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はじめに

関西は古くから日本の中心であったことから
伝統的、歴史的な文化資源が数多く集積しています。

関西は、優れたものづくり企業、大学や研究機関の立地、伝統工芸品と匠の技など、幅広
い分野の集積があり、世の中にないもの、新しいものをつくりだそうという気持ちが強い地
域です。

関西の輸出入及び関西に進出している外資系企業ともに、アジアが高い割合を占めます。

本誌は関西のビジネス環境を様々な面から紹介し
ております。関西への対日投資のサポートツール
としてお役立て下さい。Welcome to 関西!

- 大きな市場
関西は、世界の国々と肩を並べる経済規模を有し、多くの産業が集積している地域です。

- 豊かなビジネスの土壌

- アジアの中核

- 豊かな文化
関西は、日本を代表する伝統芸能や文化が生まれた地域であり、世界文化遺産が集積し、
観光地としても世界から注目を集めている地域です。
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画像：長谷寺（奈良県）©ayn_ayn_ayn_、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0国際) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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関西 国内ｼｪｱ
面積 (k㎡) (2018) 31,542 8.3%

人口 (千人) (2018) 21,566 16.9%

GDP (10億ドル) (2015) 719.6 15.8%

世界8位の人口規模

ムンバイ

上海

ニューヨーク

サンパウロ

国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(平成30年)
総務省「住民基本台帳に基づく人口」（平成30年1月1日現在）
内閣府「国民経済計算年報」「県民経済計算年報」(平成27年)
（注）関西のGRP＝平成27年度域内総生産（名目）より算出

レートは1ドル＝120.13円で換算

１－１．大きな関西経済

１．関西とは

●関西は、日本の中心に位置する人口約2,157万人、約7,196億ドルのGDPという巨大な
マーケットを有している地域です。その経済規模はオランダ(世界18位)に次いでいます。

●大阪市､京都市､神戸市といった国際都市を有し、大阪市中心部から30分程度で結ばれ、
移動できるコンパクトさが魅力です。

Wanderlust
“Wanderlust Reader Travel 
Awards 2018 :Top city”

Mercer | Quality of Living 
Ranking 2018
“City Sanitation Ranking”

大阪市

京都市神戸市

859.8

758.0

719.6

679.3 

497.9 

トルコ

オランダ

スイス

スウェーデン

(10億ドル)

関西と各国のＧＤＰ比較

世界18位に匹敵

（千人）

22,125

21,566

23,645

21,045

20,935

和歌山県

福井県

滋賀県
京都府

奈良県

兵庫県

大阪府

100㎞

50㎞

世界の満足度の高い観光地
ランキング

ベストシティ部門 第1位

世界で最も衛生的な都市
第8位

世界で最も住みやすい都市
第3位

The Economist Intelligence Unit 
| The global liveability index 2018
“The ten most liveable cities in 2018”
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２－１．多くの航路で世界・アジアにつながる関西
２．充実したインフラ

【方面別国際旅客便内訳】

【関西の港湾へのクルーズ船寄港回数】

※2018年1～12月、国土交通省近畿運輸局調べ

【国際線ネットワーク】

画像提供：関西エアポート株式会社

アジア等近海：週154.5便
北米：週7便 欧州：週1便
その他：週1便

※2018年5月時点
※関西の外航コンテナ定期航路を有する港湾の合算。
国土交通省「日本に就航する外貿定期コンテナ航路便数（便/週）」

【日本に就航する外貿定期コンテナ航路】

● 2019年 過去最高の週1,548便
※

が就航し世界とつながります。
● 国際貿易拠点として、大量の貨物の取り扱いや大型クルーズ船が入港できる空港･

港湾を整備。アジアの中核として役割を担っています。

※2019年夏期ｽｹｼﾞｭｰﾙﾋﾟｰｸ時(8月)の計画（うち貨物便含む）

(注)関西エアポート株式会社資料をもとに作成
※2019年夏期ｽｹｼﾞｭｰﾙﾋﾟｰｸ時(8月)の計画

欧州 週35便 北米 週54便

その他地域 週44便

アジア 週1,270便

※うちハワイ28便

航空会社数 72
就航国（地域）数 25
就航都市数 89
週間就航便数 週1,548便 (貨物便含む) 新宮港

神戸港

京都舞鶴港

和歌山下津港

敦賀港宮津港

姫路港
関西国際空港

大阪港

伊根港

堺泉北港

欧州 28→35便/週 （+7便）
・ロンドン（ヒースロー） 0→4便/週
・ヘルシンキ 7→10便/週

中国 346→453便/週 （+107便）
東南アジア 149→198便/週 （+49便）
北米（ハワイ除く） 20→26便/週 （+6便）
・シアトル 0→7便/週

