
工業園区不動産視察ツアー：スピンオフ企画 

【製造業限定忘年会（反省会）】 
 

 

 

単純な食事がメインの情報交換会にならないよう、 

 

各業者様工場移転に関する知識と経験の多い専門家の方々です。お食事と共にリラックスした雰囲気で、

普段の悩みをご相談下さい。 

 

12/11（水）決定‼*詳細は次ページに 

工場移転に関する 

情報交換・勉強会・人脈作  

弁護士 
当日は移転に関わる各専門のスターツ協力業者様にもご参加頂きます 

工場移転、誰に相談すればいいの？同じ悩みを抱える方はいないの？… 

是非ご参加ください‼ 

**視察ツアーご参加者の声から生まれた企画です 

弊社顧問弁護士の無料法律相談も可能です。 



本忘年会は、このような方々向けの企画です 
 

1. 気軽に参加したい、堅苦しいのは苦手だ。 

2. 同じ悩みを抱える製造業の方同士情報交換したい 

3. ネットで拾える情報よりも、実体験や経験談、実務的な話が聞きたい。 

4. 食事もお酒も楽しめるリラックスした環境で参加したい。 

そんな製造業の皆様のご要望に応えるべく、場を設けさえて頂きました。セミナーなどでは一方的に

聞き手に転じてしまいがちですが、お時間の許す限り普段思う疑問点などお気軽にご相談下さい。 

 

          記 

1. 日  時：2019 年 12 月 11 日（水） 

2. 当日日程： 16：00 受付開始 

      16：30 勉強会開始（堅苦しいものではありません） 

 

          第一部：『長江デルタ地域における不動産（裏）事情』 30分間 

              不動研（上海）投資諮詢有限公司  

董事総経理：粕谷孝治様 

 

          第二部：『企業業績改善と従業員マネジメントについての体験談』 30分間 

              上海大造気霧剤有限公司      

総経理  ：深野浩平様 

 

*いずれの講演内容も実務的なものに限りお話させて頂きます。 

            

            第三部：各業者様ご紹介 

 

3. 会  場：虎丸焼肉（缤谷 BINGO 広場店） 

4. 住  所：上海市長寧区天山路 341号缤谷 BINGO広場西座 3楼 302B室（近：威寧路） 

     地下鉄 2号線威寧路駅真上 3号出口を出て、食其家（すきや）様の上部あたり。 

5. 費  用：300 元/人  

飲食発票発行可（必要な方は事前に発票情報をお送りください、当日は大変混雑いたします） 

6. 申込方法：下記『担当者連絡先』まで参加の旨お送りください。 

7. 締  切：2019 年 12 月 4 日（水）まで 

8. 最大応募人数：30名様（先着順とします）  *ご参加は製造業様に限らせて頂きます。 

以上 

 

 

 

 

【連絡先】   ： スターツ上海       （電話）+86-21-6125-6888    （メール）starts@shstarts.com 

今井和夫  ： 日本語・中国語     (携帯) +86-158-2146-4821    （メール）imai.kazuo@shstarts.com 

沈剛   ： 日本語・中国語    （携帯）+86-189-1696-2340    （メール）g_shen@shstarts.com 

虎丸様は現在、直営店を 5店舗（+煉火ブランドは 1つ）、加盟店を 8店舗運

営されております。当会場は金虹橋店に続きスターツ上海にてご紹介させて頂

きました。現在は東南アジアへのご進出も視野に入れグローバルでご活躍され

ている先様です。何卒御贔屓によろしくお願いします。 
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第六回 長江デルタ工業園区不動産視察ツアー 

泰州・鎮江編 

【11/19（火）、20（水）決定！！】 
代替地選定のニーズが高まる中、『百聞不如一見』と、現地視察希

望のお問合せを多く頂きます。見学希望だが腰が重たい方もいらっし

ゃると思いますので、弊社が企画する視察ツアーへ是非一度参加をご

検討されてはいかがでしょうか？ 

 工場物件、住宅、飲食店、職業訓練学校など、その地域の生活もご体

験頂けます。 

過去、第一回目は【常州編】、 

第二回目は【嘉興編】 

第三回目は【南通編】 

第四回目は【張家港・常熟編】 

第五回目は【嘉興省級編】 

また、金融機関様向け視察ツアー【常州鎮江編】も無事開催終了 

  【第六回】11/19（火）、20（水）【泰州・鎮江編】決定です。 

第六回視察ツアー詳細はこちらから 

https://kaigai.starts.co.jp/docs/8/infoups/pdf/infoups-estate_170.pdf 
**その他個別視察ツアーの対応も可能です。詳細は順次お問合せ下さい。 
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事業者様 各位 

2019年 9 月 16 日 

スターツ不動産投資顧問(上海)有限公司 

法人事業部 

 

