
 

 

番号 類別 開発区名称. 主導産業 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 

国家レベル開発区 

長春高新技術産業開発区 自動車の全車および部品製造業、バイオ医薬産業、光電情報業 

2 長春経済技術開発区 自動車及び自動車部品、農産物加工、現代サービス業 

 
3 

 
長春自動車経済技術開発区 

自動車整車製造及びコア部品加工産業、自動車設計研究開発業、自動車物流業、
自動車サービス業 

4 長春浄月高新技術産業開発区 
金融サービス業、文化創意業、科学研究教育業、観光展示業、医薬製造、自動
車部品及び部品製造、光電情報業 

5 長春興隆総合保税区 現代物流業、輸出入加工業 

 
6 

 
吉林高新技術産業開発区 

自動車及び部品産業、電力電子産業、バイオ医薬産業、装備製造業、化学工業
及び新材料産業、現代サービス業 

7 吉林経済技術開発区 
精密化工業、生物産業、現代サービス業、医薬食品産業、新材料産業 

8 四平紅嘴経済技術開発区 
農機装備製造産業、ビッグデータ産業、光電産業、食品医薬産業、熱交換器産
業 

9 松原経済技術開発区 生物化学、健康食品、ハイテク 

 
10 

 
琿春国境経済協力区 

エネルギー鉱物、循環型経済、海産物、木製品、繊維服装、商貿易物流、観光文
化、現代サービス業 

11 吉林琿春出口加工区 エネルギー鉱物加工、食品及び海産物加工、木製品加工、紡織衣服 

12 延吉高新技術産業開発区 食品製造業、生物製薬、医療機器、専用設備製造 

13 通化医薬ハイテク産業開発区 医薬健康産業、ハイエンドサービス産業、ハイテク産業 

14 和竜国境経済協力区 国境貿易、物流、加工、旅行 

15  
 
 
 
 
 

吉林徳恵経済開発区 農業副食品加工業、食品製造業、交通運輸、倉庫、郵便業 

16 長春寛城経済開発区 軌道製造業、自動車製造業、農産物深加工業 

17 長春朝陽経済開発区 自動車製造業、新型建材製造業、農副食品加工業 

18 長春双陽経済開発区 医薬製造業、自動車部品及び部品製造業、非金属鉱物製品業 

吉林省開発区主導産業 



19 
省レベル開発区 

長春緑園経済開発区 軌道産業、物流貿易業 

20 長春楡樹経済開発区 農業副食品加工業、医薬製造業 

21 長春九台経済開発区 専用設備製造業、自動車製造業、医薬製造業 

22 長春農安経済開発区 現代装備製造業、食品製造業、生物製品製造産業、軽工業 

23 長春文化印刷産業開発区 印刷·記録媒体複製業、汎用機器製造業、建設業 

24 長春皓月清真産業団地 食肉製品及び副産物加工、飼料加工 

25 長春国際物流経済開発区 卸売業、倉庫業、新型建材製造業、インターネットと関連サービス 

26 長春南部都市経済開発区 現代金融業、ビジネスサービス業、文化、スポーツ、娯楽業 

27 長春蓮花山エコ観光リゾート区 都市サービス業、現代農業、レジャー観光業 

28  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長春空港経済開発区 高度装備製造業、電子機能材料製造、航空輸送業 

