


苏州简介
蘇州概況

2500多年历史的文化名城
中国吴文化的发祥地

2500年以上の歴史を持つ文化都市

中国呉文化発祥の地



在苏日资企业超：2000家
蘇州の日系企業；2000社を超え

在苏日籍常住人口近：6000人
蘇州の日本国籍常住人口：6000人近く

来苏日籍人员每年达：13万
蘇州に来た日本人人数：毎年13万人に達している

苏州与日本经贸合作快速发展
蘇州と日本の経済貿易協力は急速に発展している



相城区位于苏州市域地理中心，总面积489平方公里
相城区は蘇州市地域地理センターに位置し、全区面積 489平方キロメートル

常住人口约100万
人口約100万

累计引进产业项目450个，总投资3804亿元
産業プロジェクトを累計450個導入し、総投資額は3804億元

地区生产总值

771亿元
地域総生産771億元

工业总产值

1590亿元
工業生産総額1590億元

一般公共预算收入

108.5亿元
一般公共予算収入108.5億元

20.6%6.7% 6%

相城简介
相城概況



苏州市域新中心
蘇州市域新センター

产城融合样板区
産城融合モデル区

长三角一体化创新发展先导区
長江デルタ一体化イノベーション発展の先導区

大研发
大開発

大文化
大文化

大健康
大健康

生态宜居中心
エコライフセンター

科技创新中心
科学技術創新センター

城市枢纽中心
都市中枢センター

未来活力中心
未来活力センター

阳澄生态新区（高铁新城）片区
陽澄生態新区（高鉄新城）エリア

漕湖国家级经济技术开发区片区
漕湖国家経済技術開発区エリア

元和省级高新区片区
元和省級高新区エリア

黄埭高新区片区
黄埭高新区エリア

阳澄湖生态旅游度假区片区
陽澄湖生態観光リゾートエリア



苏州市域新中心
蘇州市域新センター



苏州市国际会议酒店
蘇州市国際会議ホテル

苏州市国际会展中心
蘇州市国際展示センター

苏州市第二工人文化宫
蘇州市第二工人文化宮

苏州市第二图书馆
蘇州市第二図書館

苏州市大剧院
蘇州市オペラハウス

苏州市域新中心
蘇州市域新センター



伍
子
胥

（
ご
し
し
ょ
）

相土尝水，象天法地

欲筑城于斯

土と水の成分を測り、天文知識を用い、

呉国首都の立地調査を実施

苏州市域新中心
蘇州市域新センター



加快新产业培育、新人才集聚、新城市建设

打造高端要素集聚地、创业创新策源地、枢纽经济新高地

长三角区域最鼓励创新、最适合创新、最具创新创业活力的区域
苏州北站
蘇州北駅

长三角国际研发社区
長江デルタ国際研究開発コミュニティ

新産業育成の加速、新人材の集合、新都市の建設

ハイエンド要素群集地の構築、創業イノベーション策定地、中枢経済の新高地

長江デルタ地域中最もイノベーションを励み、最適、且つ活力のある区域である

产城融合样板区
産城融合モデル区

长三角一体化创新发展先导区
長江デルタ一体化イノベーション発展の先導区



大数据358家
ビッグデータ 358社

工业互联网70家
工業インターネット70社

科技金融164家
科技金融164社

智能驾驶43家
インテリジェント運転43社

先进材料130家
先材料材130社

生物医药60家
生物医薬60社

1 2个特色国际研发社区

大健康
大健康

大研发
大開発

大文化
大文化

スマート産業研究開発コミュニティ スマート科技研究開発コミュニティ 新素材研究開発コミュニティ 平門塘研究開発コミュニティ

スマート製造研究開発コミュニティ 光電情報研究開発コミュニティ 永昌研究開発コミュニティ 澄陽研究開発コミュニティ

生物医薬研究開発コミュニティ 生態科技研究開発コミュニティ

活力文化健康国際研究開発コミュニティ 元和塘科技研究開発コミュニティ

智能产业研发社区 智能科技研发社区 新材料研发社区 平门塘产城融合社区

智能制造研发社区 光电信息研发社区 永昌研发社区 澄阳研发社区

生物医药研发社区 生态科技研发社区 活力文化健康国际