【国際線ネットワークの拡大】 ※旅客便のみ

※2018年夏期スケジュールと2019年夏期スケジュールの比較

神戸港：141回 大阪港：45回
京都舞鶴港：23回 新宮港：15回
敦賀港：5回 姫路港：1回 宮津港：1回
伊根港：1回 津居山港：1回
堺泉北港：1回 和歌山下津港：1回

津居山港
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阪神港

大分
（3便）

八代
（1便）

博多
（6便）

北九州
（4便）

三田尻中関
（6便）

大竹
（3便）

細島
（3便）

高松
（１便）

三島川之江
（4便）

松山
（4便）

岩国
（3便）

油津
（1便）

志布志
（3便）

伊万里
（1便）

薩摩川内
（1便）

門司（8便）

宇部（2便）

今治
（2便）

福山
（3便）

水島
（9便）

姫路
（3便）

徳山下松
（7便） 広島

（12便）

新居浜
（2便）

高知
（1便）

徳島小松島
（1便）1時間50分

1時間10分

🚄🚄 2時間30分

🚗🚗 7時間30分
1時間10分

2時間30分

6時間

50分

2時間30分

4時間15分

🚄🚄 1時間30分
🚗🚗

２－２．関西の位置

２．充実したインフラ

●関西には航空、鉄道、道路事情について発達した交通ネットワークが構築されています。
●アクセスも整備されており、関西各地・国内主要都市の移動も便利です。
●世界とつながる阪神港は、諸港から貨物が集まる西日本の物流拠点となっています。

【国内の主な交通ネットワーク】 【阪神港の集貨ネットワーク】

※国土交通省港湾局資料

34

27.8

27

31.2

2.6

1.8

0 20 40 60 80

入港～搬入 搬入～申告 申告～許可

【輸入通関手続の所要時間（コンテナ貨物）】
海上貨物におけるコンテナ貨物の平均所要時間

財務省 第12回輸入通関手続の所要時間調査（平成30年）

60.8時間
（2.5日）
63.6時間
（2.7日）

阪神港

京浜港

（阪神港：大阪港、神戸港 京浜港：東京港、横浜港、川崎港）

（時間）
総所要時間

※（ ）の便数は1週の便数、2018年6月時点

和歌山（1便）
四日市（1便）
名古屋（2便）
横 浜（2便）
東 京（2便）

寄港便数計
102便／週

航空：

新幹線：

高速道路：

✈
🚄🚄
🚗🚗
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第2ターミナルビルの特色

《医薬品の低温輸出庫》
◆１つの上屋内で医薬品の定温輸出梱包、保管ができ、
医薬品の大量輸入から輸出まで自由自在！

医薬品専用共同定温庫 保冷ドーリー 医薬品輸出梱包施設
(KIX-Medipac）

《国内唯一！》
◆4000ｍ級複数滑走路を持つ24時間空港

25カ国、89都市と繋がる国際空港。
完全24時間稼働。深夜便利用でリードタイム短縮実現！

２－３．関西国際空港

２．充実したインフラ

画像提供：関西エアポート株式会社 http://www.kansai-airport.or.jp/

《スマートセキュリティーシステム》
◆日本初！スマートセキュリティーによる
保安検査時間短縮を図る

●関西国際空港は、日本・関西の中心に位置し、高い利便性を誇る都市型空港です。
●アジア就航都市数は55都市、国際線LCCは20社・28都市、ともに日本国内最多を誇ります。
●国際貨物のハブ空港として24時間稼働。アジアと世界を結んでいます。
●2018年6月には、第2ターミナルビル（国内線）の一部にビジネスジェット専用施設がオープン。