29 
長春長東北開放開発先導区(長徳新区) 農業副食品加工業、ビジネスサービス業、鉄道船舶航空宇宙およびその他の輸送

設備製造業 

30 長春北湖科学技術開発区 
食品加工、鉄道船舶航空宇宙およびその他の輸送設備製造業、化学繊維製造業、
医薬製造業 

31 吉林永吉経済開発区 自動車部品、装備製造、新しい材料 

32 
吉林龍潭経済開発区(吉林化学工業循環型経済モデル団
地) 化学原料と化学製品製造業 

33 吉林東市商業貿易経済モデル区 小売業、外食業 

34 吉林船営経済開発区 ハイエンド装備製造、現代サービス業、食品加工業 

35 吉林樺甸経済開発区 食品製造業、医薬製造業、非金属鉱物製品業 

36 吉林磐石経済開発区 医薬健康産業、食品製造産業、現代サービス業 

37 吉林(中国-シンガポール)食品区 農業副食加工業、食品製造業 

38 吉林北大湖スポーツ観光経済開発区 スポーツ旅行、宿泊飲食、不動産 

39 吉林蛟河天崗石材産業団地 非金属鉱山採掘業、採掘補助活動 

40 吉林豊満経済開発区 食品製造業、不動産業、小売業 

41 吉林哈達湾経済開発区 冶金、建材、電力機械及び電力設備の製造 



42 省レベル開発区 吉林明城経済開発区 自動車部品及び部品製造業、金属製品業、非金属鉱物製品業 

43 吉林蛟河経済開発区 医薬健康産業、長白山特色食品産業、新型エネルギー産業、装備製造産業 

44 吉林自動車産業団地 自動車及び部品産業、電力電子産業、バイオ医薬産業、装備製造業 

45 吉林四平経済開発区 医薬、装備製造、サービス業 

46 吉林鉄東経済開発区 専用車、農産副産物加工、汎用設備製造 

47 吉林梨樹経済開発区 食糧深加工、畜産物加工、グリーン食品加工、新型エネルギーと機械設備製造 

48 吉林遼河農業開墾管理区 知恵農業、生物健康、医薬業 

49 吉林四平新型工業化経済開発区 化学工業、建材、物流 

50 吉林遼源経済開発区 高精アルミニウム加工、紡織靴下業、新エネルギー、医薬健康 

51 吉林集安経済開発区 医薬製造業、鉱業、食品製造業 

52 吉林輝南経済開発区 医薬製造業、金属製品業 

53 吉林東昌経済開発区 医薬製造業、食品製造業、非鉄金属製錬及び圧延加工業 

54 吉林二道江経済開発区 黒色金属製錬及び圧延加工業、医薬製造業、金属製品業 

55 通化国際内陸港務区 交通運輸、倉庫と郵便業、観光業 

56 吉林長白経済開発区 鉱業、製造業、卸小売業 

57 吉林臨江経済開発区 木材加工、医薬製造、非金属鉱物製品業、飲料製造 

58 吉林靖宇経済開発区 酒、飲料、精製茶製造業、医薬製造業 

59 吉林白山経済開発区 医薬、鉱物の新しい材料、エネルギー電力 

60 吉林撫松経済開発区 木材加工業、宿泊業、飲食業、文化体育娯楽業、不動産業 

61 吉林撫松工業団地 木製品加工、医薬製造、観光記念品加工 

62  
 
 
 
 
 
 

松原農業高新技術開発区 農業、農業副食品加工業、科学技術普及と応用サービス業 

63 
松原石油化学工業循環型経済モデル団地 石油加工、コークスと核燃料加工業、化学原料と化学製品製造業、生物化学製品

製造 

64 吉林前郭経済開発区 農業副食品加工業、専用設備製造業、道路運送業、ビジネスサービス業 

65 査幹湖観光経済開発区 特色ある農業、採鉱業、卸売と小売業、宿泊と飲食業 



66  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

省レベル開発区 

松原哈達山生態農業観光モデル区 特色ある農業、宿泊と飲食業、不動産業、娯楽業 

67 吉林大安経済開発区 石油と天然ガス採掘業・医薬製造業 

68 吉林白城経済開発区 医薬製造業、自動車製造業、電力熱生産と供給業、商貿易物流業 

69 査幹浩特観光経済開発区 ビジネスサービス業、電力、熱生産·供給業、木材加工 

70 吉林白城工業団地 
食品製造業、自動車製造業、黒色金属製錬と圧延加工業、汎用設備製造業 

71 吉林通楡経済開発区 汎用設備製造業、農副食品加工業、ビジネスサービス業 

72 吉林鎮賚経済開発区 医薬製造業、農副食品加工業、汎用設備製造業 

73 吉林敦化経済開発区 バイオ医薬、木製品、機械加工 

74 吉林図們経済開発区 コンピュータ通信及びその他の電子機器製造業、織物衣料品、農副食品加工業 

75 吉林安図経済開発区 非金属鉱採掘業、食品製造業、医薬製造業 

76 敦化六鼎山文化観光区 文化芸術業、娯楽業、その他のサービス業 

77 吉林延吉国際空港経済開発区 航空運送業、インターネットと関連サービス 

78 
延龍図新区(吉林延龍図文化旅行区) 

