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ご挨拶 

 

本資料は重慶両江新区御臨
ぎょりん

産業園（以下「御臨
ぎょりん

産業園」）へのご理解を深めていただ

くために作成致しました。 

 

巨大な成長余地を有する中国内陸部（中西部地区）、重慶市及び重慶両江新区の概況

もあわせて記載致しましたので、御参考にしていただければ幸甚です。 

 

本資料は一般情報を中心に構成しておりますが、御臨産業園のﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝは作成途上

にあり、未定の事項も多々ございます。ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ作成作業の進捗に合わせて本資料を

改訂する予定です。 

 

また、ｲﾝﾌﾗ建設のｽｹｼﾞｭｰﾙや公共料金の単価などは、本資料作成時点の情報に基づき

記載しておりますが、予告なく改定されることもあります。予めご了承のほどお願い

申し上げます。 

 

御臨産業園へのご進出を検討される上で必要となる詳細情報につきましては、個別

に承りますので、本資料末尾に記載の連絡先に、ご遠慮なくお問い合わせください。 

 

2013 年 4月 1日 

 

重慶両江新区三揮投資諮詢有限公司 

三井物産株式会社 

日揮株式会社 

 

重慶市の繁華街（解放碑） 
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1. 重慶市と内陸市場の巨大な成長性 

 

(1) 重慶市のﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞ： 

重慶市（重庆市、Chongqing）の国家戦略上の位置づけは次のとおりです。 

① 内陸部唯一の直轄市 

 重慶両江新区の設立1 

 都市と農村の一体的発展に向けた総合改革試験区2 

 国家直轄市として中央政府の優先的なｻﾎﾟｰﾄ有り 

 

② 国家中心都市3として中央政府より下記の役割を与えられている 

 中国中西部における経済の中心 

 長江上流域の経済・金融ｾﾝﾀｰ 

 中国内陸部の交通ﾊﾌﾞの一つ 

 

③ 内陸部の成長を取り込み急速に成長する都市 

 「西部大開発」4 が経済成長を牽引 

 重慶市は 2002 年以来、二桁台の経済成長を継続中 

 内陸市場へのｹﾞｰﾄｳｪｰとして国内外の投資を集める 

 

(2) 重慶市の地理的条件： 

① 面積：8.24 万㎢（北海道と同規模） 

② 常住人口（2011 年）：2,920 万人（その内、市区5：772 万人）（ﾏﾚｰｼｱとほぼ同規模） 

③ 市内行政区：19 区、15 県、4 自治県 

④ 都市化率（2012 年）：57%6 

⑤ 特徴：豊富な天然資源、山城（起伏の多い地形）、霧都（霧、雤が多い） 

 

 重慶市（北緯 29 度、東経 106 度）は四川盆地東部に位置し、海抜は 237ｍです。 

 東は湖南省と湖北省、西は四川省、南は貴州省、北は陝西省に接しています。 

 市区（主城区）の常住人口は、現在の約 800 万人から 2015 年までに 1 千万人へ拡大

させる計画です。 

 重慶市は天然ｶﾞｽ、ｼｪｰﾙｶﾞｽ（中国最大の埋蔵量）、鉱物等の資源が豊富です。 

 

 

 

 

 

                                                   
1 2010 年 6 月 18 日に設立された内陸部唯一の国家級新区。上海浦東新区、天津濱海新区に続いて設立。 
2都市と農村の格差是正を目的とした改革として、2007 年 6 月に重慶市と成都市が試験区に指定された。 
3 2010 年に国務院 住宅和城郷建設部が「全国城鎮体系規劃」を策定。北京、上海、天津、広州、重慶の 5 都市を

「国家中心城市」に指定し、各都市に期待される機能を規定した。 
4 内陸の西部地区を成長軌道に乗せるため中央政府が 2000 年から実施。鉄道、道路などのｲﾝﾌﾗ建設と投資環境整

備が行われている。 
5 中国語で「主城区」と称される都心 9 区（渝中区、南岸区、江北区、渝北区、九龙坡区、沙坪坝区、北碚区、巴

南区、大渡口区）のことを指す。 
6  国家統計局 2013 年 3 月発表。今後、都市化率 70%以上を目指す計画である。 
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(3) 重慶市の交通ｱｸｾｽ： 

① 高速道路網 

 交通ｲﾝﾌﾗの発達により重慶は地理的条件を克服し内陸市場へのｹﾞｰﾄｳｪｰとなりました。 

 中国主要都市との高速道路網の整備が進んでいます。主要都市との道路距離は以下の

とおりです。 

- 重慶～北京： 2,164km（開通済） 

- 重慶～上海： 2,180km（ 同 上 ） 

- 重慶～天津： 2,224km（ 同 上 ） 

- 重慶～広州： 1,893km（ 同 上 ） 

② 船般輸送 

 2009 年の三峡ﾀﾞﾑ完成以降、5000 ﾄﾝ級の船舶が重慶まで長江を航行することが可能と

なり、重慶は両路寸灘保税港区、果園港が整備され、内陸の国際港となりました。 

③ 航空輸送  

 重慶江北国際空港から北京、上海、香港までの飛行時間はいずれも概ね 2～2.5 時間で

す。 

④ 鉄道輸送 

 鉄道網整備も進んでいます。注目されるのは、

重慶から新疆を経由して欧州（ﾄﾞｲﾂ）までの

鉄道一貫輸送「渝新欧鉄路7」（右掲写真）で

す。渝新欧鉄路の運行のために中国がﾄﾞｲﾂ、

ﾛｼｱ、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ、ﾍﾞﾗﾙｰｼ、ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞの五か国と

締結した通関協議に基づき、中国からﾄﾞｲﾂ

                                                   
7  ｺﾝﾃﾅｰ専用列車で重慶（渝）から新疆（新）経由、欧州（欧）まで一貫輸送する国際鉄道ﾙｰﾄ（総延長 11,179km）。 

重慶市と中国主要都市の位置関係（図表 1） 

（出典：JLL 重庆城市白皮书、2013 年） 
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へ輸出する場合、重慶市で通関を済ませれば通過国の通関は省略されます。重慶から

