
盛唐-小京都 

中 国 · 大 連  

大連樹源グループ 



会社紹介 

大連樹源科技グループは1994年に設立し、大

連金普新区に本拠を置くディペロッパー企業で

あります。創業以来、職人の心と良品作りを主

旨とし、業界より好評を受けております。 

 

登録資本金：6.1億人民元（約95億円） 

事業範囲  ：文化・観光産業、温泉ホテル、健

康養老産業、鉱業建材、設計開発、ランドス

ケープデザイン、マホガニー家具など 

社        員  ：495人 

年間売上高：約10億人民元（約157億円） 

空港 

大連駅 

大連北駅 

大連樹源 
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中国唯一、純和風の商店街 

盛唐・小京都プロジェクトとは 
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京都の二年坂、三年坂の街並みをモデ

ルとして、唐の時代と和風の建築を融

合させた古都京都の街並みを1,600戸

以上の高級別荘と商店街で再現し、観

光、文化体験、飲食、ショッピング、宿泊、

温泉が楽しめる観光の街づくりを三期

に分けて行います。 

 

施主 ・ 運営：大連樹源科技グループ 

総敷地面積：63万㎡（東京ドーム13個

分） 

投資総額  ：60億人民元（960億円） 

店舗数   ：240～300店舗 

オープン  ：2021年5月（一期36店舗） 



大連市 
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 中国遼東半島の南端に位置し、緯度は
宮城県とほぼ同等に位置し、日本との時
差は1時間です。 
 
 大連は日中友好の代表都市であり、日
本の地方自治体との間に友好都市等の
提携を締結しています。 
（北九州市、舞鶴市、金沢市、伊万里市、
東京都大田区、愛媛県、秋田県） 
 
 大連は、東北、華北、華東地域が世界
各地とつながる玄関口として、重要な港、
貿易、工業、 観光の都市として日系企
業の重要進出先とな っています。進出
日系企業の数（約4,800社）では大連は
世界第3位であります。 
 また日本との定期航路は9都市、週95便
（東京、大阪、福岡、廣島、名古屋、富山、
札幌、北九州、仙台）が就航しています。 
 
2018年末時点： 
 人口 ： 595.2万人（在籍人口） 
       700万人  （常住人口）  
                        
 年間観光客 ： 延べ9,288.1万人 
                     （前年比 +10.4%） 



金石灘 

5 

 本計画地は大連市内からおよそ北へ60km、 

大連市金石灘国家5A級観光リゾート地（国の

最高ランク）に位置し、大連政府肝入りのプロ

ジェクトです。 

 著名なゴルフコース、東北最大のビーチで

ある黄金海岸、遊園地、植物園、地質博物館、

毛沢東記念館、蝋人形館などが広がり、金石

灘には年間約610万人の観光客が来ていると

言われています。 

 また、周辺には大連民族学院、魯迅美術学

院、大連紅葉国際学校、大連アメリカ国際学

校、大連モデル学校など高等教育機関があり、 

「恒基碧桂園」など高級別荘地もあります。 

アクセス 

 大連駅および大連周水国際空港から車で1

時間15分、快速電車で1時間ほど 



実績 湯景沢温泉町プロジェクト 
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 小京都PJの建設地から車で15分、12万㎡の土地に日本式温泉ホテル「湯景澤」と、京都の街並

みを再現した200棟の高級別荘を合わせた複合施設が、小京都PJに先行して2017年にオープン。 

 設計や建材の調達、またサービス・マナー・料理などサービス面での監修・研修に日本企業が参

加するなど、徹底的に日本品質にこだわり、2人部屋で1泊2.7万円～と高価格帯にも関わらず、予

約が取りにくいほどの人気。 

 料理人やサービスマンは8ヵ月に渡り日本で研修を行い、他の日本「風」の施設とは一線を画す。 



湯景澤の成功が小京都PJへ 
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 別荘地は2017年に完成、7千万円～1億5千万円（50万円／㎡）で200棟を販売したところ、中国国

内の富裕層が殺到し、あっという間に完売。 

 屋根瓦は日本企業が製造し、雨どいも設置、またやぐらで天然温泉をくみ上げて別荘へ供給。また

内装も日本式にこだわり和室を設け、また階段やお風呂などに高齢者向けの手すりを設けるなど、

おもてなしも日本式。 

 政府及び関連業界の視察が1,000回を超えるなどの注目と成功を受け、さらに大規模な小京都PJ

の開発へ。 



プロジェクト全体図 

総敷地面積:約 63万㎡ 
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 小京都PJ（緑色部分）の周辺エリアの大部分は、既に他ディベロッパーにより別荘地としての開発

が完了もしくは進行中 



第一期工事 見取り図 
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第一期：16万㎡の土地に温泉付き高級別荘251戸および30店舗程の商店街を建設、 商店街は2021年

5月オープンを予定 

総敷地面積:約 63万㎡ 

敷地面積：162124㎡ 
土地用途：商業施設（卸売り、小売、宿泊、 
               飲食） 
容積率   ：≤0.5 
緑化率   ：≥30％ 
建築密度：≤50％ 
建築高さ：≤20ｍ 
駐車基準：商業用、100㎡以上は1台 
         民泊用、2部屋は1台 



