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展示センタ 281

セットサービス16399 
sqm

展示センター5281 sqm

人材マンション10282 

創意工場 33196 sqm

産業工場建物 31582
sqm

sqm

育成センター：敷地面積60ムーで、竣工時の建築総面積は11.29万平方メートルで、二つの
生産ビ 四 孵化ビ 人材 中小企業 サ ビ セ タ
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生産ビル、四つの孵化ビル、一つの人材マンション、一つの中小企業のサービスセンター、
一つのエキジビション ビル、一つの銀行サービス機関といった建物からなる。
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地域優位性

日本中小企業寧波育成センターは中国東南沿岸都市で寧波余姚市に位置する。

余姚市は中国大陸黄金海岸線中段
できれいで富裕な揚子江デルタ南
側に位置して 西：杭州（約100側に位置して、西：杭州（約100
キロメートル ）、北に杭州湾
ベイブリッジに臨み、上海と海で
隔てている 総面積は1527キロ平隔てている。総面積は1527キロ平
方メートルで、83万戸籍人口を持
つ、きれいで豊な開放都市である。
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地域優位性

余姚 ● 交通

道路：高速道路が境を貫く。
杭州湾ベイブリッジの完成により、
上海 杭州 寧波三角の黄金節点上海、杭州、寧波三角の黄金節点
となる。

鉄道 現時点 杭州寧波線 浙江鉄道：現時点では杭州寧波線、浙江
湖南線で全国鉄道網を連続する。
工事中の杭州寧波高速鉄道は余姚市
を貫いて 出来上が たら 15分だを貫いて、出来上がったら、15分だ
けで寧波と杭州に到着できる、上海
までただ一時間で到着できる。
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地域優位性

港：中国第2港 世界第四港であり寧波北侖

余姚 ● 交通

港：中国第2港、世界第四港であり寧波北侖
港は余姚市まで車で一時間足らず到着できる。
揚子江デルタ地区における臨海貿易港として、
現在に100カ以上の国と地域の600個港と行き現在に100カ以上の国と地域の600個港と行き
来している。また、南北の海運における主要
中継地点として大きな役割を果たしている。
年間コンテン取扱量は4.33億トンに達し、コ年間 ンテン取扱量は4.33億トンに達し、
ンテナ1451万である。余姚市は上海港まで200
キロメートルだけである。

空港：空港：余姚市を上海2時間
交流範囲に入って、その近くに四
つの国際空港があるつの国際空港がある。
上海浦東空港、上海虹橋国際空港、
杭州萧山国際空港、寧波栎社国際

空港
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経済環境

改革開放して以来 余姚市はず と全国経済総合実力百ト プランキン

余姚 ● 実力

改革開放して以来、余姚市はずっと全国経済総合実力百トップランキン
グに入っている。「プラスチック王国、金型故郷」と言われている。工
業経済はメーター、電子、プラスチック、化工、軽工業、機械、冶金な

新ど伝統的な中核産業を基礎にし、機械、電子、メータ一体化し、新材料、
精密化工などハイテク産業が急速な発展を遂げた。ペン、ボタン、自動
車パーツ、水道暖房設備、電動工具、ライター、消防器材、ステンレス
などの業界を主にして、全市各地に普及している。

余姚市三回連続で中国もっと幸せな都市に入選された；
三回連続して中国大陸フォーブズ最も良い県レベル都市第8位になる；三回連続して中国大陸フォ ブズ最も良い県レ ル都市第8位になる；
2011年中国県市経済基本競争力百トップランキング8位；
2011年中国総合実力百トップ県市ランキング12位；
2011年中国中小都市総合実力百トップランキング14位；2011年中国中小都市総合実力百トップランキング14位；
中国民営経済もっとも活力のある都市；
中国優秀な創新型都市
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経済環境

概算によると 2011年 余姚市の地方総生産額は658 8億元で

余姚 ●実力

概算によると、2011年、余姚市の地方総生産額は658.8億元で
前年同期より10.1％増えた。産業別では、第一産業の増加値は
40.40億元で前年同期より3.9％増え、第二産業の増加値は394.13億

