
No 案件名 位置 経営機関 概要（産業、機能） ビジョン 面積(単位：平方メートル)

1
新首鋼先端産業総合サービ
スエリアプ項目

石景山区石景山路
68号

石景山区政府
首鋼集団
新首鋼投資サービスセンター

用地：商業金融、住宅、文化、エンターテイメント
希望な企業：CRD発展定位：電子情報、省エネ、新エネなどのハイテク産
業、先端製造業
商務、金融、展覧会などのサービス業

CRD発展定位に添う国家企業、民営企業や外資
系企業の本部

総面積 8630000 建築規模 10600000
N-3 1176000 建築規模 1794000
S-4 888000 建築規模 1440000

2 首鋼本部広場項目 石景山区 首鋼集団
項目：首鋼本部ビル、事務所、ホテル、アパート
希望な企業：情報転送、ITサービス、ソフトウェア業、金融業、不動産業、
公共事業、文化体育、ホテル業

長安街北側に企業本部を設立する大手企業 2866500

3 中国「緑能港」項目
中関村科技園石景
山区南区

首鋼集団 新エネ、新材料、ハイテク、情報通信などの省エネ産業
生産とサービスが相まって、国際化、専門化、集
約化の低炭素経済機能エリアを目指す。

861100

4 バーチャルリアリティー項目 北京易用視点科技有限会社 コア：中学校バーチャル実験システム
投資：5000万元人民元
融資：5000万元人民元

5
多モデルデータの手術ナビシ
ステムや連合手術プラット
フォーム項目

北京光昕萇栄科技有限会社
最先端の医学影像技術、画像処理技術、可視化技術、ナビ技術と医学機
械設計や製造などの技術を採用して、手術の精確や情報化を向上する。

投資：550万元人民元
融資：550万元人民元

6
彩色LEDディスプレイのドライ
バーチップ項目

北京銀河昊星科技有限会社
月売り上げは100万個、100万元人民元に越える
国内の技術だが、コストはより低い、優勢がある

投資：2000万元人民元
融資:1000万元人民元

7
リアルタイムで身分認証や
データ暗号化システム項目

石景山区
北京連合知華微電子科技有限
会社

成長期の項目
自家が開発したCPK標識認証のシステムや自主IPがある専用IC。クライ
アントに強大と簡潔なツールを提供して、インターネット、ユビキタスネット
ワーク、移動インターネット、クラウド計算及び電子商取引、電子銀行など
の業界の安全問題を解決する。

投資：5000万元人民元
融資：5000万元人民元

8
リゾート電子チケット交易プ
ラットフォーム項目

美景天下国際科技開発（北京）
有限会社

電子チケットのSAASプラットフォームを作成し、チケットのリアル発売と計
算を支える。今までは、1000以上のリゾートと協力して、国内いくつかのオ
ンラインセールス企業と連携する。
システム準入費：3万元/年
商品発売費用：200元/月
交易費：3-5%
通信設備費

融資：3000万元人民元　15-20%の株を譲り渡す

9
乳癌と大腸癌の治療効果体
外検査試薬項目

海淀区聯慧路99号
海雲軒A-301室

北京牛牛遺伝子技術有限会社
成長期の項目
乳癌や大腸癌治療を受けた患者の静脈の中の癌細胞数量を検査する。

投資：7000万元人民元
融資：5000万元人民元

10
北京市朝陽区垡頭科技商務
エリア項目

朝陽区東四環と東
五環の間

北京市朝陽区垡頭科技商務区
管理委員会

商務サービスと科学技術成果の転換が相まって、科技金融、技術交易な
どの科技商務サービス産業

4090500

11
北京市朝陽金盏金融サービ
ス園項目

朝陽区金盏地域
北京市朝陽金盏金融サービス園
管理委員会

先端金融サービスを主体にして、商業商務、国際教育、コミュニティととも
に、総合産業園を構築する。

5950000

12 北京新航城総合保税区項目
大興区国際空港臨
空経済区

北京新航城ホールディングス
産業：国際商品展覧、電子商取引、本部経済、国際医療、国際教育、国
際旅行

国際的な臨空経済区 67900000

13
蘋果園交通交差点商務区項
目

石景山区阜石路と
古城大街の交差点
西北角

石景山土地備蓄センター
商業金融
希望な企業：企業本部、現代金融業、商務サービス業

重要な交通センター 35200

14 北辰時代ビル項目 朝陽区北辰東路8号 北京北辰実業株式会社
希望な企業：外資系企業、サービス業、エネルギー業界、生物医療
レンタル価格　17元//day
管理費　360元//year

