连机车、冰山集团、重工起重、瓦轴、

中远船务、大橡塑等

装备制造业和新材料产业基础雄厚、实力较强
金普新区装备制造业示范基地跻身全国五星级示范基地

花园口新材料产业集群位列全国七大新材料产业基地之一

国内の同業界の先頭を切る企業を多数有する
大連船舶重工、中車大連機関車、氷山グループ、重工起重、瓦軸（瓦
房店ベアリング）、中遠船務、大連ゴム・プラスチック機械など

装備製造業と新材料産業の基礎が堅固で、実力が強い
金普新区装備製造業模範基地は全国五つ星モデル基地に入っています。
花園口新材料産業群は全国七大新材料産業基地の一つに位置しています。



大连创新活力充足，人才储备丰富
大連は革新の活力が十分で、人材が豊富

大连是国家自主创新示范区

30 余所高校和科研院所

机械、电子、软件等专业实力雄厚

2019 年，全市规模以上战略性新兴产业、高技术产业增加值分

别增长 19.7% 和 24.3%。

2019 年被国务院评为“大力培育发展战略性新兴产业、产业特

色优势明显、技术创新能力较强、产业基础雄厚的地方”。

大連は国家自主革新モデル区です。
30 余りの大学と科学研究機関があり、
機械、電子、ソフトウェア専門の実力が十分です。

2019 年、全市的規模以上の戦略的新興産業、ハイテク産業の増加
値はそれぞれ 19.7％と 24.3％増でした。
2019 年に国務院から「戦略的新興産業を大いに育成発展させ、産
業の特色と優位性が明確、技術革新能力が強力、産業基盤が十分な
ところ」と評されました。



大连外国语大学
拥有全国最多、最好的日语专职教师队伍，

是日本本土以外最大的日语教学基地，

日语专业在校生达 1800 人。

37
中小学教授日语课程

所 / 校

小中学校では日本語課程の授業があります

15
大学开设日语专业

所 / 校

大学では日本語専科を設けています

大連外国語大学
全国で最も多く、最も優秀な日本語専門教師チームを有しています。
日本本土以外最も大きな日本語教育拠点です。
日本語専科の在校生が 1,800 人に達しています。

国内日语人才最丰富
国内の日本語人が最も豊富 日本の関係機関のデーターによると、大連で日本語を話す人は少なくとも 30 万人います

根据日本有关机构数据，大连说日语的人数至少有 30 万人

大连创新活力充足，人才储备丰富
大連は革新の活力が十分で、人材が豊富



大连对日交往历史悠久，合作基础扎实
大連の対日本交流の歴史が長く、協力基礎は堅実

日本北九州市是大连第一个缔结的外国友好城市

日本东京银行是大连第一个外国银行代表处

万宝至马达是大连第一家外商独资企业

大连至东京航线是中日间第一条国际航线

日本北九州市は大連で初めて締結された外国の友好都市です。
日本東京銀行は大連初の外国銀行の代表処です。
マブチモーターは大連初の外資独資企業です。
大連から東京までの航空路線は中日間で第一番目の国際線です。

大连第一大贸易伙伴、第一大外资来源国

全球日资企业聚集第三多的城市

大連第一の貿易相手国、第一の外国投資国

全世界の日系企業集中が第三番目に多い都市

日本

大連



大连已经与 7 个日本县市结为友好城市或友好关系城市。

日本驻沈阳领事馆、日本贸易振兴机构以及北九州市、富山县等 7 个日本地方政府在大连设有办事处。

大连共授予 146 位外国友人为大连的荣誉市民，其中超过一半，一共 75 位为日本友人。

大連は既に日本の ７ 県都市と友好都市又は友好関係都市を締結。

日本の在瀋陽領事館、日本貿易振興機構及び北九州市、富山県等７つの日本地方自治体が大連で事務所を設けています。

大連は外国人 146 人に大連の名誉市民を授与しました。その中の半分以上の 75 人が日本の友人です。

大连对日交往历史悠久，合作基础扎实
大連の対日本交流の歴史が長く、協力基礎は堅実



大连是日本企业投资的集中地。

日本在大连已累计设立企业 4800 多家，大连是继中国上海、泰国曼谷之后，全球拥有日资企业第三多的城市。

大連は日本企業の投資の集中地です。
日本が大連に設立した企業は、既に累計 4,800 社余りになりました。大連は中国上海、
タイバンコクに次ぎ、世界で日系企業が 3 番目に多い都市です。