独ﾃﾞｭｲｽﾌﾞﾙｸまでの輸送日数は 16 日間と、沿海部経由の海上輸送（45 日間）の約 1/3

となります。 

 重慶市と甘粛省蘭州市を結ぶ蘭渝鉄路が開通すれば輸送日数は更に短縮され 14日間に

なる見込みです。中国からﾄﾞｲﾂまでの直通列車は 2011 年 3 月から「往路」のみで運行

していましたが、2013 年 3 月から「復路」の運行を開始しました。列車の運行状況は

GPS で監視し、貨物の安全を確保します。現在、輸送ｺｽﾄは、20ft の標準ｺﾝﾃﾅｰ 1 個に

つき、1km あたりの走行ｺｽﾄが 0.7 米ﾄﾞﾙと、空運と比較して 1/5 程度、海運よりはわ

ずかに高いですが、今後運行本数の増加により、海運並みの水準へのｺｽﾄ低減が見込ま

れます。 

 鉄道輸送に見込まれる品目としては、重慶から欧州へはﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝが、欧州から重慶へ

は自動車部品等が主な貨物となる見込みです。「内陸部が「新ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ」の開通により、

海に頼らない貿易の時代を迎えた」と考えられています。 

 

(4) 内陸市場へのｹﾞｰﾄｳｪｰ： 

 中国は世界第二位の経済大国ですが、一人当たり名目 GDP では約 5,400 ﾄﾞﾙ8（2011

年、日本の約 12%）です。重慶市の一人当たり GDP も中国平均と同水準の 5,390 ﾄﾞﾙ9

です。先進国の目安となる 1 万ﾄﾞﾙを超えている北京、天津、上海などの沿海部主要都

市と比較しても、重慶の成長余力が巨大である点に注目が集まっています。 

 実際、最近の中国経済の高成長は、発展が相対的に遅れていた内陸部が原動力となっ

ています。伝統的なｲﾝﾌﾗ投資主体の成長ﾓﾃﾞﾙですが二桁の高度成長を実現し、経済基

盤や雇用吸収力が備わってきました。 

2011 年 重慶市の経済指標（図表 2） 

（出典：重慶市政府発表） 

 

 

 中国の経済発展段階には大きな地域差があり、人口構成の地域差も大きくなっていま

す。中国が世界の工場となっていた 2000 年代に、内陸から東部の輸出基地へ大量の労

働者（農民工）による人口移動がありましたが、徐々に U ﾀｰﾝが始まっています。東部

における労働者不足や賃金上昇により、労働集約型企業は、沿海部から中西部への移

転を余儀なくされつつあります。内需拡大策により、内陸部の経済発展や雇用機会の

拡大が進みました。約 1.5 億人と見積もら

れる大量の出稼ぎ農民が、出身地に近い場

所で就業する傾向も強まっています。 

 中西部の人口ﾎﾞｰﾅｽ10の到来ﾀｲﾐﾝｸﾞは東部

よりも遅く、今後も生産年齢人口の増加が

見込まれます。 

                                                   
8 中国統計年鑑 2011 
9 中国統計年鑑 2011 
10 生産年齢人口に対し、年尐人口、老年人口が尐ない状態。 

成長

GDP成長率 16.9% 　（2000-11年・平均） 2002年以降二桁成長継続中

一人当たり経済

一人当たりGDP 5,390 　米ﾄﾞﾙ（2011年） 上海の約半分、日本の約12%

一人当たり可処分所得 3,164 　米ﾄﾞﾙ（2011年）

重慶市の半径 800km 経済圏（図表 3） 

（出典：両江新区管理委員会資料） 
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重慶市と四川省は合計で約 1.1 億人の人口を有し、重慶市を中心に半径 800km 以内の地

域には中国の人口の約四分の一が含まれます。 

 

(5) 重慶市の経済と工業の状況： 

2012 年に重慶市は GDP 成長率 13.6%11を記録し、2002 年以来二桁台の高度経済成長を継

続中です。世界の主要都市の中でもその成長ｽﾋﾟｰﾄﾞは抜きんでています。背景には、前述

のとおり、西部大開発や製造業の沿海部から内陸部への移転、重慶市側の優遇政策、ｲﾝﾌﾗ

整備、産業構造改革、内陸市場の成長があります。 

 

 重慶市の産業構成（2012 年）は第一次産業 8.2%、第二次産業 53.9%、第三次産業 37.9%

です。 

 1980 年代より国家が集中投資を行い、製造業の基盤を作り上げたため、現地製造業の

質が高い点が強みです。 

 「二大支柱産業」の自動車産業（二輪、四輪）と電子機器産業（PC 組立等）がそれぞ

れ重慶市工業総生産額の約 3 割、約 2 割を占めています（2012 年）。 

 電子機器関連産業は HP に PC を OEM 供給する台湾 EMS の進出が相次ぎ、2011 年

対比約 90%の急激な伸びを示しています（図表 4）。 

 

2012 年 重慶市の工業総生産額（図表 4） 

（出典：重慶両江新区資料） 

 

 

 二大支柱産業の状況 

① 自動車産業 

重慶の主要完成車ﾒｰｶｰ（図表 5） 

 

 

 

 

 

 

2012 年に重慶市では 196 万台の完成車が生産され、完成車ﾒｰｶｰの生産能力拡大も続い

ています（図表 6）。重慶市における自動車部品の現地調達率は 70%12に近づきつつあ

りますが、生産規模の拡大や生産車種の高級化に対応するべく、更なる部品ﾒｰｶｰの進

出が期待されています。 

                                                   
11  2012 年の GDP 成長率 13.6%は中国全土で第二位（一位は天津ｴｺｼﾃｨ等を抱える天津市）、西部では第一位。 
12 重慶市政府発表 

業種
総生産額
（億元）

割合
前年比
増減

自動車製造業 2,440 29% 11.8%
通信設備、コンピューター及びその他電子設備製造業 1,510 18% 89.9%
鉄鋼、冶金、精錬及び圧延加工業 674 8% ▲4%
化学原料及び化成品製造業 715 8% 7.5%
電気機械及び機器製造業 773 9% 21.4%
非金属鉱物製品業 673 8% 17.6%
一般機械製造業 397 5% 5.2%
農業副食品加工業 547 6% 30.1%
ﾌﾟﾗﾝﾄ製造業 206 2% 14.1%
発電、ｴﾈﾙｷﾞｰ供給業 589 7% 9.8%