研发社区

元和塘科技
文化研发社区

1 2個特色ある国際研究開発コミュニティ六大未来产业创新高地
六つ未来産業イノベーション高地

三大产业
３つの産業

大研发产业
大開発産業



阳澄湖大闸蟹
陽澄湖カニ

孙武公祭典礼
孫武公祭式典

御窑金砖博物馆
御窯ゴールドレンガ博物館

冯梦龙纪念馆
馮夢竜記念館

沈周像
瀋周画像【唐伯虎（唐寅）の先生】

历史文化底蕴深厚
歴史文化が深い

大文化产业
大文化産業



央视电影频道制作基地
CCTV映画チャンネル制作基地

国家级阳澄湖数字文化创意产业园
国家級陽澄湖デジタル文化創意産業園

数字文化、创意设计、影视娱乐、文化旅游、文教体育
五大文化产业
デジタル文化、創意設計、映画娯楽、文化観光、文化教育体育など
五つの文化産業

四大文化产业园区
4つの文化産業園区

文创企业3100多家
文創企業3100社を超える

大文化产业
大文化産業



约翰·霍普金斯医学院
ジョン・ホプキンス医学院

国开金融
国開金融

华盛顿大学医学院
ワシントン大学医学院

苏州国际医疗健康中心
蘇州国際医療健康センター

长三角合作医院
長江デルタ協力病院

北京大学
北京大学

生物医药、智慧医疗、健康管理、文旅康养等产业

バイオ製薬、スマート医療、健康管理、文化観光ヘルスケア
等の産業

大健康产业
大健康産業

苏州国际医疗健康中心
蘇州国際医療健康センター



生态宜居中心 科技创新中心

城市枢纽中心 未来活力中心
规划建设21.7平方公里的相城区城市
中央公园
21.7平方キロメートルの相城区都市
セントラル公園の建設を計画

水域占全区面积：40%
水域面積が全区面積比：40％

全区绿化覆盖率：38.7%
全区緑化カバー率：38.7％

エコライフセンター 科学技術創新センター

都市中枢センター 未来活力センター

四大中心
四つのセンター



中国计算机学会业务总部和学术交流中心
中国コンピューター学会業務本部及び学術交流センター

中国航天科工三院306所空天材料研究院
中国航空宇宙科工三院306処空天材料研究院

先进材料技术创新中心
先進材料技術創·新センター

全区入驻科技金融基金128支，
总规模超1200亿元
128本の科技産業基金を集め、総規模が1200億元を超える

四大中心
四つのセンター

国家级先进材料技术创新中心
国家級先進材料技術創新センター

国家级航空航天材料基地
国家級航空宇宙材料基地

国家级智能驾驶汽车应用示范区
国家級スマート運転車応用モデルエリア

中国检科院长三角研究总院
中国検科院長江デルタ研究総院

生态宜居中心 科技创新中心

城市枢纽中心 未来活力中心

エコライフセンター 科学技術創新センター

都市中枢センター 未来活力センター



长三角国家级高铁枢纽
長江デルタ国家級高速鉄道ハブ

四大中心
四つのセンター

生态宜居中心 科技创新中心

城市枢纽中心 未来活力中心

エコライフセンター 科学技術創新センター

都市中枢センター 未来活力センター



全区规划地铁线14条，
总长274公里

四大中心
四つのセンター

生态宜居中心 科技创新中心

城市枢纽中心 未来活力中心

エコライフセンター 科学技術創新センター

都市中枢センター 未来活力センター

14本の地下鉄線をカバーする計画

総距離274キロメートル



到2035年，目标入驻各类高端人才
30～50万

四大中心
四つのセンター

生态宜居中心 科技创新中心

城市枢纽中心 未来活力中心

エコライフセンター 科学技術創新センター

都市中枢センター 未来活力センター

2035年までに、各種類のハイエンド人材30～50万

人を目指す



漕湖国家级经济技术开发区片区
漕湖国家経済技術開発区エリア

面积为89.5平方公里，重点发展新一代电子信息、高端装备制造、人工智能科技、未来城市技术。
面積が89.5平方キロ、新世代電子情報、ハイエンド設備製造、人工知能科学技術、未来都市技術を重点として発展させる

