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会社概要|ラオ中連合投資有限会社

　

 ラオ中連合投資有限会社---雲南建設投資グループ（75%）+ビエンチャン市政府（25%）

 設立：2010年11月18日　　　資本金：1.28億ドル　　　主要な役割：投資+建設



会社概要|ラオスビエンチャンサイセター運営管理有限会社

 ラオスビエンチャンサイセター運営管理有限会社

---ラオ中連合投資有限会社（60%）+招商局集団（40%）

 設立：2018年8月2日　　　資本金：100万ドル　　　主要な役割：運営+管理



会社概要|中国資本の紹介

雲南建設投資グループ

設立：1951年　　　　資本金：272億元

総資産：3326億元　　社員数：約3万人

本社：雲南省昆明市　子会社：61社

主な事業内容：建設事業、開発事業等

雲南企業100強ランキング１位

中国企業500強ランキング146位

招商局集団（CMG）

設立：1872年                    資本金：137億元

総資産：77000億元           社員数：約10万人

本社：香港           　　　　子会社：22家

主な事業内容：交通運送、金融投資、不動産

中国の中央企業Ｎｏ.1

世界企業500強ランキング280位
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開発区の概况|サイセター情報

★中国とラオス両国政府が合同確定した

　　　国家級プロジェクト

中国---海外経済貿易合作区（20ヵ所）
ラオス---国内で唯一の国家級経済特区(12ヵ所)                
　

概要：

開発プラン---2012年～2030年

総面積---1150ha

計画投資額---50億ドル

　



開発区の概况|地理的な優位性

450周年大通り・13号線・3号線---隣接

ビエンチャン市内---14Km

ワッタイ国際空港---19Km

ラオスータイ第１友好橋---14Km

中国ラオス鉄道貨物駅---1.5Km

中国ラオス鉄道旅客駅---3Km

Saysettha
                             PROFILEサイセター

ラオスタイ友好橋

凯旋門

ワッタイ
国際空港

ラオ中鉄道貨物駅



開発区の概况|協定書

　　2010年6月、当時中国の習近平副主席とラオスのブンニャン副主席のご列席の下、雲南

建設投資グループ・中国国家開発銀行とラオスビエンチャン市政府は《ラオス首都ビエンチ

ャンの総合開発プロジェクトの協定書》を締結した。          



開発区の概况|協定書

2012年7月　中国ラオス両国間の協定



開発区の概况|政府からの支持

中国政府からの支持

2016年8月、中国商務部と財政部はサイ

セター総合開発区が国家級の海外経済貿

易合作区とする公文書を認可した。

2011年8月、ラオス政府は《首都ビエンチャンにサイセター総

合開発区を設立することについての決定》を発布したことによ

り，サイセター総合開発区が国家級の経済特区に指定された。

ラオス政府からの支持



開発区の概况|発展計画

全体計画--- “１城４区” 
Vientiane New Industrial Eco-city
International　Capacity Cooperation 
Area
Demonstrative Area of China-Laos 
Cooperation
Core Area of Vientiane New City 
Harmonious  Residential Area

産業分布: 
第１期---製造業
第２期---商業・貿易、サービス業
第３期---不動産

～産業連携と融合効果を促進~
～ビエンチャン新都心を目指す~



開発区の概况|総合保税区

 ラオス・中国鉄道の開通に伴う物流需要の拡大を考えた上で、総合保税区を

発展させる予定

 将来大手物流企業の投資による総合的な物流サービスの利用が可能（倉庫保

管、車上通関場所の提供、テナント、鉄道貨物、輸出混載など）

 この総合保税区の中にICDや税関を導入することで、各企業様に便利な物流サ

ービスを提供することができる



開発区の概况|优惠政策

 2018年10月25日、ラオス首相府は

「サワンセノ経済特区の管理規則及

び奨励政策に関する首相令第177号」

の優遇措置をサイセター総合開発区

に同様に適用すると認めた。

 ラオス国内１２ヵ所の経済特区の中、

４つだけこの優遇政策が享受できる。



開発区の概况|優遇措置
税制上の優遇

項目 万象赛色塔综合开发区内 开发区外

法人税

製造業 1.輸出比率により、免税期間は5-10 年間, 終了後8%;
　2.ラオス原料50％以上使用する場合、始めの2年間4％

24%貿易・サービス業 免税期間は２年間

公的機関 免税期間は５年間

輸入関税 建設資材・プラント・材料・部品---免除 一般商品
5-40%

輸出関税 一律0% 0%

付加価値税

海外の製品を輸入し開発区内で使用・加工・生産販売する場合---免除

10%輸出用の商品を輸入する場合---免除

特区内の商品・サービスを特区外で販売する場合---10％

個人所得税 一律5% 0-24%

その他 半額 関連税法による

GSP
（特恵関税制度）

世界中の42ヵ国はラオスに対し一般特恵制度を与えている 。その中に, EUのほうが一番優遇



開発区の概况|ワンストップサービス

  　