合計 8,524 100%
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在重慶完成車ﾒｰｶｰの工場拡張計画（図表 6） 

（出典：重慶両江新区資料） 

企業・工場名称 新規生産能力
長安ﾌｫｰﾄﾞ重慶第二工場 乗用車　30万台
長安汽車 乗用車　80万台
長安鈴木重慶第二工場 乗用車　25万台
東風小康 乗用車　20万台
上汽通用五菱 生産能力　40万台
北汽銀翔 軽自動車、SUV、MPV等40万台
力帆汽車 乗用車15万台、軽自動車10万台

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 電子情報機器産業 

2012 年に重慶市ではﾉｰﾄ PC 4,031 万台、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 

901 万台、ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ 808 万台が生産されました。

重慶市は世界最大のﾉｰﾄ PC 生産基地です。重慶

市では PC ﾒｰｶｰ（HP、ACER、ASUS、東芝）を

頂点に、台湾 EMS から部品ﾒｰｶｰまでの産業集積

が進んでいますが、輸送ｺｽﾄの観点から部品の現

地調達比率を高めたいとする現地企業のﾆｰｽﾞが

あります。 

 

重慶市では以下の大型ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが両江新区水土高新技術産業園で進捗中です。 

関連する部品産業への波及効果も想定されます。 

 

京東方（BOE）8.5 世代新型ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰﾊﾟﾈﾙ工場 

 総投資額 328 億元 

 2013 年第二四半期 工場着工、2015 年第二四半期 生産開始 

 重慶市政府側が過半を出資 

莱宝科学技園 

 総投資額 22.74 億元 

 ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ製造・研究開発施設 

 2012 年 5 月着工済、2014 年上半期 生産開始 

 

 Haier、Midea、Gree、Konka、Changhong などの中国大手家電ﾒｰｶｰは、電子電機産

業の基盤が整っており、かつ物流に便利な重慶に工場を開設し、西部市場開拓の拠点

としています。 
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(6) 地名の由来と気候： 

 重慶は巴蜀文化発祥の地で、紀元前 11 世紀頃は巴国の

首都江洲があり、隋代は嘉陵江の旧称・渝水にちなんで

渝州、宋代には恭州と改称を重ねました。1189 年に南宋

の皇帝孝宗の第 3 子が恭州の藩王に封じられ、後に帝位

も譲られるという「双重喜慶」（二重の慶事）があり、

恭州を「重慶府」としたのが重慶の名の由来です。 

 

 盆地のため、夏は酷暑となり 8 月の平均最高気温は 32.7 度に達します。冬季は温暖で、

1 月の平均最低気温は 4.8 度です。曇りや雤の日が多く「霧都」の別称もあります。 

 

重慶市の気候 2006 年～2010 年の平均値 （図表 7） 

 

 

 

重慶市南岸区から長江と渝中区を望む 建設中の果園港（2012 年春撮影） 

重慶江北区の繁華街（観音橋） 

項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月
平均最高気温（℃） 8.6 12.1 17.4 21.3 26.3 28
平均最低気温（℃） 4.8 7.3 10.8 14.4 18.8 21.1
降水量（mm) 20.7 34 54.6 105.1 121.4 214.3

項目 7月 8月 9月 10月 11月 12月 通年
平均最高気温（℃） 32.3 32.7 28.5 21.2 16 10.3 21.2
平均最低気温（℃） 24.6 24.5 21.2 16.5 11.2 6.6 15.2
降水量（mm) 161.6 145.8 79.3 85.2 39.9 23 90.4
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2. 重慶両江新区について 

重慶両江新区（以下「両江新区」）は、2010 年 6 月に承認された内陸唯一の国家級新区です。

両江新区の開発は、第 12 次五か年計画（2011 年～2015 年）に国家戦略として盛り込まれてい

ます。 

 

(1) 両江新区の役割13： 

① 都市と農村の総合的一体改革の試行地区 

② 内陸における先進的製造業と現代的ｻｰﾋﾞｽ業の重要拠点 

③ 長江上流域における金融と新産業の中心 

④ 内陸部の対外開放の重要な窓口 

⑤ 科学的発展のｼｮｰｹｰｽ 

 

(2) 両江新区の区域： 

 面積：1,200 ㎢ 

 重慶市の北部新区、両路寸灘保税港区と江北、渝北、北碚の三区の一部区域 

 重慶市区の「長江」以北、「嘉陵江」以東にあることから「両江」新区と称される 

 両江新区の現在の人口は約 200 万人。2020 年迄に 500 万人に拡大させる計画 

 重慶市全体、市区（円内）及び両江新区（赤で表示）の位置関係は図表 8 のとおり 

 

重慶市における両江新区の位置関係（図表 8） 

 

 
(3) 両江新区の優位性： 

① 交通、物流の利便性 

両江新区は「内陸部最大の国際空港」、「長江上流域最大の港湾」、「西部地区最大の鉄

道ﾊﾌﾞ」、「中西部で最も稠密な高速道路網」、「中西部最大の情報ﾊﾌﾞ」を有します。 

航空：  

 重慶江北国際空港は内陸部最大の国際空港の一つです。2012 年の年間延べ利用客

数と貨物吞吐量はそれぞれ、2,203 万人14、26.9 万ﾄﾝに達し、いずれも過去最高を

                                                   
13 2010 年の国務院の批准文書に規定されている。 
14 米国「ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾟｽﾄ」紙が実施した 2006 年から 2012 年（7 年間）の空港利用客数の伸び率調査において、重慶江

北空港が世界一となった。2006 年の同空港の年間利用客数は延べ 805 万人。（重慶日報 2013 年 3 月 13 日記事） 

重慶市 
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記録しました。2015 年に第三滑走路（3,800ｍ）と第三ﾀｰﾐﾅﾙ（50 万㎡）が完成す