前年同期 ％増え（ うち 業増加値 億元で前年同期より11.3％増え（そのうち、工業増加値は367.27億元
で前年同期より11.1％増え）、第三産業の増加値は224.29億元で前
年同期より9.1％増えた。1人当たり総生産額は78973元で、年平均
レートの6.459で換算すれば、12227ドルとなる。
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経済環境

余姚市の一日

指標 計算単位 絶対値

余姚 ● 実力

地方総生産高（GDP) 万元 18050 

財政一般予算収入 万元 2761 

そのうち：地方生産収入 万元 1507 

社会固定資産投資 万元 7104 

規模以上工業生産高 万元 28623規模以上工業生産高 万元 28623 

規模以上工業利潤総額 万元 1355 

社会消耗品小売総額 万元 7115 社会消耗品小売総額 万元

輸入輸出総額 万ドル 2078

そのうち：自営輸出額 万ドル 1540 

社会電力消耗 万千ワット/H 1770

そのうち：工業電力消耗 万千ワット/H 1429

道路客運輸業務量 万人 7 57
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道路客運輸業務量 万人 7.57

道路商品運輸業務量 万トン 3.18



経済環境

中国プラスチック城は余姚市北部に位置して、プラス
原料 プ 製品 プ 機械加チック原料、プラスチック製品、プラスチック機械加工、

取引及び情報交流、展示即売、技術開発を一体化した、
高いレベル、総合性、多機能、広範囲向けの全国的なプ
ラスチック専門市場である。

中国プラスチック城

中国軽工業（余姚）金型城は余姚
市街区の北側に位置して、金型加浙江遠東工業城

中国
プラスチック

城 市街区 北側 位置 、 加
工、模型設計と研究開発、金型の
技術指導、金型の情報サービスと
金型材料設備の取引などの多機能
を 体化した国内の先進的水準を

余姚の
三城

を一体化した国内の先進的水準を
持つ金型工業区である。

浙江遠東工業城は台湾商人（台湾おもちゃ同業組合部分の成
員）独資で開発したプロジェクトで 浙江省余姚経済開発区南員）独資で開発したプロジェクトで、浙江省余姚経済開発区南
区に位置する。区内に進出企業が66社あり、その中の台湾、香
港、日本、米国、イギリス、オーストラリア、韓国などの10数
国家と地域からのである。投資家のリードとする構想、独特な
理念 高水準からのスタ ト計画 高水準の建設をもつので
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理念、高水準からのスタート計画、高水準の建設をもつので、
遠東工業城は国内外においてかなり有名な花園式模範工業区に
なって、余姚の対外宣伝の主力となるウィンドウである。



経済環境

インタラクティブの外資環境

日本中小企業寧波育成センター周辺地域経済が急速な発展を遂げた。それに、発展潜在能力が巨

大で政府政策も他よりも優っているし 住みやすい 望ましいビジネス都市であるので 沢山中大で政府政策も他よりも優っているし、住みやすい、望ましいビジネス都市であるので、沢山中

外企業が余姚市に投資にやってきた。1984年第一社中日合弁会社が余姚市に成立した。現在まで

すでに1700社以上の外資、合資産業クループに形成した。

安定したより速い発展の台湾企業
台湾企業はすでに余姚市外資投資第二大目出どころになった。車王、雷虎、奇高、大墩が団を組ん

で一番初めの台湾ビジネスマンが独資で開発した遠東工業城に入った。余姚の対外宣伝の主力とな

るウィンドウである国内外においてかなり有名な花園式模範工業区になって、余姚の対外宣伝の主

安定したより速い発展の台湾企業

力となるウィンドウである。

1984年、一番初めの中日合弁会社である長城精工会社が余姚市に成立された。2011年

日系企業の集め

年末現在では、共に87社日系企業があり、総投資額は5.3億ドルに達し、中では、山陽
特殊鋼、大建工業、伊藤園、Combi、三菱物産などの企業が余姚市に入居されたことか
ら、友好的な中日貿易協力関係が形成した。
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販売網

1

1

1
皮瑞奥

高明 金兆丰
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販売網

Fovitec
(USA)

Fovitec
(BU)

Fovitec
(GERMAN)

Fovitec
(INDIA)

Fovitec
(ASIA)

Fovitec
(UK)

