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寧波市は中国大陸海岸線の中央、経済が発達している揚子江デルタ

の南翼、浙江省の東部に位置し、上海、杭州と隣接している。全市の総

面積は9817平方キロ、総人口は約571万人である。寧波は中国の歴史

文化名城、古代の『海上シルクロード』の始発港であり、7000 余年の歴

史を誇る河姆渡文化の発祥の地である。国連に中国の最も潜在力があ

る都市と評価されている。フォーブス「2007 年中国大陸商業都市トップ

100 位」の第 8 位、「2007 年中国住み易い都市」の第 5 位に位置する。 

 

 

寧波市は経済発展条件に恵まれ、中国の重要な工業都市と対外貿易港であり、揚子江デルタの

中心都市と重化学工業基地、浙江省の経済中心地となっている。 

 

 

 
経済指標 2009 年 

GDP 4214.6 億人民元 

一人あたりの GDP 10,833 ドル 

全市財政収入 966.2 億人民元 

地方財政収入 432.8 億人民元 

都市エンゲル指数 38.7% 

社会固定資産投資総額 2004.2 億人民元 

輸出入総額 608.1 億ドル 

輸出額 386.5 億ドル 

対外投資額 8.84 億ドル 

契約ベース外資利用額 34.2 億ドル 

実行ベース外資利用額 22.1 億ドル 
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伝統産業伝統産業伝統産業伝統産業 

 

紡績：紡績：紡績：紡績： 

紡績業は寧波の伝統産業として、種類が多く、構造も合理的で、生産高が全市工業生産高の 12％

を占める。 

 

アパレルアパレルアパレルアパレル： 

寧波市はわが国の「紅幇裁縫」(洋服屋)の発祥の地である。全市には衣料品メーカーが 3000 社あ

り、年間の生産能力が 15 億枚に達し、中国生産量の 12％を占め、15 の有名ブランドを有する。 

 

プラスチック機械プラスチック機械プラスチック機械プラスチック機械 ：：：： 

寧波市は世界のプラスチック機械の都であり、388 社の大手プラスチック機械メーカーがある。生

産と販売量は世界の約半分を占めている。海天塑機は世界最大のプラスチック機械のメーカーであ

り、ドイツの DEMAG、日本の住友、韓国の宇進、台湾の今機、香港の震雄などの有名企業は既に

寧波に進出した。 

 

日用家電：日用家電：日用家電：日用家電： 

寧波市は中国三大家電生産基地の一つである。全市には家電メーカーが 3000 社、各種類の家電

部品メーカーが１万社ある。全国最大の飲用水機、アイロン、ドライヤー及び電源コンセントの生産基

地になっている。 

 

金型産業：金型産業：金型産業：金型産業： 

寧波市は中国三大金型の生産基地の一つとして、金型加工企業が 6000 社あまり。鋳造金型の生

産量は全国の約 70％、プレス金型は 40％、粉末冶金金型は 25％を占める。 

 

文房具産業：文房具産業：文房具産業：文房具産業： 

寧波市は「中国文房具の都」に誉められている。全市には文房具メーカーが 2700 社あまり、輸出

額が全国の 1/3 を占める。中国最大な事務用文房具メーカー、美術用文房具メーカー、学生用文房

具のメーカーはいずれも寧波にある。 

 

自動車部品産業：自動車部品産業：自動車部品産業：自動車部品産業： 

寧波市は中国の重要な自動車部品の生産基地の一つである。自動車部品メーカーが 3000 社あま

り、年生産額は 150 億元を上回り、輸出額は 8 億ドルを上回った。 



臨港大工業臨港大工業臨港大工業臨港大工業 

 

石油化学産業：石油化学産業：石油化学産業：石油化学産業： 

寧波市は華東地域重要な石油化学基地である。大型の石油化学企業が 179 社あり、中国最大の

製油能力を持っている中石化鎮海製油会社、中国最大の ABS 生産基地寧波楽金（LG）甬興化工有

限公司、台湾プラスチック、Exxon、BPAMOCO、Messer など世界トップレベルの化学工業企業が既

に寧波に進出している。 

 