阳澄湖生态旅游度假区片区
陽澄湖生態観光リゾートエリア

面积为115平方公里，重点发展生态旅游业。
面積が115平方キロ、生態観光業を重点として発展させる

黄埭高新区片区
黄埭高新区エリア

面积为112平方公里，重点发展光电信息、新材料、智能装备、生物医药。
面積が112平方キロ、光電情報、新材料、生物医薬を重点として発展させる

阳澄生态新区(高铁新城)片区
陽澄生態新区（高鉄新城）エリア

面积为110平方公里，重点发展智能科技、大数据、

科技金融、文化创意、电子商务。
面積が110平方キロ、知能科学技術、ビッグデータ、科技金融、文化創意、電子ビジ

ネスを重点として発展させる

元和省级高新区片区
元和省級高新区エリア

面积为62.5平方公里，重点发展数字文创、数字研发、智慧健康和服务贸易（跨境电商）。
面積が62.5平方キデジタル文創、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

五大功能片区
五つの機能エリア



规划建设“一主五副”功能区
「一主五副」機能エリアの建設計画

区域面积：110平方公里
区域面積：110平方キロ

阳澄生态新区(高铁新城)片区
陽澄生態新区（高鉄新城）エリア



六大生态艺术公园
六つの生態芸術公園

都会文化公园（世界湖区峰会湾）
都会文化公園（世界湖区サミット湾）

世界级“生态湾区、艺术之湖”
世界レベルの「生態の湾、芸術の湖」

美国硅谷
アメリカシリコンバレー

阳澄生态新区(高铁新城)片区
陽澄生態新区（高鉄新城）エリア



新一代电子信息
新世代電子情報

高端装备制造
ハイエンド設備製造

未来城市技术
未来都市技術

人工智能科技
人工知能科学技術

区域面积：89.5 平方公里
区域面積： 89.5 平方キロ

一心两城四园+田园综合体
一つの中心、二つの区域、四つの園区＋田園総合体

漕湖国家级经济技术开发区片区
漕湖国家経済技術開発区エリア



区域面积：62.5平方公里
区域面積： 62.5平方キロ

车联网大数据国际研发社区
IOVビッグデータ国際開発コミュニティ

活力文化健康国际研发社区
活力文化健康国際開発コミュニティ

天虹文教科技国际研发社区
天虹文化教育科技国際開発コミュニティ

武珞信息技术产业园
武珞情報技術産業園

元和省级高新区片区
元和省級高新区エリア

数字文创
デジタル文創

数字研发
デジタル開発

智慧健康
スマート健康

一核一带五区
一つの中心、一つの帯、五つのエリア



区域面积：112平方公里
区域面積： 112平方キロ

黄埭高新区片区
黄埭高新区エリア

光电信息
光電情報

新材料
新材料

生物医药
生物医薬

一核三片六区
一つの中心、三つのエリア、六つのゾーン



区域面积：115平方公里
区域面積：115平方キロ

中国阳澄湖清水大闸蟹之乡
中国陽澄湖清水カニの郷

拥有阳澄湖三分之二水面
陽澄湖の三分の二の水域を持ち

重点发展旅游、文化、体育、健康、养老五大幸福产业
観光、文化、体育、健康、養老の「五つの幸せの産業」を重点として
発展さる

阳澄湖生态旅游度假区片区
陽澄湖生態観光リゾートエリア



江苏省友好代表团县区代表
江蘇省友好代表団県区代表

苏州（相城）中日智能制造协同创新区
蘇州（相城）中日スマート製造協力イノベーションエリア



中日产业合作论坛
中日産業協力フォーラム

苏州（相城）中日智能制造协同创新区
蘇州（相城）中日スマート製造協力イノベーションエリア



已集聚日资企业40多家
40社以上の日系企業が集める

积水住宅
積水ハウス

霓佳斯
ニチアス

工芸冲压
工芸プレス

苏州（相城）中日智能制造协同创新区
蘇州（相城）中日スマート製造協力イノベーションエリア



功率半导体热测试产品研发项目签约
パワー半導体熱試験製品開発プロジェクト契約

日中科学技术文化中心战略合作协议签署
日中科学技術文化センター戦略協力協議調印式