第六回 長江デルタ工業園区不動産視察ツアー【泰州・鎮江編】 

～魅惑の不動産コスト、特殊産業チェーン構成の都市～ 

*上海市の政策背景はこちらより https://kaigai.starts.co.jp/shanghai/info/1217 

*過去のツアー内容はこちらから https://kaigai.starts.co.jp/shanghai/info?category_id=82 

 *FNAマガジン掲載中のコラムはこちらから https://kaigai.starts.co.jp/shanghai/info 

記 

1. 日 時：2019 年 11 月 19（火)、20(水)  1 泊 2 日*【日帰り】【二日目】の参加も可 

         概要、行程は次ページをご参照、日程詳細はご希望の企業様に別途ご案内いたします。 

2. 目的地：江蘇省泰州市及び鎮江市の国家級・省級工業開発区 合計 5 か所 

3. 集合場所：上海虹橋駅出発ホームにて集合 

8：00 ごろの高鉄にて移動。直接、泰州或鎮江へお越しの方はお申し出ください。 

4. 費用：500 元 (発票発行可)  

    見学の行程バス移動、宿泊(500 元/泊相当のホテ

ル)、昼食、夕食(日本料理店)込 

    上海から往復の高鉄代等は別途各自負担となりま

す。行程中のバスは弊社手配といたします。 

    *ご参加人数様の具合によっては若干の費用変更

がある場合があります。ご了承ください。 

5. 申込方法：次ページ『お申込者様内容』を連絡先まで

お送りください。 

担当者より改めて詳細資料をお送りさせて

いただきます。 

6. 締切：2019 年 11 月 8 日（金）まで   

7. 最大応募人数：30 名 （先着順とします）  ★ご参

加は製造業者様に限らせていただきます。 

 

 

■ご参加希望者様 内容ご送付先 

下記内容を、【連絡先】のお電話もしくはメールまでご連絡下さい。ご連絡を頂きましたら正式なご案内をご送付いたしますので、

簡単な企業プロフィールと共に改めてご返信ください。 

会社名 有 限 公 司         

ご参加人数 名    役職 

  

御名前 

  

    

ご連絡先 

携帯： 
 

 日中の連絡 

  

可   or  不可 

メール： 
 

：   ～   ：   

現工場住所 
     区      鎮         路         号        

号楼       室 

【連絡先】：スターツ上海 （電話）+86-21-6125-6888  （メール）starts@shstarts.com 

今井和夫 (携帯) +86-158-2146-4821  （メール）imai.kazuo@shstarts.com 

   沈剛 （携帯）+86-189-1696-2340  （メール）g_shen@shstarts.com 
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スターツの希少工業用地情報 

【上海市松江区、嘉興市嘉善県】 

 

 

 

 

 

 

 

 

いずれの土地も・・・ 

  

 

 

 

 

いずれもご相談可能です。**物流用地としてのご利用はできません** 

 

松江区と嘉善県は隣接する行政区であり、地下鉄 9 号線の延線が将来的に開通する距離間です。 

 

 

 

 

 

 

 

■標準工場賃貸 

■オーダーメイド式賃貸 

■工業用地土地分譲 

 

松江、金山エリアの方に吉報です。 

嘉興市 

嘉善県上海寄りエリア 

250 畝（約 16.6 万㎡） 

50 年間工業用地） 
 

上海市 

松江区小昆山エリア 

90 畝（約 60,000 ㎡） 

50 年間の工業用地 
 

嘉善県 

小昆山 

松江区 
行政範囲 



嘉興海塩県：倉庫用地 

日系デべ主導オーダー式建築可能倉庫 

太倉市内：ハイグレード貸出倉庫 

日系管理物件 18,000 ㎡ 

3PL 事業者運営によるテナント募集‼ 
物流企業様待望の希少用地です。 

  

賃貸募集 

テナント募集 



《 スターツ紹介 》 

 スターツコーポレーション株式会社はグループ 78 社、海外 37 拠点にて不動

産全般（開発・仲介・管理・運営）の業務を展開しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その現地法人、スターツ上海では 2003 年より不動産売買・賃貸の仲介を中心に業務を開始、中国内では

数少ない外資 100％での不動産仲介許認可を取得している法人です。自社でレンタルオフィスの運

営も行っており、駐在員向けの住宅仲介、上海市内のオフィス移転、戦略的な店舗選定、昨今は工場移

転のお手伝いも積極的に行っております。 

 

 

 

 

 

 

 



 

【スターツ上海業務】 

 

 

その他、詳細、詳しくは 

スターツ上海法人事業部までお気軽にお問合せ下さい 

 ↓ ↓ ↓ 
  

世達志不動産投資顧問（上海）有限公司 法人事業部 

 
■住所 

〒200030 

上海市徐匯区肇嘉浜路 789 号均瑶国際広場 6 楼 

 
■電話 

021-6125-6888 

 
■担当 

今井和夫（日本語・中国語） 

158-2146-4821  imai.kazuo@shstarts.com   

 

沈剛（日本語・中国語） 

189-1696-2340  g_shen@shstarts.com 

 

■URL 

https://kaigai.starts.co.jp/shanghai 
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