製紙工業：製紙工業：製紙工業：製紙工業： 

製紙業は寧波軽工業の重要部分であり、大型製紙企業が 20 社ある。シンガポールの APP グルー

プが投資した寧波中華紙業有限公司が中国最大の工業用紙の生産者である。 

 

鉄鋼工業：鉄鋼工業：鉄鋼工業：鉄鋼工業： 

優れる港と都市インフラに恵まれ、寧波市は鉄鋼工業の基地になった。寧波宝新ステンレスは年

間 60 万トンステンレス薄板の生産能力、寧波鉄鋼会社は年間 400 万トンの生産能力を持っている。 

 

新興産業新興産業新興産業新興産業 

 

電子情報電子情報電子情報電子情報産産産産業：業：業：業： 

ここ５年間、寧波市の電子情報産業の生産高は年間 30％の伸び率で成長している。今、電子情報

関係のメーカーが 2000 社あり、生産高が全市 GDP の 10.5％を占める。 

 

新材料新材料新材料新材料・新エネルギー産業・新エネルギー産業・新エネルギー産業・新エネルギー産業：：：： 

新型材料·新エネルギー産業は寧波市の重点育成のハイテク産業の一つである。2002 年から毎

年 30％の成長率を続け、生産高が全市ハイテク産業生産高の 34.95％を占める。今、寧波市には新

エネルギーハイテク企業が 50 社あり、国家級のハイテク企業が 172 社ある。 

 

液晶液晶液晶液晶光電光電光電光電産産産産業業業業： 

近年来、寧波市の液晶光電産業は急速な発展を続けている。充実した関連産業、便利な輸送網と

優遇政策により、世界トップレベルの液晶光電企業が寧波に続々と進出している。液晶のモジュール

を主として、関連部品及び液晶ディスプレイとテレビなどのより完備した産業チェーンを形成し、中国

の光電生産基地になった。 

 

バイオ医薬：バイオ医薬：バイオ医薬：バイオ医薬： 

寧波では、医薬工業の種類が多く、さまざまな医薬製品が生産され、30％以上の医薬製品は輸出

されている。 
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    空港空港空港空港 

寧波空港は 40 数本の国内線があり、北京、上海、広州、シンセイ、

香港、マカオなどの国内主要都市とシンガポール、バンコク、ソウルな

どへの直行便がある。 

 

    港港港港 

2009 年、寧波港は貨物取扱量が 3.8 億トンに達し、中国大陸の港

の 2 番目の座に居座り、世界の 4 番目にも入った。 

2009 年、寧波港のコンテナー取扱量が 1042.35 万本を超え、世界

の 8 番目に位置した。 

 

    鉄道鉄道鉄道鉄道 

寧波市の鉄道輸送網は中国他の主要都市と緊密的に繋がってい

る。駅は市の中心部に位置し、毎日北京、上海、広州などの大都市ま

でのファースト便がある。2009 年 839 万人の旅客と 1705.8 万トンの貨

物を輸送した。 

 

    自動車道路自動車道路自動車道路自動車道路 

寧波は便利な道路を通じて、周辺地域と緊密的に繋がり、数多く

の国家級と省級の高速道路が寧波を通過している。杭甬高速、甬金

高速、甬台温高速、杭州湾海上大橋、環城高速及び沿海高速、金

塘海上大橋など「一環六射」の高速対外道路を構成し、特に杭州湾

海上大橋の開通によって、寧波から上海までは 2 時間に短縮した。 
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    寧波経済技術開発区寧波経済技術開発区寧波経済技術開発区寧波経済技術開発区 

 

インフラ整備総額 306.95 億元 

年末現在企業数 3563 社 

累計認可外資企業数 1132 社 

実行ベース外資利用額  37.33 億ドル 

工業生産高 663.30 億元 
  

 