※うち貨物便含む

《ビジネスジェット専用施設 「Premium Gate 玉響（たまゆら）」》
◆専用の待合ラウンジ、会議室、出入国設備（CIQ）を完備。
よりプライバシーの高いサービスを提供。

エントランスラウンジ
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●関西は優れた大学、研究機関が集積した地域です。
●特色ある研究開発拠点が形成されており、優れた大学も多く集積していることから産学の
連携も進んでいます。

●多くのノーベル賞受賞者も輩出し、海外の産学連携機関も進出しています。

３－１．大学・研究機関の集積
３．優れた知の集積

【関西の主な研究開発拠点および海外の産学連携機関】 【産学共同研究金額】

【彩都（国際文化公園都市）】
＜ライフサイエンスパーク＞
医薬基盤・健康・栄養研究所 /NIBIOHN
バイオインキュベータ（大阪大学等と連携）
日本赤十字社近畿ブロック血液センター
各社の研究開発施設

【神戸医療産業都市】
＜日本最大級のバイオメディカルクラスター＞
約350の先端医療の研究機関、高度専門病院群、
企業・大学等が集積
理化学研究所、FOCUSスパコン

【播磨科学公園都市】
＜大型研究施設＞

SPring-8
SACLA

【関西文化学術研究都市】
（けいはんな学研都市）
＜未来を拓く知の創造都市＞
140を超える公的・企業の研究機関等が集積
地球環境産業技術研究機構 / RITE
国際電気通信基礎技術研究所 / ATR
情報通信研究機構 / NICT
量子科学技術研究開発機構 / QST

（イギリス）
Oxford University
Innovation / OUI
日本事務所

全国の産学共同研究
（金額ベース）

全国の産学共同研究の25％（金額ベース）が関西で
実施され、1件あたりの受入金額も全国平均より大きい。

多くのノーベル賞
受賞者を輩出

日本人受賞者27人中
15人

青色
LED

iPS
細胞

文部科学省
「大学等における産学連携等実施状況共同研究実績（機関別）」（平成29年度）

Ⓒ京都大学iPS細胞研究所

SPring-8/SACLA ⓒRIKEN

関西
25% 3,111

2,447

0 2000 4000

関西

全国

(千円)

1件あたりの受入金額

【ノーベル賞受賞者を多数輩出】
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４－１．グリーン・イノベーション

４．期待される成長産業

装置メーカー
ヒラノテクシード
西村製作所

部材メーカー
淀川プレシジョン
田中化学研究所 電池メーカー

パナソニック
GSユアサ

【リチウムイオン電池関連オンリーワン、
トップシェア企業が集積！】

世界最大規模！恒温型「大型蓄電池システム試験評価施設」
コンテナサイズの蓄電池システムに対応

パナソニック、京セラ、日立造船
➢燃料電池メーカー

➢燃料電池関連装置・部品メーカー
フジキン、サムテック、エフアイエス、高石工業、
テクノ高槻、ヤマト・H2Energy Japan、加地テック、
東洋紡、日本触媒

➢水素製造・貯蔵等メーカー
岩谷産業、川崎重工業、エアウォーター、
神鋼環境ソリューション

➢検査・評価装置メーカー

【主な関西の燃料電池関連企業】

島津製作所、堀場製作所、ラウンドサイエンス

長寿命の蓄電池「レドックスフロー電池」

家庭用燃料電池コージェネレーション
システム

独立行政法人製品評価技術基盤機構

National LABoratory for advanced energy storage technologies

施設内部

「イワタニ水素ステーション 関西国際空港」全景、イベントスペース

●関西はリチウムイオン電池・燃料電池等、エネルギー関連産業の一大開発・生産拠点です。
●電池メーカーのみならず、関連部材メーカー、装置メーカーが多く集積しています。

© 岩谷産業株式会社

イノベーションを産むベンチャー企業の集積
関西には、イノベーションの担い手であるベンチャー企業1,109社が集積（2019年3
月時点。近畿経済産業局「関西ベンチャー企業リスト」より）。「国際イノベーション会議Hack
Osaka(大阪市)」や「500 Kobe Accelerator(神戸市)」など、起業家・ベンチャーの発掘・育
成も進んでいます。 8



