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大興国際空港臨空経済区

北京・天津・河北省協同発展のモデル区

首都空港
67KM

天安門
46KM

副中心
48KM

雄安
65KM

亦庄
34KM

大興国際空港
BEIJING DAXING
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大興国際空港臨空経済区

臨空区の大興エリアの面積：50平方キロメートル
（北京二環内の都市面積：60平方キロメートル）

⚫ 東区：
総合保税、航空物流、ビジネス金融、会議・
展示、貿易と科学技術革新などの機能を中
心に、国際航空物流の中枢を構築します。

⚫ 西区：
総合サービス保障機能を主とし、科学技術
革新機能を備え、国際航空総合サービス保
障基地を建設します。

西区
26㎢

東区
24㎢

臨空区（北京）の範囲

自由貿易区の範囲

総合保税区の範囲
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大興国際空港臨空経済区

“1+2+2”産業企画

ビッグデータ クラウド
コンピューティング

IoT 航空産業 ロボット
次世代情報技術

アプリケーションサービス

インテリジェント·
デバイス
ロボットシステム集積

航空開発

1リード産業1
+

2備蓄産業

2基礎産業

+

生命健康
研究開発、応用、サービス

全産業チェーン

精密医療及びサービス

（遺伝子技術、細胞治療）

幹細胞技術

医療消耗材

（生物3 Dプリント、インプラント可能）

ハイエンドサービス

スマート物流、

国際貿易、消費

国際会議・展示、

技術コンサルティング、

トレーニング

航空保障
航空訓練、

航空機整備、

公務機保障、

航空金融
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臨空経済区ビジネス環境

北京市第四実験学校

北京101中学

北京市海淀五一小学校

K12国際学校（計画中）

北京語言大学附属学校（計画中）

北京大学第一病院南部分院

国際専門科病院（計画中）

北京協和医院

首都医科大学（計画中）

北京細胞治療病院（計画中）

北京国際消費中枢（計画中）

荟聚ショッピングセンター

中糧置業（大悦城）

凯德モール

龍湖天街ショッピングセンター

北京野生動物園

教育 医療 エンターテイメント

生活環境
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臨空経済区の産業キャリア

4つの産業区：物流区、総合保税区、国際航空コミュニティ、国際生命健康コミュニティ

2つの総合体：国際会議・展示センター、国際消費中枢

6つの産業パーク：国際航空本部園、バイオ医薬孵化器、自由貿易革新センター、国際ビジネス総合体、再生医学革新産業園、医療器械知能製造園

再生医学革
新産業園
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臨空経済区政策

複数の政策が適用でき、臨空区の産業発展を促進します。

北京サービス業拡大開放試行政策
Pilot Policy  for Openness of Service

Sector in Beijing

総合保税区政策
Comprehensive Bonded Zone Policy

デジタル貿易試験区試行政策
The  Policy  For Pilot Digital Trade Zone

中関村科学技術革新政策
Zhongguancun Policy  for S&T Innovation

自由貿易区改革開放試行政策
The Pilot Policy  For Free Trade Zones 

Reforming and Opening Up
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臨空経済区政策

人材

金融

文化アイディア

生命健康

01

02

04

05

03 ハイエンド

大興区
“1+N”
政策

......

臨空区

01 企業の発展を支援する若干政策（試行）

03
医薬健康産業の発展を促進する

暫定弁法

04 金融支援臨空区産業発展暫定弁法

05 ......

02 自貿区産業発展を支援する若干政策

複数の政策が適用でき、臨空区の産業発展を促進します。
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臨空経済区政策