る計画です。 

水運： 

 重慶は西部地区の主要都市で唯一長江沿岸に位置するため、戦略的に長江の水運

を活用することが可能です。水運の平均的輸送ｺｽﾄは 0.06 元/ﾄﾝｷﾛであり、鉄道（0.2

元/ﾄﾝｷﾛ）の約三分の一、ﾄﾗｯｸ（0.6 元/ﾄﾝｷﾛ）の約十分の一程度です。 

 長江上流域で最大の港湾となる果園港（第二期工事

中、右掲写真）は総敷地面積 347 万㎡（約 5,200 畝）

に 5,000 ﾄﾝ級ｺﾝﾃﾅｰ埠頭 x16、多目的埠頭 x10、ばら

積み埠頭 x3、自動車専用埠頭 x3、物流倉庫面積 40

万㎡、鉄道専用線 10km を整備しています。ｺﾝﾃﾅｰﾀｰ

ﾐﾅﾙの年間取扱能力は 200 万 TEU です。 

鉄道： 

 重慶は西部地区の鉄道ﾊﾌﾞにあたります。旅客鉄道、貨物鉄道が中国主要都市

を結んでおり、重慶から深圳（塩田港駅）までの貨物輸送時間は約 50 時間、

重慶から上海楊浦駅までは約 55 時間となっています。（御臨産業園付近の鉄

道駅については後述の 3(6)ご参照。） 

 鉄道網は海外にも伸びており、2012 年から渝新欧鉄路が開通しｺﾝﾃﾅｰ専用列

車が運行されています（詳細は 1(3)ご参照）。重慶からﾄﾞｲﾂ（ﾃﾞｭｲｽﾌﾞﾙｸ）ま

での所要日数は 16 日（海上輸送の約 1/3 の日数）です。 

 重慶市内の軌道交通 

重慶市内では軌道交通の整備が進み、都市圏拡大に拍車をかけています。開

通済区間は以下のとおりです。軌道交通 2 号線、3 号線（ﾓﾉﾚｰﾙ）は三井物産

と日立製作所等が納入しました。 

 重慶軌道交通 1 号線（重慶地下鉄） 

2011 年 7 月 28 日開通済 

小什字駅～大学城駅間 

 重慶軌道交通 2 号線（重慶ﾓﾉﾚｰﾙ）2005 年 6 月 18 日開通済 

（三井物産・日立製作所・日立ﾌﾟﾗﾝﾄ・

日本信号が受注、環境円借案件） 

較場口駅～新山村駅間 

 重慶軌道交通 3 号線（重慶ﾓﾉﾚｰﾙ） 

2011 年 9 月 29 日開通済（三井物産・日

立製作所・日立ﾌﾟﾗﾝﾄが受注、JBIC ｱﾝﾀ

ｲﾄﾞﾛｰﾝ案件） 

魚洞駅～江北空港駅間 

 重慶軌道交通 6 号線（重慶地下鉄） 

2012 年 9 月 28 日開通済 

五里店駅～康庄美地駅間 

道路： 

 重慶市には総延長 2,000km の高速道路網が完成しています。高速道路は「二

環八射」（二つの環状線、八本の放射道路）の状態に配置されています。重慶

市は中西部で単位面積あたりの高速道路距離が最も長い都市でもあります。 

 重慶両江新区御臨産業園などの産業園や工場は、外環高速（G5001）沿いへ

の集積が加速しています。 
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 第 12 次五か年計画（2011 年～2015 年）の期間中に、重慶市は「三環十射」

（三つの環状線、十本の放射道路）の高速道路網（総延長 3,200km）を完成

させる計画です。御臨産業園に近い龍興ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞは、外環高速（G5001）に

ありますが、その更に外側に環状高速が建設されるため、G5001 は将来中環

状高速（二環路）となる計画です。 

中西部最大の情報ﾊﾌﾞ 

 両江新区は交通ｲﾝﾌﾗの整備が進み、人や物の流れのﾊﾌﾞになると共に、ﾃﾞｰﾀｾﾝ

ﾀｰ、ｺｰﾙｾﾝﾀｰ等の産業の集積が進んできており、中西部最大の情報ﾊﾌﾞとして

も成長しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 良好な産業基盤 

 2012 年末時点で重慶市には外資企業約 5,200 社が進出済みです。 

 両江新区では進出済外資企業約 1,500 社のほぼ半数が、ﾌｫｰﾌﾞｽﾍﾞｽﾄ 500 社の企

業に相当します。 

 両江新区は重慶市全体の GDP の 15%、工業総生産の 22%を占めています。 

重慶両江新区への進出企業の一部（図表 9） 
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③ 総合的な都市機能 

内陸部における対外開放を促進するため、保税区や金融街の建設を進めています。 

 両路寸灘保税港区： 

 両路寸灘保税港区は江北空港と寸難港を有し、中国に 14 か所ある保税区

の中で、港湾と空港の両方に跨る唯一の保税港区です。また、内陸唯一

の保税港区でもあります。 

 敷地面積は 8.37 ㎢（港湾ｴﾘｱ 2.43 ㎢+空港ｴﾘｱ 5.94 ㎢）です。輸出入、保

税物流、保税加工、保税貿易及び関連ｻｰﾋﾞｽ機能を提供します。 

 江北嘴（Jiangbeizui）金融ｴﾘｱ： 

 中心市街地の江北嘴はﾋﾞｼﾞﾈｽの集積を促進する地区（面積 5 ㎢）として

建設が進んでいます。「重慶の陸家嘴15」とも呼ばれ、内陸部の金融中心

地とする計画です。 

④ 豊富な開発用地 

両江新区は重慶市内でも開発用地の供給可能量が特に豊富で、2020 年までに以下

の規模で各用途の用地を供給する計画です。 

 工業用地：   171 ㎢（全市供給量の 60%） 

 住宅用地：   125 ㎢（全市供給量の 40%） 

 公共事業用地： 108 ㎢（全市供給量の 60%） 

⑤ ｺｽﾄ優位性 

 ｴﾈﾙｷﾞｰ 

重慶と周辺地域では、豊富な天然資源を利用した火力発電、水力発電（三峡

ﾀﾞﾑ等）により比較的安価な電力が供給されています。重慶は東部沿海地区に

比べ電力は 2 割、天然ｶﾞｽは 4 割程度安いとされています。 

 人的資源 

 重慶市には 64 か所の高等教育機関（大学等）があり、高等教育修了者は

毎年 30 万人にのぼります。四川外語大学をはじめ、日本語人材の育成に

定評のある大学も数多くあります。 

＊総合大学における日本語専攻卒業生数 

四川外国語大学 120 人/年 

重慶大学    40 人/年 

重慶師範大学  40 人/年 

西南大学    20 人/年 

長江師範学院  20 人/年 

その他、外国語専門学校の卒業生は毎年約 1000 人程度。 

 四川、雲南、貴州など中西部各省の出身者、沿海部から還流する重慶出

身の農民工も、一般従業員としての労働力の供給源であります。重慶市

の一般的な離職率は 5%程度16と、中国沿岸部の他都市と比較しても低く

なっています。背景には、中国内陸部の農民が都市に戸籍を移して、出

身地に近い場所で就業できる点が挙げられます。このため、雇用者への

教育・福利厚生等を考慮すると、沿岸部と比較しても安価なｺｽﾄで労働者

を雇うことができる面もあります。 

 重慶市の最低賃金は 1,050 元/月です。 

                                                   
15 上海浦東新区の中核的金融ｴﾘｱである「陸家嘴」に擬えた名称。 
16  両江新区資料 
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両江新区の人的資源（図表 10） 