良い国際人材チームを持っていなくて国際販売ルートもない中小企業
と小企業の現状に基づいて、寧波金輝グループが成立したFOVITECグ
ループを通じて、中小企業寧波育成センターに入った中小企業と小企
業に対して、国際市場と販売ルートを開拓して差し上げる。
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業に対して、国際市場と販売ル トを開拓して差し上げる。



政策について

日本中小企業領域をリードする

• 光学技術 •エコ技術•医療機械

•自動車バーツ •他の電子業

もっとうまく現在に構築した販売網を活用するために、資金のこ
とも考えて、寧波育成センターは5～10社以上業界の日本中小企
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業を毎年に招き入れてる。それなら、より良い機能を発揮できる。



政策について

寧波育成センターが人材と企業の招きを結びつけて、政府の関係政策を加えて、色々と奨励と
地区別政策を提供する。
１、人材の招き：国家、浙江省、寧波市からの人材招き政策以外、余姚市政府も人材特別手当
も提供する。余姚市が必要となる人材を招ったら、10-150万元の招き奨励を与えて、さらに人
当たりに2000-10000元の政府特別手当を与える、但し、この特別手当は時間の制限あり、二年
を超えてはいけないとのことであるを超えてはいけないとのことである。
奨励：
「国家千人計画」の専門家に入っては、200万元の手当；
「浙江省千人計画」の専門家に入っては、100万元の手当；
「寧波315計画」の海外人材にはい ては 50万元の手当；「寧波315計画」の海外人材にはいっては、50万元の手当；
对于列入宁波“315计划”的海外人才，给予50万元奖励；

企業或は仲介会社、個人が国家と浙江省「千人計画」専門家を余姚市に創業、仕事とサービス
させたら、それぞれ、20万元、100万元の手当を与える。
企業創新 支援企業創新の支援：
三つの500元である。即ち500万元の創業支援資金、500万元の創業種資金、企業が創業してから
三年以内に最高500万の銀行同期貸付金基準利率の全額割引利息として支援するわけである。
それと同時に、世界一流レベルの創業創新チームに対して、ケースバイケースという方式を用創 創
いる。
貢献手当：
国内外エリート人材が創立したプロジェクトのある孵化企業に対して、三年以内に同社が納付
された企業所得税 営業税 付加価値税から保留した一定割合部分を全額として援助する 三
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された企業所得税、営業税、付加価値税から保留した 定割合部分を全額として援助する。三
年後、以上の三つ税金からの保留した一定割合部分を第一年目：70％、二年目50％、三年目
30％というふうに援助する。



政策について

2 企業の招き：2、企業の招き：

誘致投資のスピードを速めて、優秀な企業を育成センターでの創業を惹
きつけるために、センターがシリーズ誘致政策と戦略を制定した。セン
ターでの企業は多重特別扱い政策を享受できる 例えば 企業審査認可

誘致投資のスピードを速めて、優秀な企業を育成センターでの創業を惹
きつけるために、センターがシリーズ誘致政策と戦略を制定した。セン
ターでの企業は多重特別扱い政策を享受できる 例えば 企業審査認可ターでの企業は多重特別扱い政策を享受できる。例えば、企業審査認可、
登録、生産、経営、税金納付などである。
ターでの企業は多重特別扱い政策を享受できる。例えば、企業審査認可、
登録、生産、経営、税金納付などである。

賃金特別手当：センターに入った企業に対して

賃金特別手当を与える：

一年目：無料；

二年目：50％オフ；二年目：50％オフ；

三年目から市場賃金と同じく徴収する。

多元化生産基地 イテク開発センタ ソフト開発センタ 小規模多元化生産基地 イテク開発センタ ソフト開発センタ 小規模多元化生産基地：ハイテク開発センター、ソフト開発センター、小規模
生産工場
多元化生産基地：ハイテク開発センター、ソフト開発センター、小規模
生産工場

センターで成功に孵化し成功してから、余姚市政府の中日新興産業園にセンターで成功に孵化し成功してから、余姚市政府の中日新興産業園に
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センタ で成功に孵化し成功してから、余姚市政府の中日新興産業園に
も入れる。
センタ で成功に孵化し成功してから、余姚市政府の中日新興産業園に
も入れる。