旅行、文化、健康、現代サービス業 

79 
吉林省長白山管理委員会池北経済管理区 

観光業、文化産業 

 
80 

吉林省長白山管理委員会池西経済管理区 
 

観光業、ミネラルウォーター業 

81 吉林梅河口経済開発区 食品製造業、医薬製造業、金属製品業、倉庫業 

82 公主嶺国家農業科学技術団地 農業副産物深加工，種子業 

83 吉林公主嶺経済開発区 自動車部品及び部品製造、非金属鉱業、現代物流業 

84 吉林大嶺自動車物流経済開発区 
近代的総合国際物流業基地、新エネルギー車、特殊車とハイエンド自動車部品
基地 

85  
 
 

工業集中区 

楡樹環城工業集中区 農業副食品加工業、食品製造業、酒、飲料製造業 

86 農安工業集中区 農業副食品加工業，石油化学工業，コークス化と核燃料加工業 

87 九台工業集中区 食品製造、電力熱生産と供給 



88  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工業集中区 

徳恵米沙子工業集中区 自動車部品製造業、新型建材製造業 

89 緑園西新工業集中区 自動車および部品製造業 

90 舒蘭経済開発区 農業副食品加工業、専門設備製造業 

91 四平循環型経済モデル区 高級装備製造業、新型建材産業 

92 伊通満族自治県経済開発区 石油と天然ガスの採掘、自動車部品及び部品製造 

93 双遼経済開発区 ガラス建材、現代農業、電力エネルギー 

94 遼源クリーンエネルギー産業開発区 農産物加工業、装備製造業、新材料 

95 東遼経済開発区 汎用設備製造業、専用設備製造業、農副食品加工業 

96 遼源竜山工業開発区 高級装備製造、新材料、新エネルギー 

97 東豊経済開発区 黒色金属製錬及び圧延業、食品製造業、紡績業 

98 柳河工業集中区 医薬製造業、食品製造業 

99 通化聚鑫経済開発区 医薬製造業、有色金属鉱採掘業、食品製造業 

100 江源工業経済開発区 新型建材、鉱物冶金新材料、生物医薬 

101 白山八道江工業集中区 石炭化学工業、マグネシウム及び新材料産業、新建材 

102 臨江珪藻土工業集中区 非金属鉱業、非金属鉱物業 

103 白山靖宇生態健康産業団地 農副食品加工業、医薬製造業、飲料及び精製茶製造業 

104 雅達虹工業集中区 新型建築材料製造、装備製造業 

105 太平川経済開発区 化学肥料製造業、農産物加工業、木製品加工業 

106 扶余工業集中区 木材加工、化学原料及び化学製品製造業、非金属鉱物製品業 

107 乾安工業団地 農業副食加工業. 

108 扶余弓棚子工業集中区 木材加工と木竹藤シュロ製造業 

109 長嶺環城工業集中区 農業副食品加工業、医薬製造業、電力熱力生産と供給業 

110 洮南経済開発区 農業副食品加工業，医薬製造業，紡織衣服，服飾業 

111 白城洮北経済開発区 農業副食品加工業、その他製造業、建築設置業 



112 和龍工業集中区 黒金属鉱採掘業、医薬製造業、自動車製造業 

113 汪清工業集中区 非金属鉱採掘業、木材加工、医薬製造業 

114 龍井工業集中区 医薬製造業、農業副食品加工業 

115 延吉工業集中区 電力熱力生産、黒色金属製錬と圧延加工業 

116 延辺新興工業集中区 農業副食品加工業、医薬製造業 

117 梅河口工業集中区 バイオ医薬、ナッツ食品、商取引物流 

118 公主嶺嶺東工業集中区 農業副産物の精深加工産業、医薬化学工業産業、新型建材産業 

119 公主嶺懐徳工業集中区 現代農業物流、農業副産物加工、鋳造鍛造品加工 

120  
 
 

モデルタウン産業団地 

金珠鎮金珠工業区 冶金製造 

121 孤店子レジャー観光農業産業団地 近代農業、食糧加工 

122 叶赫観光産業団地 エコツアー 

123 遼源金州エコ産業開発区 現代農業、生態観光業、繊維衣料業 

124 長山循環型経済産業団地 
電力熱エネルギー生産·供給業、ガス生産·供給業、化学原料·化学製造業、廃棄資

源総合利用業 

125 白城生態新区特色農商産業団地 卸売·小売業、宿泊·飲食業 

126 梅河口市山城鎮産業団地 農業副産物加工、新型建築材料、生物医薬 

 

 

 

 