 

重慶市の平均月収の目安（図表 11） 

（出典：両江新区資料） 

区分 月収 

高級管理職 3,100～15,000 元 

一般管理職 2,500～5,200 元 

専門技術職 2,000～5,100 元 

財経管理職 1,500～4,500 元 

事務系職員 1,500～3,200 元 

物流担当職員 1,700～3,000 元 

機械製造加工作業員 1,500～3,000 元 

機電製品組立作業員 1,400～2,800 元 

電子部品製造作業員 1,350～2,700 元 

電気設備組立見習い 1,500～2,900 元 

 

重慶市における主な福利厚生負担（図表 12） 

（出典：両江新区資料） 

項目 企業負担 個人負担 備考 

養老保険 20% 8%  

医療保険 8% 2% 2 元加算 

失業保険 2% 1%  

労災保険 0.5%-3.3%   

生育保険 0.7%   

住宅積立金 7%-15%  強制性なし 

 

⑥ 優遇政策 

後述 3.(8) をご参照ください。  

(4) 両江新区の産業配置 

「一心四帯」の産業配置： 

 両江新区は産業を「一つの中心、四つのﾍﾞﾙﾄ」（一心四帯）状に配置しており、「一

心」として「金融中心」、四帯として「都市機能産業帯」「高新技術産業帯」「物流加

工帯」「先進製造業帯」が設定されています。 

 「先進製造業帯」（図表 13 に黄色で表示）には長安汽車をはじめとする完成車ﾒｰｶｰ、

自動車部品ﾒｰｶｰ、鉄道車両ﾒｰｶｰ（長春客車）、SK（中韓産業園）等が進出済です。 
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重慶市の産業配置（図表 13） 

（出典：両江新区資料） 

 

 

 

 御臨産業園は、先進製造業帯北部の龍興地区17の御臨河東側（御臨鎮）に建設され

ます。 

 

 龍興地区とその南側の復盛地区は「龍盛地区」（中国語：龍盛片区）

と総称され、両江新区で最大の 178 ㎢（工業用地 100 ㎢含む）の開

発用地を有します。龍盛地区の計画人口は 80 万人です。御臨産業園

の南側では、映画の撮影用ｵｰﾌﾟﾝｾｯﾄを利用したﾚｼﾞｬｰ施設「影視城」

の開発も進んでいます。（右掲写真は中華民国時代の重慶を再現した

ｵｰﾌﾟﾝｾｯﾄです。） 

 

(5) 両江新区管理委員会 

両江新区管理委員会は重慶市の出先機関であり、行政組織としては副省級政府です。 

 

重慶両江新区管理委員会の機構図（図表 14） 

 

  

                                                   
17  先進製造業帯は北部の「龍興地区」、中央部の「復盛地区」、南部（長江沿い）の「魚嘴地区」の三区域から構

成される。龍興古鎮には古い町並みが残っている。「龍盛地区」（中国語：龍盛片区）は龍興地区と復盛地区の総称。

龍興と復盛は渝北区、魚嘴は江北区に属する。 

一心 金融商務中心 
金融をはじめとする企業活

動の中心 

四帯 

都市機能産業

帯 

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ等の都市機能集積 

高新技術産業

帯 

ﾊｲﾃｸ、ﾊﾞｲｵ、情報産業の集積 

物流加工帯 
保税機能を活用した物流加

工産業の集積 

先進製造業帯 先進的な製造業の集積 
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2. 重慶両江新区御臨
ぎょりん

産業園について 

(1) 概要 

 重慶両江新区御臨産業園は日本企業が計画段階から関与する内陸唯一のﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸです。 

 名称：重慶両江新区御臨産業園（以下「御臨産業園」） 

 目標：先端技術産業の発展、環境配慮型の街づくり 

 立地：重慶両江新区 龍興地区 御臨鎮（御臨河東側一帯） 

 面積：総面積 約 3.2 ㎢ 

 第一期 分譲面積：約 1.5 ㎢（2,300 畝18） 

 第二期 分譲面積：未定 

 用途：  

用途 面積（計画） 比率（計画） 

工業 約 1 ㎢（1,500 畝） 65% 

多目的（ｵﾌｨｽ・R&D 等） 約 0.3 ㎢（455 畝） 20% 

住宅・商業 約 0.2 ㎢（345 畝） 15% 

合計 約 1.5 ㎢（2,300 畝） 100% 

 売主：政府国土資源部門（重慶市国土房地産管理局両江分局） 

 独占代理：重慶両江新区三揮投資諮詢有限公司（詳細後述） 

 土地代：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ内容、建築条件により異なるため個別にご案内致します。 

 土地権利形態：期限付使用権（工業 50 年、住宅 70 年、商業：40 年等）の払下げ 

 引渡開始： 2013 年末より引渡 

 施工：重慶両江新区（公共事業として実施） 

 

重慶両江新区御臨産業園の位置（図表 15） 

 

 本資料作成時点ではﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ作成中のため、十分な資料提供ができませんが、都市計

画作業の進捗に応じて都度補足資料を公開致します。 

                                                   
18  中国の面積単位「畝」（中国語で「ﾑｰ」と読む）は約 667 ㎡（約 200 坪）に相当する。 

龍盛地区 
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2012 年後半時点の計画地付近の写真：御臨河（下左）、両江大道・寨子路交差点（下中）、計画地（下右） 

 

 