企業の発展を支援する若干政策（試行）

1

3

2

本社類企業

企業前年度の区級の総合的な
貢献額によって、１年目と２
年目の区級貢献額の100%と後
三年間の50%を資金サポート
する。

賃貸サポート

前年度の区級総合貢献額は100

万元（100万元を含む）以上に

達し、かつ総合的な貢献額は1

千元/㎡を下回らない、且管理

委員会が認定された産業園

区・キャリアで生産用部屋、

事務用部屋や倉庫を500平方メ

ートル（含む）以上の面積を

賃貸する区内企業に対し、前

年度の実際賃料総額の50%、

最高3年間を超えない資金支援

を与える。

新規参入企業

臨空経済区で新たに登録、あるい

は移転してきた企業に対し、原則

として会社の運営年から5年間の

間、前年度の区級総合貢献額が50

万元（50万元を含む）から500万

元に達した場合、企業区級の総合

貢献額の30%を資金支援を行う。

前年度の区級総合貢献額が500万

元（500万元を含む）から1000万

元に達した場合、企業区級総合貢

献額の40%を資金支援を行う。前

年度の区級総合貢献額が1000万元

（1000万元を含む）以上に達した

場合、企業区級の総合貢献額の

50%を支援する。
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臨空経済区政策

金融支援臨空区産業発展の暫定弁法

01

新規登録への補助

臨空区に登録された外資法人金融機関及び独立決

算機能を持つ支店、又は管理委員会に認定された

その他の外資金融機関に対して、外資の出資実績

に基づき、資金補助を与える。

02

投資支持
臨空区産業の発展を支持するPE投資ファンドに
奨励する。臨空区における実際投資規模に基づ
き、ファンド管理者に奨励を与える。臨空区の
企業が上場することを支援するPE投資ファンド
に対し、且つ成功に持分譲渡した場合、臨空区
における実際の投資規模に応じてファンド管理
者に奨励を与える。臨空区の産業発展位置づけ
に合致する産業プロジェクトを臨空区に誘致し
定着させるPE投資ファンドに対し奨励する。

03

経営支持

臨時区に新たに登録し、後三年内のいずれかの年
度区級総合貢献に50万元（含む）以上の金融及び
類金融機関に対し、前年度の区級総合貢献額の
80%を最高限に、政策年度から3年連続の資金サ
ポートを与える。
PE投資ファンドの自然人パートナー（または株
主）に対し、臨空区で実現した区級総合貢献額の
80%をもとに資金支援を行う。

04

クロスボーダー金融業務への支持

区内の企業がQFLP、QDLPを含むクロス

ボーダー株式投資を展開することを支持

する。条件に合致する機構の人民元・外

貨プーリング、クロスボーダー債券の発

行、金融資産の取引などの革新的な業務

展開をサポートし、革新資本項目の国際

協力業務を秩序よく推進する。
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臨空経済区政策

促进医药健康产业发展的暂行办法

成果の産業化を支援

１類の生物製品また

は第3類の医療機器

証明書及び生産承認

書を新たに獲得し、

且臨空経済区で生産、

或は決済を行う企業

に対して、単品種

300万元の一括奨励

を与える。１企業に

毎年最高で1000万

元を奨励する。

規模化の発展を支持

生命健康産業の基礎
育成を支持し、臨空
経済区で生産または
決算する医薬品、医
療器械の大品種製品
に対して、単品種の
製品の年間生産額は
初めて5000万元、1
億元、3億元を突破
した場合、それぞれ
50万元、100万元、
150万元の一括支援
資金を与える。

国際化の発展を支持

世界TOP500及び世
界生命健康リーダー
企業を支持し、臨空
経済区で区域本部と
研究開発センターを
設置する場合、審査
認定されたら、固定
資産投資総額（土地
費用を含まない）の
10%を、個社に年間
最高6000万元を超
えない資金サポート
を与える。

公共プラットフォーム
の建設をサポート

専門化研究開発生産サービスプ
ラットフォームの建設をサポー
トする。業界の先導契約研究開
発機構（CRO）、契約研究開発
生産機構（CDMO）などのバイ
オ医薬専門化研究開発生産サー
ビスプラットフォームの育成を
加速し、生産ラインの建設、設
備の購入などのプロジェクトに
よって総投資の30%を、優位企
業に3000万元を超えない資金
サポートを与える。検査サービ
スプラットフォームの建設をサ
ポートします。臨空経済区の立
地における検査、薬品生産品質
管理規範（GMP）共通性実験室、
薬物選別、小ロット薬品の試作、
バイオ医薬の輸出入などのサー
ビスプラットフォームをサポー
トし、最高3000万元を超えな
い資金サポートを提供する。

医療サービス、医学研
究機構の建設を支援

臨床研究型病院、臨
床試験機関、臨床医
学研究センターなど
の医療サービス機構
の建設を奨励し、精
密医療、遺伝子検査、
転化医学、健康管理
などの新興サービス
業の発展を推進し、
機構設立、機構運営
などの面でサポート
をする。
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