レンタル　61000

15
京滙ビル（太平金融センター）
項目

朝陽区建国路乙118
号

北京航華不動産会社
金融企業優先
レンタル価格　10元//day
管理費　372元//year

16 点石商務公園項目
石景山区八大処路
45号

北京華清安平不動産会社 希望な企業：CRD定位に添う企業
レンタル　80000
発売　80000

17 金融街長安センター項目
石景山区西長安街
と古城大街の交差
点西南角

北京金石融景不動産開発会社 希望な企業：CRD定位に添う企業 長安街の国家級運営体 発売　380000

18 泰禾長安センター項目 石景山区銀河大街 北京泰禾嘉盈不動産開発会社 希望な企業：CRD定位に添う企業 5A甲級事務所、商業街、先端産業区の総合体 発売　96000
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19 中国鉄建耀センター項目
石景山区蘋果園南
路蘋果園駅西側

中鉄建設集団 希望な企業：CRD定位に添う企業 発売　92800

20 大山子産業機能区項目 朝陽区酒仙橋 文化芸術、設計産業
国内外文化芸術交流センター、国際文化芸術及
びファッション設計展覧交易センター、当代芸術
孵化及び文化保税センター

21 中国アニメゲーム城項目 豊台区
石景山区政府
首鋼集団
二通管理委員会

希望な企業：アニメ、ゲーム、メディア業、CRD定位に添う企業 アニメ文化産業園 70500

22 北京国家広告産業園項目
朝陽区西大望路甲
12号

北京通恵国際投資管理センター 専門的に広告産業を発展する戦略産業園 500000

23 尚8設計家広告園項目 朝陽区四恵東橋南 老房子投資顧問有限会社 設計サービスと相関業界 246000

24 西山滙新メディア基地項目
石景山区実興大街
30号

北京鼎軒基業科技発展有限会
社

レンタル価格　4.5元//day
発売価格　24000元/

レンタル　60000
発売　20000

25 布袋中国項目 石景山区 北京業主行ネット科技有限会社
起業期
伝統布袋劇、アニメと新メディアが結ぶ
情報転送、ITサービス、ソフトウェア、文化、エンターテイメント