(2) 合弁会社 

 名称：重慶両江新区三揮投資諮詢有限公司（以下、「本合弁会社」） 

 設立：重慶両江新区管理委員会（以下「管理委員会」）19、重慶両江新区開発投資集

団20、三井物産株式会社及び日揮株式会社の企業投資誘致に係る契約に基づき

2013 年 2 月に中外合弁会社として発足しました。本合弁会社は御臨産業園の

独占代理権を保有します。 

 業務： 

① 企業投資誘致 

 本合弁会社は管理委員会と共に御臨産業園への企業誘致を行い（独占代理）、進

出企業の事業立上げをｻﾎﾟｰﾄします。 

 両江新区が管理する御臨産業園以外の工業園区への進出案件にも対応します。 

② ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ作成 

本合弁会社はﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝを作成します。作成には日本の設計会社も起用し、日本の

街づくりの知見を活用します。日本企業が計画段階から関与する内陸部唯一の産

業園です。 

 資本金：7.2 億元 

                                                   
19 重慶両江新区管理委員会は重慶両江新区の計画、開発建設を推進する重慶市の行政機関（副省級）。本産業園の

建設、整備は重慶両江新区管理委員会が公共事業として行う。 
20 重慶両江新区管理委員会の全額出資会社。 

参考：御臨産業園計画地：赤枠内部 御臨河 
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 出資比率： 

 重慶両江新区開発投資集団有限公司  50% 

 三井物産株式会社 25% 

 日揮株式会社  25% 

 董事長：原誠（重慶両江新区開発投資集団有限公司） 

 総経理：植原健志（日揮株式会社） 

 

(3) 建設ｽｹｼﾞｭｰﾙ 

土地収用開始： 2013 年 1 月 

ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ完成： 2013 年 6 月 

計画地内ｲﾝﾌﾗ建設： 2013 年後半から本格化 

一部区画の引渡準備完了： 2013 年 12 月 

 

(4) 御臨産業園の特長： 

知識と技術に基づく産業発展により持続的に成長する都市を目指し、以下の特長を具えた

産業園のﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ作成に取組んでいます。 

 高水準のｲﾝﾌﾗ 

 ｴﾈﾙｷﾞｰの安定供給（電力等） 

 規模調整しやすい区画設定 

 環境に配慮した街づくり（区画設定、ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄの効果的活用） 

 水辺を活かした都市景観 

 賑わいの演出（賑わい演出施設、歩車分離、ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ、ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾃｨ化等） 

 進出企業の多様化（国籍、業種） 

 ｽﾏｰﾄ化への対応（ICT ｲﾝﾌﾗ整備等） 

 御臨産業園に隣接する開発案件との一体性 

 公的賃貸ｱﾊﾟｰﾄによる宿舎問題の解決 等 

 

(5) 交通の状況： 

御臨産業園が位置する龍盛地区は重慶市東部の交通ﾊﾌﾞです。 

 道路： 

御臨産業園へのｱｸｾｽ道路（建設中） 

 北側：寨子路及び寨子路大橋 

 南側：機場東聯絡線 

 東側：人高路 

 西側：御臨河及び濱河路 

2013 年末に開通予定の「機場東聯絡線」及び「影視城大橋」により、重慶江北国際

空港から計画地南側までは車で 20 分程度となります。最寄りの龍興ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞから外

環高速（G5001）を経由して高速道路網に乗り入れ可能です。 



19 

 

 

計画地内部の幹線道路（建設中） 

産業園内の道路計画は御復路（南北方向の幹線）を軸に現在策定中です。 

 

 港湾： 

長江を利用するための河川港として、果園港と寸難港があります。 

果園港（長江中上流域最大の港湾）：御臨産業園から約 10km 

寸灘港（長江沿いの保税港）：御臨産業園から約 20km 

 

 鉄道 

御臨産業園付近には高速鉄道駅の復盛駅と貨物駅の魚嘴駅があります。 

復盛駅：高速旅客鉄道駅（渝利鉄道21、渝万鉄道22） 

魚嘴駅：貨物鉄道駅（渝懐鉄道23） 

他に、龍盛地区を縦断する重慶東南環状線24の計画もあります。 

 

 地下鉄： 

御臨産業園の計画地には地下鉄 8 号線、15 号線が乗り入れる計画がありますが正確

な路線は未確定です。 

 

(6) ｲﾝﾌﾗの状況： 

 電力： 

第十二次五か年計画（2011～15 年）期間中に、国家電網が両江新区の電力網整備を

進め、500kV の変電所 1 か所、220kV の変電所 8 か所、110kV の変電所 27 か所を

建設する計画です。 

 

 供給者：重慶市電力公司（国家電網全額出資子会社） 

 動力用：380V（三相四線）電灯用：220V（単相二線）、周波数：50Hz 

 電力料金： 

用途別（家庭用、一般商工業等用、大型工業用、農業用等）と供給電圧により異

なり、基本料金（契約電力と変圧器容量により決定）と従量料金から構成されま

す。 

 参考までに、重慶市電力公司の料金表から抜粋した国が定める大工業用電力料金

は以下のとおりです。（個別の料金体系は重慶市電力公司に都度確認する必要が

あります。） 

 

 

                                                   
21  渝利鉄道は重慶市と湖北省利川市を結ぶ建設中の高速旅客鉄道。中国の中長期鉄道網計画における「四縦四横」

の高速旅客鉄道の内、上海市、江蘇省南京市、安徽省合肥市、湖北省武漢市、重慶市から四川省成都市に至る高速

旅客鉄道の一部を構成する。2008 年 12 月に着工し 2013 年末に完成予定。 
22 渝万城際鉄道とも呼ばれる高速旅客鉄道。重慶市内中心部と渝北区区、万州区を約 1 時間で結ぶ。2010 年 12 月

に着工、工期 4 年。 
23 渝懐鉄道は重慶市と湖南省懐化市を結ぶ鉄道西部大開発の十大ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの一つとして 2000年 12月に着工。2005

年 4 月に全線開通。現在重慶市の中心部（主城区）から同市涪陵までの区間で複線化工事が進んでいる。 
24  当該路線は渝利鉄道、渝懐鉄道及び川黔鉄道を接続する。主として貨物輸送用だが、重慶市の旅客輸送用郊外

鉄道路線の一部として位置付けられている。未着工。 
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重慶市電力公司の料金表から抜粋（図表 16） 