関西

30%
その他

70%

(福井県を除く)

４－２．ライフ・イノベーション

４．期待される成長産業

再生医療、疾病の仕組みの解明、創薬等

多くの製薬会社の本社が集積
カイゲンファーマ

アストラゼネカ

日本ベーリンガーインゲルハイム

多くの外資系企業も関西に進出

医療機器メーカー集積

島津製作所

京都大学iPS細胞研究所

彩都ライフサイエンスパーク

医薬品医療機器総合機構（PMDA）関西支部

研究開発拠点・中核機関の集積

日本イーライリリー

日本医療研究開発機構（AMED）西日本統括部

厚生労働省「薬事工業生産動態統計年報統計表」（平成29年）
第１表 都道府県別医薬品生産・輸入・出荷・在庫金額
第26表 医薬部外品地域別生産・輸入・出荷・在庫金額

シスメックス
扶桑薬品工業

神戸医療産業都市

【医薬品出荷額シェア】【医薬部外品生産額シェア】

関西
20%

その他
80%

●古くから薬のまちであったことから、多くの製薬会社の本社が集積しています。
●外資系企業や医療機器メーカーも多く集まり、ｉＰＳ細胞を応用した臨床研究により
世界初の治療薬も生まれています。

理化学研究所

参天製薬

小野薬品工業

ニプロ

オムロン

バイエル薬品

9



○生活製品
（なめし革製造業等）
○重工（鉄鋼業等）

○繊維
（染色整理業等）
○電子・計測
（電子部品等）

○商業（各種卸売等）
○電機
（民生用電気機械等）

○各種身の回り品
（毛皮製造業、
和装・繊維製身の回り品製造業等）

○商業
（各種卸売業等）
○サービス
○機械
（輸送用機械
器具製造業等）

○繊維（ニット生地製造等）
○伝統産業（漆器製造等）

○繊維関連（ニット生地製造業等）
○石油製品
○加工食品

５－１．多様な地域で多様な産業が集積

※総務省統計局「H26年経済センサス基礎調査」 のデータを基に、
従業者数特化係数の高い業種を記載 （近畿経済産業局作成）

平成27年度県民経済計算（内閣府）

５．魅力的な産業

関西は、素材、部品加工から最先端製品製造まで、川上から川下まで
をカバーする幅広い産業集積を有しています。

※経済産業省「平成29年工業統計調査 地域別統計表」より作成、( )内は全国に占める関西のシェア

繊維工業
(29.5％)印刷・

同関連業
(21.9％)

化学工業
(21.8％)

はん用機械
器具製造業
(28.2％)鉄鋼業

(24.4％)

なめし革・同製
品・毛皮製造業

(30.4％)

電気機械
器具製造業
(23.3％)

その他の
製造業

(25.3％)
製造品出荷額の
全国シェア

関西の地域別産業集積
農林水産業, 0%

鉱業, 0%

製造業, 22%

建設業, 5%

電気・ガス・水道・廃棄

物処理業, 3%

卸売・小売業, 13%

金融・保険業, 4%不動産業, 12%
運輸・郵便業, 

6%

宿泊・飲食サービス業, 3%

情報通信業, 4%

専門・科学技術、業務

支援サービス業, 7%

その他サービス, 5%

公務・教育・保健衛生・社

会事業, 16%

関西の地域内総生産（名目）の産業別構成比（％）

「つくれないものはない」ものづくり産業の集積

10



５－２．関西発の新商品・新サービスの事例

５．魅力的な産業

●１９０２年：渦巻型蚊取り線香（大日本除虫菊・大阪）
マラリア等、蚊が媒介する感染症の予防に大きく貢献。渦巻にしたことが画期的。

●２００２年：近大マグロ（アーマリン近大・和歌山）
世界ではじめてクロマグロを完全養殖。マグロ資源の減少を防ぎ、人気のマグロ生産が可能に。

●１９５８年：「チキンラーメン」（日清食品・大阪）
（世界初のインスタントラーメン）

１９７１年：「カップヌードル」（日清食品・大阪）
(世界初のカップめん）

今や世界中で年間１，０００億食が消費される世界食となり、食生活の向上に寄与。

●１９６７年：自動改札システム（立石電機（現：オムロン）・京都）
通勤ラッシュの混雑という社会的課題を解決するために
生まれた世界初のシステム。
大量輸送を実現し、都市の近代化に貢献。