大连与日本双边进出口贸易额累计 2296 亿美元

占大连对外贸易总额的 24％

大連と日本の二国間輸出入貿易額は累計 2296 億ドルとなり、
大連の対外貿易総額の 24％を占めています。

截至 2019 年底
2019 年末現在

大连对日交往历史悠久，合作基础扎实
大連の対日本交流の歴史が長く、協力基礎は堅実



合作交流平台

大连赏槐会，已连续举办 30 届

大連アカシア祭りは既に 30 回連続開催されました

協力交流プラットフォーム

“日本商品展”已连续举办 11 届

「日本商品展示会」は 11 回連続開催されました

中日文化旅游大连交流大会

中日文化観光大連交流大会

日本北前船停泊港论坛 2018 年首次移师海外在大连举办

日本北前船寄港地フォーラムは 2018 年に初めて開催地を海外に移動し、大連で開催されました

大连对日交往历史悠久，合作基础扎实
大連の対日本交流の歴史が長く、協力基礎は堅実



· 在连居住半年以上的日本友人约 5000 余人。

· 大连有 1300 余家日本料理店。

· 日本是大连第一大海外旅游客源市场，约占海外客源市场总量的 34%。

· 日本是大连人出境旅游的首选目的地，每年赴日旅游的大连游客达到 21 万人次。

· 大连国际马拉松赛曾被全日空赞助并冠名，每年都有众多日本选手前来参赛。

· 日本森建设公司投资建设的森茂大厦的后街目前聚集了近 40 家日式酒吧、日餐馆、居酒屋。

· 金普新区日语节目《第二故乡》已创办二十年。

日本风情浓郁
日本風情が濃厚

・半年以上住んでいる日本の友人は約 5000 人
・大連には 1300 以上の日本料理店があります。
・日本では大連が一番大きな海外旅行客市場で、海外観光客市場の総量の 34% を占めています。
・日本は大連人が海外旅行する始め目的地で、毎年日本旅行する大連観光客は 21 万人に達しています。
・大連国際マラソンは全日空がメインスポンサーとなり、毎年多くの日本選手が参加します。
・日本の森建設会社が投資して建設した森茂ビルの裏通りには、日本酒、日本料理店、居酒屋が 40 軒近く集まっています。
・金普新区の日本語番組「第二の故郷」は番組創設 20 年になりました。

大连对日交往历史悠久，合作基础扎实
大連の対日本交流の歴史が長く、協力基礎は堅実



2019 年末，中日两国航权放开，新开东京羽田机场往返大连航线，由日本航空公司

运营。大连在对日航线上具有传统优势，对日通航点分布合理，成为东北三省、环渤

海区域与日本间的航空中枢。

大连是国内与日本开通直飞航线最多的城市

大連は中国と日本の直行便数が最も多い都市です

与东京、大阪、福冈等 9 个日本城市开通了直航航线，每周的航班多达 95 个。
東京、大阪、福岡等九つの日本都市と直行便を開通し、週間運航便数が 95 便もあります。

东京
東京

大阪
大阪

福冈
福岡

大連は一つの港都市として、横浜、北九州、博多（福
岡）等　五つの港と友好港を締結しています。
大連ではクルーズ船埠頭を設けています。大連と日
本の間のクルーズ船航路は、2019 年 3 月から 10 月
まで、大連から福岡、長崎、下関等六つの日本港ま
で計 35 回訪れ、観光客は 10 万人近くに達しました。

大连是一个港口城市，与横滨、北九州、博多 ( 福冈 )