種別 供給電圧 

国家規定電力料金 

従量料金 基本料金 

単価（元/kwh） 
契約電力単価 変圧器容量単価 

（元/kW･月） （元/kVA･月） 

大工業用電力 

10kV 0.672 40 26 

35kV 0.647 40 26 

110kV 0.632 40 26 

220kV 以上 0.629 40 26 

2013 年 3 月現在 

 ｶﾞｽ： 

重慶の天然ｶﾞｽ埋蔵量は 3,650 億㎥にのぼり、重慶燃気有限公司が天然ｶﾞｽを供給して

います。両江新区の魚復片区には重慶市の天然ｶﾞｽﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝが集中しています。主な

ｶﾞｽ価格ならびに天然ｶﾞｽ組成を下記に示します。 

 

重慶市区（主城九区）のｶﾞｽ料金（図表 17） 

種別 定価（元/㎥） 

市区専用ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ工業用ｶﾞｽ 

（城市专用管网工业用气） 
2.33 

市区公用ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ工業用ｶﾞｽ 

（城市公用管网工业用气） 
2.38 

 

重慶産天然ｶﾞｽの組成（図表 18）25 

成分 含有量 (Vol %) 

ﾒﾀﾝ CH4 96.316 

ｴﾀﾝ C2H6 0.049 

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ C3H8 0.047 

ﾌﾞﾀﾝ C4H10 0.706 

ﾍﾟﾝﾀﾝ C5H12  

酸素 O2 0.049 

窒素 N2 2.148 

二酸化炭素 CO2 0.247 

その他  0.438 

発熱量  
35.53 MJ/m3 

(8,500kcal/Nm3) 

 

 水道（上水）： 

重慶市は龍盛地区（計画人口 80 万人）が必要とする水道水供給量 95 万㎥/日に対応

する整備を推進しています。長江を水源としており質、量とも問題ありません。既存

施設ならびに新設・拡張が確定している施設と供給能力は以下のとおりです。 

 

 

                                                   
25  重慶燃気（集団）有限公司技術ｾﾝﾀｰの測定値 
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既存施設 

 朝陽水廠第一期： 5 万㎥/日 

 復盛一水廠： 2.5 万㎥/日 

 復盛二水廠： 1 万㎥/日 

 魚嘴水廠： 1 万㎥/日 

 龍興水廠： 2 万㎥/日 

 

新設・拡張確定済施設 

 魚嘴水廠（拡張）： 5 万㎥/日 （2013 年完成予定） 

 魚嘴水廠（新設）： 70 万㎥/日 （2013 年完成予定） 

 石船水廠（新設）： 20 万㎥/日 （2015 年完成予定） 

 

水道料金は用途別に異なります。また、水資源費、汚水処理費用等が料金に加算され

ます。参考までに、工業用水の実質料金は、上水道網から供給を受けた場合、4.55 元

/㎥です。（最新情報は都度重慶市自来水有限公司または重慶中法供水有限公司に確認

する必要があります。） 

 

重慶市の水道料金（単位：元/㎥）（図表 19） 

種別 
水道水 

単価 

汚水処理費 

単価 

合計 

料金 

工業類 3.25 1.30 4.55 

（注：工業系企業の社員食堂、管理施設等の生活用水は工業用水道料金を適用する。） 

 

 下水（汚水処理）： 

 御臨産業園の雤水と汚水は別系統で排出、処理します。 

 魚復地区では 5,000 ﾄﾝ/日の臨時汚水処理場が 2012 年に稼働開始済みです。 

 果園汚水処理場：10 万㎥/日（2013 年に稼働開始） 

 復盛汚水処理場：57 万㎥/日（2015 年稼働開始予定、将来 78 万㎥/日に拡張） 

 下水処理費用は 1.30 元/㎥ 

 汚水処理場の稼働開始以降は、工場等から「汚水総合排出基準（污水综合排放标

准 GB8978-1996）」の三級基準で汚水処理場に送り、汚水処理場で一級基準を

満たすように浄化します。 

 

 蒸気（ｽﾁｰﾑ）： 

供給は予定されていません。 

 

 通信・ICT ｲﾝﾌﾗ： 

電話、携帯電話、有線ﾃﾚﾋﾞ等の通信ｲﾝﾌﾗは通信各社（中国電信、中国移動、中国聯通）

等が提供します。光ﾌｧｲﾊﾞｰの接続も可能となる予定です。 
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(7) 優遇政策 

重慶市、両江新区の優遇政策は以下のとおりです。 

① 企業所得税 15%（通常 25%） 

② 企業所得税の地方税部分（企業所得税の 40%）の「両免三減半」（二年間免税、三年

間半減） 

③ 経営幹部の個人所得税地方税部分（個人所得税の 24%）の減免 

御臨産業園では、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ内容により付加的な優遇政策が適用される場合があります。 

 

(8) 土地販売条件 

 詳細は土地使用権譲渡契約に規定します。 

 権利形態・年限 

 工 業 用 地： 使用権・50 年 

 住 宅 用 地： 使用権・70 年 

 商務・商業用地： 使用権・40 年 

 土地価格： 

 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ内容、建築条件等により異なるため個別にご案内致します。 

 諸経費、公租公課等は別途ご案内致します。 

 一区画当たり面積： 

 未定です。進出企業のご希望をﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝに反映させます。 

 期待される投資額と生産規模の目安 

政府の指導により土地取得を伴うﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの投資規模や生産規模についての目安が

設定されています。高い指標を実現できる場合には付加的な優遇政策が適用される可

能性もあります。 

 投資強度26： 333 万元/畝（約 4,993 元/㎡） 

 土地産出強度27：667 万元/畝（約 10,000 元/㎡） 

 

(9) 建築条件 

工業用地の建築条件は「工業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ建設用地規制基準（工业项目建设用地控制指标）」（国

土資発（2008）24 号）の関連規定をご参照下さい。尚、主な基準は下記の通りです。 

容積率： 産業毎に規定されています。例：汎用専用設備機器、交通運輸設備機器製造業、

電気機械及び機材：70％以上。通信設備、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ及びその他電子設備製造業：