セットサービス

• 電力供給：余姚市には500千ボルト変電所があり メイン変電量は225万千ボルトア• 電力供給：余姚市には500千ボルト変電所があり、メイン変電量は225万千ボルトア
ンペアである。220千ボルトの変電所は６所あり、110千ボルトの変電所は23所あり
、メイン変電量は197.9万千ボルトアンペアである; 35千ボルトの変電所19所、メイ
ン変電量は40万千ボルトアンペアである。

• 水供給：水資源が豊で、ダムは50座あり、総貯水容量は3億m³で、パイプや電線など
の施設が完善、交差的に企業に繋がって、企業の用水要求に満足できる。

• 汚染物質の排出：都市汚水処理工場や都市汚水収集システムがあり、各工業園の汚
水 プ 都市 プ 繋 完備 水 集網 形成水パイプが都市メインパイプと繋いで、完備していた汚水収集網を形成した。

• 通信：5社以上のネット電話運営社を通じて、企業と個人に良いブロードバンドアク
セスサービスを提供する。
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配套服务

人的資源 寧波市の管轄下に置かれる余姚市は高等教育 基礎教育及び専門技術教• 人的資源：寧波市の管轄下に置かれる余姚市は高等教育、基礎教育及び専門技術教
育が発達しているので、余姚市経済発展に豊な人的資源を提供している。余姚市は
昔から教育を重視し、傑出した人物が出て人に知られる土地である。余姚市は科学
教育で都市と興すという戦略を実施して以来 清華大学 中国科学技術院 浙江大教育で都市と興すという戦略を実施して以来、清華大学、中国科学技術院、浙江大
学など200家以上の大学、科学研究院と密接な技術教育と情報交流をしておる。

• 政府サービス：高効果的な政府サービスステージで、投資者に優れた便利なサービ
スを提供する 市内 町内 開発区に行政サ ビスセンタ を設立している 重大スを提供する。市内、町内、開発区に行政サービスセンターを設立している。重大
なプロジェクトに対して、「緑の道」を切り開いた。寧波育成センタは定期に政府
関係部門、例えば税関、税務、会計事務所などの教育育成を行う。

医療衛生 市直属の病院６家 街衛生病院２０家 医師技術員４６７８名 寧波育• 医療衛生：市直属の病院６家、街衛生病院２０家。医師技術員４６７８名。寧波育
成センターは入居社員に定期な健康診断を行う。
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セットサービス

● 金融サービス：地域に銀行金融機関総数は２７家に達し 各銀行の金融機関ネットワー● 金融サ ビス：地域に銀行金融機関総数は２７家に達し、各銀行の金融機関ネットワ
ク拠点は２３０家以上である。寧波育成せんたーに対しては、投資者は下記二つの金融
モードを出す。

• モデル１：中国金輝、香港基金グループ、日本財団と共同で日本中小企業孵化基金を成
立（企画）

• モデル2：金輝は余姚村銀行の株主であり、銀行の資源をうまく利用することができるの
で、日本中小企業工業団地に入った企業に資金を提供し、企業の発展に推し進める。

• 生活セットサービス：

• 育成センター周辺の生活施設が完備している。センターの近くに商業、教育業、サービ
ス業など盛る、さらに投資者は海外人材に対する金輝プライベートクラブがある。その
他 投資者が国際バイリンガル幼稚園ある他、投資者が国際バイリンガル幼稚園ある。
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セットサービス

寧波育成センターは中国科学技術院寧波材料技術と工程研究所を招き入れる寧波育成センターは中国科学技術院寧波材料技術と工程研究所を招き入れる

寧波育成センタ は香港生産力促進局支部を招き入れる寧波育成センタ は香港生産力促進局支部を招き入れる寧波育成センターは香港生産力促進局支部を招き入れる。

招き入れた企業の資産評価を香港生産力促進局が評価して報告する。

現在に具体的な評価規則を進めているところである

寧波育成センターは香港生産力促進局支部を招き入れる。

招き入れた企業の資産評価を香港生産力促進局が評価して報告する。

現在に具体的な評価規則を進めているところである現在に具体的な評価規則を進めているところである。現在に具体的な評価規則を進めているところである。
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