投資：1000万元人民元
融資:550万元人民元

26 中関村雍和航星科技園項目 北二環東 北京航星機器製造有限会社 希望な企業：科技、文化業界 移動情報サービス産業の基地 面積　135000

27 京報新聞ビル項目
東城区建国門内大
街26号

北京日報報業集団 希望な企業：大手企業 レンタル　20000

28 マリオットセンター項目 北京鉄道駅東側 北京荷華明城実業有限会社 希望な企業：大手企業 レンタル　24000

29 信徳京滙センター項目 東城区香河園街1号
北京万国城ホテル運営管理有限
会社

希望な企業：大手企業 レンタル　22273

30 嘉誠有樹項目
東城区東四十条甲
25号

中国対外演出会社 希望な企業：文化メディア、科学技術、新メディア レンタル　8708

31 嘉誠菊儿胡同項目 東城区菊儿胡同7号 北京一軽研究所
希望な企業：文化メディア、インターネット、情報技術、メディア科技、芸術
設計

レンタル　3300

32 嘉誠東四块玉項目
東城区東四块玉南
街32号

北京日用化学研究所 希望な企業：文化メディア、インターネット、情報技術、 レンタル　1900

33 柯瑪斯工場項目
東城区左安門内大
街10号

北京東方嘉誠文化産業発展有
限会社

希望な企業：文化メディア、体育産業、インターネット、設計機関 レンタル　7600

34 左右時代項目
東城区地安門東大
街89号

北京ラジオ技術研究所 希望な企業：電子ハイテク製品、伝統工芸、手工業 レンタル　4000

35
東城電子商取引科技産業園
項目

東城区金魚池中区
24号天壇工美ビル

北京文創科技有限責任会社 希望な企業：電子商取引及び関連サービス、文化創意などの科技会社 レンタル　12000

36 丹耀ビル項目
東城区王府井大街
176号

レンタル　15000

37 宝達ビル項目
東城区夕照寺街16
号

希望な企業：文化創意企業 レンタル　1800

38 北京飯店項目
東城区王府井大街
301号

首旅集団 レンタル　15600

39 北京ムスリムビル項目
東城区王府井大街
241号

北京ムスリムビル レンタル　10000

40
智慧商務O2Oクラウドサービ
スプラットフォーム項目

東城区 北京大道信通科技株式会社
電子商取引を巡るSAASの商務活動プラットフォーム希望な企業：国内外
専門投資機関或いは業界関連企業

投資：2800万元人民元
融資:1000万元人民元
智慧商務総合クラウドサービスプラットフォーム

41 悠恵生活コミュニティO2O項目 東城区 北京大道信通科技株式会社
起業期
コミュニティの住民たちに野菜、果物、生活日用品の配送及び金融支払
電子商取引サービスを提供する

融資:1000万元人民元
智慧商務総合クラウドサービスプラットフォーム

42
高精度グレーチングセンサー
項目

東城区 北京徳上科技有限会社
成長期
高精度センサーのモノポリーを破るために、自分の生産と研究基地を成
立する必要がある。

投資：2000万元人民元
融資:1500万元人民元
先進な国際企業と競争する、マーケットを広げる
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43 先端液圧製品産業化項目 東城区 北京科路工業装備有限会社
国際市場に対して、様々な液圧ツールを提供する。在庫の数量は多いの
で、クライアントの需要によって、短期と長期のレンタルを提供する。
希望な企業：国内外専門投資機関或いは業界関連企業

投資：5000万元人民元
融資:1500万元人民元

44
石油化学工業でのキー連接
管理システムの応用項目

東城区 北京科路工業装備有限会社
成長期
希望な企業：財務投資或いは戦略投資

投資：2500万元人民元
融資:2000万元人民元
株融資

45
化学工業園分解し難い有機
ウェスト処理センター項目

東城区
北京連合創業環保工程株式会
社

成長期
1-2億元で、分解し難いウェスト処理センターを成立する
希望な企業：国内外専門投資機関或いは業界関連企業

投資：15000万元人民元
融資:10000-15000万元人民元

46
短距離車用リチウム電池産業
化項目

東城区
北京鼎能開源電池科技株式会
社

成長期
3000-5000mAhの単体リチウム電池の生産チーンを準備する
希望な企業：国内外専門投資機関或いは業界関連企業

投資：15000万元人民元
融資:2000万元人民元

47
連合応用試薬ユビキタスネッ
ト項目

東城区 北京牛牛遺伝子技術有限会社

成長期
国家科技部の科学研究試薬産業技術創意戦略同盟を元にして、連合応
用試薬の専門ユビキタスネットワークを建立する
希望な企業：国内外専門投資機関或いは業界関連企業

投資：4000万元人民元
融資:500万元人民元

48 儲能飛輪項目 東城区 北京奇峰成型科技有限会社 成長期
投資：3500万元人民元
融資:2000万元人民元

49
集積回路テストシステム建設
融資項目

東城区
北京信諾達泰思特科技有限会
社

成長期
クライアントによって、最適なテストソリューションを提供する。
希望な企業：国内外専門投資機関或いは業界関連企業

投資：5000万元人民元
融資:1000万元人民元

50
ニュースライブ放送システムソ
リューション及びサービス項目

朝陽区 北京朗威視迅科技株式会社
成長期
希望な企業：国内外専門投資機関或いは業界関連企業

投資：4000万元人民元
融資:2000万元人民元

51 高級ビル通信システム項目 東城区 北京日昇天信科技株式会社
成長期
希望な企業：国内外専門投資機関或いは業界関連企業

投資：20000万元人民元
融資:2000万元人民元

52 文筹ネット項目 東城区 北京文筹投資株式会社
起業期
企業に対して、三つのフラウドファンディングモードを使って、企業に投資
と融資サービスを提供する

投資：15000万元人民元
融資:3000万元人民元

53
ビデオ通信領域での視聯ネッ
ト技術の応用項目

東城区
北京視聯動力国際情報技術有
限会社

成熟期
全国最大の高質量リアルタイムビデオ業務専門家になる。
ソフトウェアとハードウェアの発売収入、プラットフォームサービス及び
サーバー費用

融資:50000万元人民元

54
北京ギフト文化技術産業孵化
基地項目

東城区金魚池中区
24号ビル

北京天壇工美文化発展有限会
社

成長期
文化科技創意企業発展戦略を実施して、東城区の企業に発展創造の資
源プラットフォームを提供する

投資：800万元人民元
融資:300万元人民元
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