100%以上。 

建蔽率： 30％以上 

緑化率： 20%以下 

総敷地面積に対するｵﾌｨｽ及び生活用施設用地の面積比率：7%以下 

上記に加え、都市計画上の規制が加えられる場合は、本資料作成時点ではﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ作成中

のため十分な資料提供ができませんが、都市計画作業の進捗に応じて都度補足資料を公開

致します。 

 

                                                   
26  投資強度とは工業園区における固定資産投資額（工場建屋、設備及び土地代を含む）を土地面積で割った値で

あり、開発区の土地利用率の重要な指標とされる。国土資源の濫用を防止するための 2004 年 10 月 21 日付「国务

院关于深化改革严格土地管理的决定」と関連通達が背景となっている。 
27  土地産出強度とは工業園区における単位面積当たりの土地の工業販売生産額（工业销售产值、販売した製品、

半製品、社外に提供した労務などの金額）。年間工業販売生産額を企業の土地面積で割って求める。一般的には生産

が軌道に乗ってからの金額を分子に用いることが多い。 
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(10) 環境基準 

 排水：汚水処理場稼働後の工場排水は「汚水綜合排放標準（GB8978-1996）」三級基

準が適用されます。 

 排気：「大気汚染物綜合排放標準（GB16297-1996）」Ⅱ級基準及び「重慶市大気汚染

物綜合排放標準（DB50/418-2012）」が適用されます。 

 騒音：中華人民共和国環境保護法、中華人民共和国環境騒声汚染防治条例（GB12348‐

90）が定める以下の騒音規制が適用されます。 

音圧レベル規制値(図表 16） 

昼間 夜間 

65db 以下 55db 以下 

 その他：粉塵、振動、ごみ、産業廃棄物等の諸規制は個別にご提供致します。 

 

(11) 投資環境 

 税関： 重慶税関の通関業務は 24 時間・365 日稼働。税関、保税倉庫、企業はｵﾝﾗｲﾝ

で結ばれ、EDI 通関、増値税ｼｽﾃﾑを利用した納税・還付が可能です。平均的

な通関所要時間は輸出 1.85 時間、輸入 3.15 時間です。 

 銀行： 中国大手銀行のほか、日系では三井住友銀行重慶支店があります。 

 

(12) 会計・税務・法務等の専門家： 

会計、税務、法務に関する相談をご希望の向きには、専門家をご紹介致します。また間接

部門業務の外部委託先紹介のご要望にも対応できるように準備中です。 

 

(13) 工場建設、設備： 

2013 年 6 月を目途に建築条件が確定する予定です。工場の建設・賃借、生産設備の調達・

輸送等のご相談を承ります。 

 

(14) 投資許認可申請手続から工場竣工までの流れ 

 

【中国語版】 
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進出企業が両江新区管理委員会と「ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ投資協議」を締結した後に土地入札28を行い、

進出企業が落札した後に、重慶市国土局が当該企業と「土地使用権譲渡契約」を締結しま

す。 

 

(15) 誘致産業 

幅広い分野の投資を歓迎致します。製造業のほかに、不動産開発事業なども是非ご検討下

さい。特に期待される分野は以下のとおりです。御臨産業園に進出企業の国・地域の制約

はありませんので、日本企業以外の外資系企業進出も歓迎致します。 

 

製造業 

 自動車関連産業と電機電子産業 

 省ｴﾈ・ｽﾏｰﾄｼﾃｨ関連産業 

 消費財関連産業（内陸市場向け） 

 医薬・医療機器関連産業 

 

非製造業 

 ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾊﾟｰ（住宅、商業施設、ｵﾌｨｽ、賃貸工場、倉庫等） 

 社会ｲﾝﾌﾗ事業 

 

(16) 進出ｻﾎﾟｰﾄ 

本合弁会社は原則として以下の作業を無償で行います（弁護士、会計士、建築士など外部

専門家が必要な作業は除く）。進出企業から土地仲介料はいただきません。日本語により

対応します。 

 進出企業の投資許認可取得をｻﾎﾟｰﾄ致します。 

 投資許認可申請に必要な書類の作成（外部専門家が必要な作業は除く） 

 政府側との進出条件調整（優遇条件、土地代、環保関連） 

 （ご要望に応じて）重慶市、両江新区の関係部署のご紹介 

 （ご要望に応じて）間接業務委託先（会計、税務、人材派遣）等のご紹介 

 現地の生活環境等についての情報ご提供 等 

 

また、本合弁会社の日本側株主である三井物産の商社機能、日揮のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ機能

を活かしたご協力を致しますので、ご相談ください。 

例えば： 

 自社仕様の工場・倉庫を賃貸借で調達したい 

 生産設備を重慶に輸送する必要がある 

 原材料調達に関する情報を収集したい 

 工場建設、設備の建設の発注先を検討したい 

 稼働後のﾌﾟﾗﾝﾄ維持補修について 

 従業員の雇用状況についての情報を知りたい 

 

 お問い合わせ先は本資料の末尾をご参照ください。よろしくご検討をお願い致します。 

                                                   
28  中国の法規に則り事業用土地の使用権を政府（国土資源部門）が事業者に譲渡する場合には土地取引ｾﾝﾀｰにお

いて入札（方式は入札、ｵｰｸｼｮﾝ、期間ｵｰｸｼｮﾝあり）を実施しなければならない。工業用地については応札者の応札

資格が詳細に定められることが多い。 
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重慶両江新区御臨産業園 

お問合せ先 

 

重慶両江新区三揮投資諮詢有限公司 

電話・FAX：+86-(0)23-6308-8578 

植原：uehara.takeshi@jgc.co.jp   

何強：Q.He@mitsui.com  

袁峰：47799190@qq.com 

 

三井物産株式会社（都市開発事業部） 

電話：+81-(0)3-3285-7677 

FAX：+81-(0)3-3285-9889 

加藤：Kei.Kato@mitsui.com     

田宮：T.Tamiya@mitsui.com   

清水：Kot.Shimizu@mitsui.com 

 

日揮株式会社 

電話：+81-(0)45-682-8388 

FAX：+81-(0) 45-682-8569 

横田（都市・ｲﾝﾌﾗ開発部）：yokota.akitoshi@jgc.co.jp  

橋爪（都市・ｲﾝﾌﾗ開発部）：hashizume.takuya@jgc.co.jp  

河野（国内営業部）：kono.ayahiko@jgc.co.jp 
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