　　ビエンチャン市経済特区

　　　管理委員会

 ビエンチャン市政府は開発区に管理委員会を設

立し、開発区内のあらゆる行政業務を担当しな

がら、入居企業に徹底的なワンストップサービ

スを提供している。

 対応言語：中国語・英語・日本語・ラオス語

　　招商運営部スタッフ：15名



開発区の概况|ワンストップサービス

　協力可能な書類

営業許可証 規則認証 印鑑作成

税務登記証 土地使用権証明書 環境影響評価許可証

施工許可証 建築内部改修許可証 就職ビザ、在留資格、 往復ビザ

輸入許可証 輸出許可証 原産地証明書

商標 特許 バーコード

手続きの簡素化
　　管理委員会は以下の行政サポートを丁寧に対応できる。ワンストップ

サービスを提供することで、良好なビジネス環境を構築して上げたい。

企業新設の場合（営業許可証、規則認証、印鑑作成、税務登記証）：

開発区内で15日間必要（営業許可証3-5日間），費用約1500ドル；

開発区外で1-2ヵ月，費用3000-5000ドル。



開発区の概况|進展

 3万㎡の工場と4万㎡のサービス施設が完成し、各企業様にレンタル工場や事務所貸出といったサー

ビスが提供されている。その中にオフィスビル、行政サービスセンター、宿舎、レストラン、コン

ビニ、銀行ATM、自動販売機などが含まれる。

 第１期400haの敷地では、インフラ整備（道路・電気・給水・通信・排水）が全部完成

 2019年10月の時点で、すでに74社が契約済み、7ヵ国・地域（中国、日本、アメリカ、ラオス、タイ、

マレーシ、中国香港）に及び，投資総額10億ドルを上回り，用地面積120haを超えた。



開発区の概况|インフラ整備

開発の必要な条件

 開発区はラオス政府が発布し

たEIA(環境影響評価許可)を獲

得し、開発理念もラオスの環

境保護政策に一致



開発区の概况|インフラ整備

土地政策

 ラオス政府は2015年9月にサイセターの

土地使用権における正式な許可証を発行

 土地使用期間を70年間に定める

　（2010年10月14日～2080年10月14日）

 土地使用期間の延長を申請中（99年間）



開発区の概况|インフラ整備

外観 内観
  　　操業を急ぐ・初期投資を抑えたい企業様向け

第一期3万㎡のレンタル工場が全部埋められた

今年新たな４万㎡のレンタル工場を増築



開発区の概况|インフラ整備

道路

• 第１期---全長18kmの道路建設が完成
　メイン道路の幅---38ｍ
　　二次道路の幅---32ｍ　

• ラオス国内のベストなアスファルト道路

• 第2期と第3期の道路は現在建設中、今後
全ての道路の開通が期待される



開発区の概况|インフラ整備

電力供給

• 既存変電所---22KV

• 2019年に115KVの送電線を引き込
むことにより

➡ 十分な電力供給可能

• 工業電気料金---0.08ドル／Kwh



開発区の概况|インフラ整備

                      水の供給

• 現在6000m³/日提供可能

• 2018年10月に、ラオス水道局は
Dong Buang水道工場からサイセタ
ーへ新たな送水管を引き込むと許可

　今後30000 m³/日利用可能

• 工業用水料金---0.37ドル／m³



開発区の概况|インフラ整備

宿舎

• ２棟8,000㎡

•    5階建て108 部屋　
      1,600 人入居可能

• 設備：各部屋（8人入り）
　ベランダ・トイレ付き
　キッチン・食堂が共用

• 今年同じ標準の宿舎（8棟）
が完成 



開発区の概况|入居企業情報

　　国別の分布

今後中国企業の産業移転先と海
外進出先として、注目されつつ

ある   

中国企業

　投資額3億ドル（全体投資額の
46.73%を占めている）HOYAの入居
を機に，今後日系企業への呼び込み

に力を入れていきたい

日本企業

中国・タイ・ベトナム
プラスワン



開発区の概况|主要産業

クリーン

エネルギー
   電子製品

 製薬・医療

農産品加工

 物流・保税

　縫製

商業　　　　　
サービス業

統括経済



開発区の概况|最新の販売状況

         投資手段

１、土地使用権譲り渡し

２、土地使用権リース

３、レンタル工場　　



開発区の概况|レンタル工場の利用状況

　増築レンタル工場：36480㎡
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展示場



入居企業紹介-日本

Hoya Laos Co.,Ltd.

       2018年ＨＯＹＡは、約3億ドルを投じてサイセターに新工場（約20ha）を建設する。2020年６月まで

の稼働を目指し、ＩＴ世界大手が運営するデータセンターなど向けに3.5インチのＨＤＤ用ガラス基板を生

産する。生産能力が限界に近づいているベトナム工場とのリスク分散を図る狙い。



入居企業紹介-中国＋ラオス

Laos Petro-chemical Co.,Ltd.

      2014年に進出を決め、ラオス初の石油精製プロジェクトとして注目を集めた。このプロジェクトは

28haの土地を使用し、投資総額が約15億ドル、今後年間２００万トンのガソリンとディーゼル・オイルの

生産が見込まれる。