    寧波保税区（輸出加工区）寧波保税区（輸出加工区）寧波保税区（輸出加工区）寧波保税区（輸出加工区） 

インフラ整備総額 18.15 億元 

年末現在企業数 5446 社 

累計認可外資企業数 893 社 

実行ベース外資利用額  11.83 億ドル 

工業生産高 100.36 億元 
  
 

    大榭経済開発区大榭経済開発区大榭経済開発区大榭経済開発区 

 

インフラ整備総額 30.43 億元 

年末現在企業数 1114 社 

累計認可外資企業数 14 社 

実行ベース外資利用額  2.24 億ドル 

工業生産高 106.94 億元 
  

 

    寧波高新科寧波高新科寧波高新科寧波高新科技産業園区技産業園区技産業園区技産業園区 

インフラ整備総額 24.88 億元 

年末現在企業数 593 社 

累計認可外資企業数 149 社 

実行ベース外資利用額  2.22 億ドル 

工業生産高 47.33 億元 
  



    東銭湖観光区東銭湖観光区東銭湖観光区東銭湖観光区 

 

インフラ整備総額 21.68 億元 

年末現在企業数 571 社 

累計認可外資企業数 39 社 

実行ベース外資利用額  0.57 億ドル 

工業生産高 51.07 億元 
  

 

    浙江慈渓輸出加工区浙江慈渓輸出加工区浙江慈渓輸出加工区浙江慈渓輸出加工区 

インフラ整備総額 49.16 億元 

年末現在企業数 143 社 

累計認可外資企業数 154 社 

実行ベース外資利用額  3.74 億ドル 

工業生産高 105.88 億元 
  

    余姚市経済開発区余姚市経済開発区余姚市経済開発区余姚市経済開発区 

 

インフラ整備総額 37.64 億元 

年末現在企業数 1265 社 

累計認可外資企業数 250 社 

実行ベース外資利用額  4.19 億ドル 

工業生産高 121.00 億元 
  

 

    鎮海経済開発区鎮海経済開発区鎮海経済開発区鎮海経済開発区 

インフラ整備総額 7.60 億元 

年末現在企業数 598 社 

累計認可外資企業数 266 社 

実行ベース外資利用額  4.59 億ドル 

工業生産高 89.00 億元 
  

    奉化経済開発区奉化経済開発区奉化経済開発区奉化経済開発区 

 

インフラ整備総額 12.65 億元 

年末現在企業数 258 社 

累計認可外資企業数 119 社 

実行ベース外資利用額  1.58 億ドル 

工業生産高 31.00 億元 
  



    寧海経済開発区寧海経済開発区寧海経済開発区寧海経済開発区 

インフラ整備総額 15.51 億元 

年末現在企業数 535 社 

累計認可外資企業数 145 社 

実行ベース外資利用額  1.77 億ドル 

工業生産高 70.44 億元 
  

 

    象山経済開発区象山経済開発区象山経済開発区象山経済開発区 

 

インフラ整備総額 7.67 億元 

年末現在企業数 280 社 

累計認可外資企業数 130 社 

実行ベース外資利用額  1.03 億ドル 

工業生産高 80.50 億元 
  

    鄞州投資創業中心鄞州投資創業中心鄞州投資創業中心鄞州投資創業中心 

インフラ整備総額 16.00 億元 

年末現在企業数 90 社 

累計認可外資企業数 69 社 

実行ベース外資利用額  3.67 億ドル 

工業生産高 36.90 億元 
  

 

    江北投資創業中心江北投資創業中心江北投資創業中心江北投資創業中心 

 

インフラ整備総額 11.28 億元 

年末現在企業数 142 社 

累計認可外資企業数 106 社 

実行ベース外資利用額  0.97 億ドル 

工業生産高 21.25 億元 
  

 

    江東区都市工業機能区江東区都市工業機能区江東区都市工業機能区江東区都市工業機能区 

インフラ整備総額 4.47 億元 

年末現在企業数 46 社 

累計認可外資企業数 17 社 

実行ベース外資利用額  0.39 億ドル 

工業生産高 6.92 億元 


