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1600+ NO.4 x 85000+

2019年在苏实际运营的日资企业

约1600家

双边贸易总额近300亿美元 苏州已连续八次入选“外籍人才眼
中最具吸引力的中国城市”

在苏日籍常住人口近5000人

2019年に蘇州で実際に運営され
た日系企業は約1600社

二国間貿易総額は300億
ドル近くで

日本籍の常住人口
5000人近く

8回連続で「外国人の中で最も魅
力的な中国都市」に選ばれました

長い間、蘇州と日本の経済貿易は頻繁に行われています
长期以来，苏州与日本经贸往来频繁



相城は蘇州市地域地理センターに位置する
相城位于苏州市域地理中心



5つの国際空港 5座国际机场
上海虹橋、上海浦東、杭州蕭山、蘇南（无锡硕放）、南京禄口

4つの優良港 4个优良港口
上海港、太仓港、张家港、常熟港

“双十字路” “双十字”
京沪高速鉄道と南通-蘇州-嘉興-寧波高速鉄道、

蘇州-無錫-常州城際鉄道と如蘇湖城際鉄道の交差点

高速道路網 高等级公路网
8つの高速道路口
全区快速道路約60キロメートル



高速鉄道蘇州北駅
高铁苏州北站



15本の軌道線を建設する
规划建设15条轨交线

総長316キロ
总长316公里

2号、4号線が運営開通

轨交2号、4号线已开通运营

7号、8号線が建設中

轨交7号、8号线正推进建设

空港・鉄道 · 軌道一体化
“空、铁、轨三位一体”交通网络



2017年以来，802個のハイテク産
業プロジェクトを導入し、3851億
元を投資する計画

2017年以来，累计引进产业项目802个，

计划总投资3851亿元

中国宇宙飛行科工三院306所空天材料研究院
中国航天科工三院306所空天材料研究院

中国検科院長江デルタ研究総院
中国检科院长三角研究总院

中国コンピュータ学会業務本部及
び学術交流センター

中国计算机学会业务总部和学术交流中心

長江デルタG60科創廊下知能運転産業連盟
长三角G60科创走廊智能驾驶产业联盟



全国で先頭に立つビッグデータ（ブロック
チェーン）、工業ネットワーク、ICV、科技金
融、先進材料、バイオ医薬などの「六つ未来産
業イノベーション高地」を建設する

打造全国领先的大数据（区块链）、工业互联网、智能车联网、
科技金融、先进材料、生物医药“六大未来产业创新高地”

ビッグデータ（ブロックチェーン）企業：

工業ネットワーク企業：

ICV企業：

科技金融企業：

先進材料企業：

バイオ医薬企業：

643軒
159軒
6 1軒
290軒
170軒
123軒

長江デルタ数字通貨研究院
长三角数字货币研究院

江蘇省自動車ネットワークガイドエリア
江苏省车联网先导区



今年已引进29个日资项目，总投资15.1亿美元

積水ハウス
积水住宅

ニチアス
霓佳斯

住電装
住电装

今年は日系プロジェクト29軒を導入し、
総投資額は15.1億ドルです



進出した科技基金の数が147に達し
その総合規模が1265億元を達成
入驻科技基金147支，总规模1265亿元

同済ブロックチェーン研究院など47社のブロック
チェーン企業が集まっている

已集聚同济区块链研究院等47家金融科技企业

中国銀行全面戦略提携
中国银行全面战略合作

科学技術金融産業園第一期（兆潤ビル）
科技金融产业园一期（兆润大厦）)



相城国家級経済技術開発区エリア
相城国家级经开区片区

面積は89.5km²、「スマート製造、デジ

タル経済、航空宇宙産業」の三大主導産

業を重点的に発展させる

黄埭高新区エリア
黄埭高新区片区

面積は112km²、生物医薬、光電情報、

新材料、ハイエンド設備などの産業を

中心に発展させる
相城省級高新区エリア
相城省级高新区片区

面積は62.5km²、デジタル文創、デジタル研究開発、知

恵健康とサービス貿易（クロスボーダー電子ビジネス）

などの産業を重点として発展させる

陽澄国際生態新区（高鉄新城）エリア
阳澄国际生态新区（高铁新城）片区

面積は110km²、知能科学技術、ビッグデータ、科学

技術金融、文化創意、電子ビジネスなどの新興産業を

重点として発展させる

陽澄湖省級リゾートエリア
阳澄湖省级度假区片区

面積は115km²、生態観光産業を重点として発展させる



全区の水域面積198平方キロ
全区水域面积达198平方公里

緑化のカバー率38.7%
绿化覆盖率达38.7%



「十数千万」生態建設工事を実施する

实施“十百千万”生态建设工程

21.7平方キロメートルの都市中央セ
ントラル・パークを建設する

规划建设21.7平方公里城市中央公园



美国ホイットル学校
美国荟同

宋慶齢国際幼稚園
宋庆龄国际幼儿园

国際学校（幼稚園）レイアウト図
国际学校（幼儿园）布局图



国際医療健康（蘇州）センター
国际医疗健康（苏州）中心

国开金融
国开金融

セントルイスワシントン大
学医学院
圣路易斯华盛顿大学医学院

ジョン·ホプキンス医学院
约翰 ·霍普金斯医学院

北医蘇州口腔眼科診療研究セ
ンター
北医苏州口腔眼科诊疗研究中心

復旦大学付属中山病院長三角合作病院
复旦大学附属中山医院长三角合作医院

蘇州大学付属第一病院
苏州大学附属第一医院

蘇州市母子保健院
苏州市妇幼保健院

蘇州市疾病センター
苏州市疾控中心



天虹购物中心
天虹レインボー百貨

美京假日广场
美京マジックホリデーショッピングセンター

美好荟
美好荟

圆融広場
圆融广场

吾悦广场
吾悦広場

繁花センター
繁花中心



新城ホールディングス星俪ホテル
新城控股星俪酒店

蘇州市国際会議ホテル
苏州市国际会议酒店

蘇州陽澄喜柯ホテル
苏州阳澄喜柯大酒店

蘇州中恵プルマンホテル
苏州中惠铂尔曼酒店





面積6.5平方キロメートル
占地6.5平方公里



中枢サービスのコア効果図
中枢服务核效果图



西に50分程で
太湖に着きます

東に15分程で
陽澄湖に着きます

東に15分程で
陽澄湖に着きます

35%
绿地覆盖率

绿地敷地

20%
水面覆盖率

水面敷地

0.17
整体建筑密度

全体建築面積

0.78
容积率

容積率



地下は分層交通網を建設し

地下分层建设交通网

地鉄線は6本がある
途经地铁线有6条



120万平方メートルの国際人材マンション
120万方国际人才公寓

30万平方メートル商業総合体
30万方商业综合体

10校のビル式知名大学
10所以上楼宇式知名大学

2校の国際学校
2所国际学校

5つの国際幼稚園
5所国际幼儿园

10つの開放式競技場
10大开放式运动场地

30キロメートルの浜水徐行歩道
30公里滨水慢行步道



YEARS

5～8年
建設完了

YEARS

5～10年
導入完了

THOUSANDS

10万以上
ハイテク開発人材を集めます



漕湖ビル
漕湖大厦

平谦国際（相城）現代産業園
平谦国际（相城）现代产业园

面積22平方キロメートル
占地22平方公里
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