日本国际贸易促进协会交换合作文本
日本国際貿易促進協会協力書類の交換

瑞穗银行合作签约
みずほ銀行提携締結式

已签约高科技产业项目14个
契約書を締結したハイテク企業プロジェクト：14つ

苏州（相城）中日智能制造协同创新区
蘇州（相城）中日スマート製造協力イノベーションエリア



总面积：489平方公里

核心区面积：38.5平方公里

総面積： 489平方キロ

核心エリア面積： 38.5平方キロ

中枢服务核面积：6.5平方公里
中枢サービスのコア面積： 6.5平方キロ

智力支持翼面积：10平方公里
知力支持翼面積： 10平方キロ

技术转化翼面积：22平方公里
技術転化翼面積： 22平方キロ

元和省级高新区片区

苏州（相城）中日智能制造协同创新区
蘇州（相城）中日スマート製造協力イノベーションエリア



位于国家级经济技术开发区
占地6.5平方公里

国家級経済技術開発区に位置し
面積は6.5平方キロメートル

中枢服务核
中枢サービスのコア



生态环境优美
優れた生態環境

空间布局有致
風情ある町造る

交通出行便利
交通便利な町

日系城市服务特色
日系都市サービスある町

中枢服务核
中枢サービスのコア



长三角国际研发社区占地10平方公里
長江デルタ国際研究開発コミュニティ10平方キロメートル占める

中日智能制造产业人才综合服务中心
中日スマート製造産業人材の総合サービスセンター

科技金融服务中心
中日スマート製造金融科学技術サービスセンター

研发企业总部
研究開発企業本部

智力支持翼
知力支持翼



双湖板块
双湖プレート

4个如意状水域
4つの如意状の水域は

寓意“事事如意”
「万事順調」を意味する

东西片湖
东西湖プレートは

寓意“吉祥如意”
「吉祥如意」を意味する

智力支持翼
知力支持翼



立体构建交通网，途经地铁线6条
立体化する交通線，地鉄線は6本経由する

智力支持翼
知力支持翼



120万方国际人才公寓
120万平方メートルの国際人材マンション

4个商业街区
四つの商店街

10所以上楼宇式知名大学
10校以上のビル式知名大学

2所国际学校
２校国際学校

5所国际幼儿园
5校国際幼稚園

10大开放式运动场地
10個開放式スポーツ場

30公里滨水慢行步道
30キロメートルの浜水徐行歩道

智力支持翼
知力支持翼



YEARS YEARS THOUSANDS

5至8年的时间

５～８年間

完成建设

建設完成

5至10年的时间

５～10年間

完成入住

搬入完成

积聚10万以上

10万人以上集中

高科技研发人才

ハイエンド研究人材



位于国家级经济技术开发区
占地22平方公里

国家級経済技術開発区に位置し
面積は22平方キロメートル

西安交通大学苏州科技园·漕湖
西安交通大学蘇州科学技術園 漕湖

技术转化翼
技術転化翼

漕湖中央商务区
漕湖中央商務区

楼氏电子（苏州）有限公司
楼氏電子（蘇州）有限会社



大产业生态圈

产业生态体系
産業クラスター

形成可持续发展的中日智能制造产业生态圈
持続可能な発展を遂げる中日知能製造産業生態圏を形成する

“1”大産業生態系



大先导性基础产业

工业机器人和高端机床产业
工業用ロボットとハイエンド机械産業

制造业数字化产业
製造業デジタル化産業

“2”大先端基礎産業

产业生态体系
産業クラスター



大核心产业集群

智能驾驶与新能源汽车
インテリジェント運転と新エネルギー自動車

高端医疗器械
ハイエンド医療機器

新一代电子信息
次世代電子情報

「3」つのコア産業クラスター

产业生态体系
産業クラスター



大创新应用场景

“汽车+SmartCity”
自動車＋スマートシティ

“智能工厂4.0”
スマート工場4.0

“AI+智能家居”
AI+智能家居

“中日医工合作”
中日医工合作

「4」つの革新的な応用シーン

产业生态体系
産業クラスター