等 5 个港口结为友好港。

大连建设有邮轮码头，大连与日本之间的邮轮航线，

2019 年 3 月至 10 月，自大连始发至福冈、长崎、

下关等 6 个日本港口共计到访 35 次，游客数量接

近 10 万人次。
2019 年末には、中日両国の航空権が更に
開放され、東京羽田空港から大連までの
ルートが新設されました。エアージャパ
ンが運営しています。大連は対日航路の
上で伝統的な優位を持っています。対日
通航点の分布が合理的で、東北三省、環
渤海地域と日本間の航空中枢になります。

大连对日交往历史悠久，合作基础扎实
大連の対日本交流の歴史が長く、協力基礎は堅実



2019 年 8 月 19 日，由国家发展改革委环资司

和国家发展改革委国合中心指导，大连金普新区

管委会、大连市发展改革委；日本国经济产业省、

日中经济协会共同举办的“中日绿色技术交流会

暨第四届中日节能环保综合论坛系列活动”在大

连金普新区成功举办。今后，大连还将与日中经

济协会持续扩大友好交往范围与频率。

大连与日中经济协会保持长期合作关系 
大連と日中経済協会は長期的な協力関係を維持

2019 年 8 月 19 日、国家発展改革委員会の環資司
と国家発展改革委員会の国際合作センターの指導
により、大連金普新区管理委員会、大連市発展改
革委員会、日本国経済産業省、日中経済協会が共
同で開催した「日本グリーン技術交流会及び第 4 
回中日省エネルギー環境保護総合フォーラムシリ
ーズ活動」が大連金普新区で成功里に開催されま
した。今後、大連は日中経済協会と友好交流の範
囲と開催頻度を拡大し続けます。



支持政策
支援政策

“双区叠加”优势
中国（辽宁）自由贸易试验区 

沈大国家自主创新示范区

「ダブルエリア重合」のメリット
中国（遼寧）自由貿易試験区

瀋陽大連国家自主革新モデル区

投資融資、　財政税、出入国、　対外貿易、　金融などの領域を含む。
包含投融资、财税、出入境、对外贸易、金融等领域

即応的な支援政策针对性支持政策



政务服务
行政サービス
优化示范区法治、政务、人文、市场、社会环境
创造一流的市场化法治化国际化营商环境

モデル区の法治、政務、人文、市場、社会環境を最適化し、
一流の市場化法治化国際化経営ビジネス環境を創造します。 落地

立地

扩产
拡充

达产
達成

增产
増産

全生命周期的优质服务
全ライフサイクルの優良サービス



未来发展
将来の発展
充分发挥辽宁沿海经济带龙头作用
当好东北对外开放合作的大门户
不断探索合作方式、扩大合作领域、深挖合作潜力，提高合作效能
为中日交流合作的不断深化和全面升级作出大连贡献

遼寧沿海経済の先導性作用を十分に発揮します。
東北対外開放協力の大きなゲートウェイとなります。
協力の方式を不断に模索し、協力領域を拡大し、協力の潜在力を深く掘り下げ、協力の効果を高めます。
中日交流協力の絶え間ない深化と全面的なアップグレードのために大連が貢献します。



携 手 并 肩 同 心 同 力
手を携えて肩を並べ、力を合わせよう！

ありがとうございます

金普新区商务局 

联系人：生伟 

电话：13804110000

邮箱：jpinvest@dljp.gov.cn

西中島企業誘致部門
連絡先：劉志軍
携帯番号：18604119866
電子メール：zhijun.liu@xizhongisland.com

花园口招商部门 

联系人：刘旭  

电话：15841120001

邮箱：842019255@qq.com

西中岛招商部门 

联系人：刘志军 

电话：18604119866

邮箱：zhijun.liu@xizhongisland.com

金普新区商務局
連絡先：生偉
携帯番号：13804110000
電子メール：jpinvest@dljp.gov.cn

花園口企業誘致部門
連絡先：劉旭
携帯番号：15841120001
電子メール：842019255@qq.com