プロジェクト北側の駐車場 
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プロジェクトの北側に、6万㎡の森の駐車場（景観兼駐車場）を設ける 

駐車台数：小型自動車524台、大型バス16台、VIP18台  電気自動車の充電スタンド数：20基 



入口広場のイメージ図 
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完成イメージ図 
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東側 南側の主入口 

北側 西側 



完成イメージ図 
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本物の京都の街並みを再現。建物からおもてなしまで日本品質のサービスを提供 



本物の日本を大連で 

主商店街イメージ図 
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 京都の町をぶらぶらと散策するように、

着物 を着て食べ歩きができ、日本の職

人技を見 て、触れて、購入できる。 

非日常な空間における豊かな文化体験

を通じ て、本当の日本を感じる。 

オープン後の集客 

 職人やアーティストのライブパフォーマ

ン ス、日本各地のお祭りや物産展など

の誘致、 大連政府や地元観光会社と連

携した団体ツア ーの集客など、様々な

イベント企画を計画中。 



主商店街 

ターゲット顧客  

 ・中国国内からの観光客（年間 約610 万人）  

 ・近隣の別荘購入者を含めた地元住民（常住人口 5.5 万人）  

 ・5つの大学に10万人の学生がいるので、彼らの遊び場所も提供する。  

 

年間集客数の目標設定 

 ・夏のピーク時には 2万人/日（発見王国は1.5万/日）を目標とする。 

  各観光地を結ぶ周遊バスを計画中  

 

 閑散期の対策 

 ・1年を通じてイベントの開催を考えている。                        

   アニメ、コスプレ、日本舞踊、太鼓、ラーメン祭り… 

 ・飲食店、日用品雑貨店、SPAなどお店を構えることで、観光客が少なくなる閑散期においても、 

  地元住民の集客を行う。 

 ・温泉民泊、温泉旅館など冬季でも楽しめる施設を利用して、年間を通じて商店街に賑わいがある。 
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商店街全体平面図 
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広場周辺 
7商業施設 

商店街 
計：29戸 

入口広場 

商店街エリア 

商業施設 

8店舗：36.22㎡ 

7店舗：116.42㎡ 

5店舗：36.12㎡ 

1店舗：267.47㎡ 

6店舗：35.90㎡ 

2店舗：58.08㎡ 

合計：29店舗 

※建設中の施設ですの
で多少の変更がある 場
合もございます。 



広場周辺商業施設 
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① 

② 

③ 
④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

①販売センター 
  1820㎡ 
 
②商業施設 
  842㎡ 
 
③商業施設 
  531㎡ 
 
④商業施設 
  531㎡ 
 
⑤商業施設 
  350㎡ 
 
⑥商業施設 
  390㎡ 
 
⑦商業施設 
  660㎡ 
 



募集業態 

募集要項 

18 

・飲食類 

 麺類、和食、菓子、軽食、カフェ… 

・物販類 

 各種工芸品  

 お土産品、雑貨、コスメ、日用品、家電、食材… 

 ファッション、アパレル…  

 アニメショップ 

 各自治体アンテナショップ、物産展 etc 

・体験類 

 エステ、SPA、ゲーム…  

 文化や芸術体験… 

・宿泊 

 民泊、温泉旅館 

スケジュール 

2019年11月   出店者の募集開始 
 
 
2020年の春   日本説明会の開催 
 
 
2020年06月   現地視察開始 
          （店舗付き別荘モデルルーム OPEN） 
 
 
2020年の夏   出店者の決定・契約 
          物件引渡し・開店準備 
  
 
2021年5月    商店街開業 

・誘致活動 



出店形式 
出店形式 店舗売買 店舗賃貸 フランチャイズ・ライセンス契約  

出店場所 別荘エリア 商店街 商店街 

条件 販売価格は未定 
保証金：5～10万元 
月額家賃：3年間フリーレント 
月額管理費：5元/㎡ 

ライセンス料：出店者と協議する 

引渡し状態 
内装付き 
温泉供給  

水道、電気、ガス、空調などのパイプ施
設が完了  

水道、電気、ガス、空調などのパイプ施設
が完了  

契約期間 — 3年以上 1～10年程度 

備考 
家屋所有権証明書
は即日交付する 

4，5年目の月額家賃は周辺店舗の最高
家賃の価格帯の半額とする。 
6年目以降は市況による決定する。 
3年以内に撤退した場合、保証金の返
還は行わない 

出店者は、看板、、ブランド、レシ ピ、運営
ノウハウ、教育者の定期的な研修機会な
どを提供する 

支度金 なし なし 経営者が負担  

設備費 出店者が負担 出店者が負担 経営者が負担 

内装費 出店者が負担 出店者が負担 経営者が負担 

什器費 出店者が負担 出店者が負担 経営者が負担 

備品代 出店者が負担 出店者が負担 経営者が負担 

人件費 出店者が負担 出店者が負担 経営者が負担 
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日本らしい特色、こだわりのある出店者を募集いたします。 

トップレベルの総合的な日本風町を目指して、 

貴社の中国進出を強力にバックアップいたします。 