●１９５８年：回転寿司（元禄寿司・大阪）
日本食の代表である寿司が、回転寿司としてオープン。
世界中で楽しめるようになった。

●１９１２年：“笑い”をビジネスに（吉本興業・大阪）
女性起業家の先駆けとして、日本で初めて“笑い”をビ
ジネスにした。今では、アジアで幅広く展開するエン
ターテイメント企業に成長。

完全養殖クロマグロ

画像提供：オムロン株式会社

画像提供：日清食品ホールディングス株式会社

画像提供：大日本除虫菊株式会社

画像提供：元禄産業株式会社

画像提供：近畿大学

画像提供：吉本興業株式会社

第二文芸館 吉本せい

11



５－３．関西の有名な企業家
５．魅力的な産業

※順不同、敬称略

稲盛 和夫

京セラ株式会社
【総合電子部品メーカー】

鬼塚 喜八郎

株式会社アシックス
【総合スポーツ用品メーカー】

井上 礼之

ダイキン工業株式会社
【空調総合メーカー】

島 正博

株式会社島精機製作所
【横編み機メーカー】

島津 源蔵

株式会社島津製作所
【分析・計測器メーカー】

鳥井 信治郎

サントリーホールディングス株式会社
【酒類・清涼飲料メーカー】

株式会社堀場製作所
【分析・計測器メーカー】

堀場 雅夫

グローバルニッチトップ企業が集積

関東35%,

38件

関西29%,

31件

中部16%,

17件

中国・四国9%

10件

北海道・東北6%

6件

九州・沖縄 5%,

5件関西には、国際的にも高い
技術力をもった中堅・中小
企業が多く集積しています。
特定の製品や技術に強みを
持ち、世界で高いシェアを
確保している「グローバルニッ
チトップ企業」の約3割が関
西に立地しています。

経済産業省「グローバルニッチトップ企業100選（ＧＮＴ企業100選）」（平成26年3月）より作成

任天堂株式会社
【家庭用レジャー機器メーカー】

山内 溥

立石 一真

オムロン株式会社
【電機メーカー】

松下 幸之助

パナソニック株式会社
【総合エレクトロニクスメーカー】安藤 百福

日清食品ホールディングス株式会社
【食品メーカー】

12



６－１．2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）

画像提供：経済産業省

●2019年6月 G20大阪サミット ・・・インテックス大阪（大阪市）を会場に日本初開催
●2019年9-11月 ラグビーワールドカップ2019日本大会 ・・・東大阪市花園ラグビー場、神戸市御崎公園球技場等を会場にアジア初開催
○2020年7-8月 第32回オリンピック競技大会（2020／東京）
○2020年8-9月 東京2020パラリンピック競技大会
●2021年5月 ワールドマスターズゲームズ2021関西 ・・・アジアで初となる生涯スポーツの国際総合競技大会の関西広域開催

●2025年5-11月 2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)

国際交流イベント

●関西では、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）をはじめ、世界から注目される
国際交流イベントが開催されます。

いのち輝く未来社会のデザイン
“Designing Future Society for Our Lives”

コンセプト
未来社会の実験場 “People’s Living Lab“

・開催場所 ： 大阪市夢洲地区
・会期： 2025年5月3日（土）～11月3日（月） ※185日間
・入場者規模（想定） ： 約 2,800万人
・経済波及効果（試算値） ： 建設費関連 約 0.4兆円

運営費関連 約 0.5兆円
消費支出関連 約 1.1兆円

開催概要（予定）

提案テーマ

６．整ったビジネス環境

13



414
376

279 258

175 163 160 160 119 112

アジア・大洋州 国際会議開催件数
（2017年）

日本 中国 インド タイ韓国 豪州 シンガ
ポール

台湾 香港 マレー
シア

※上位10カ国・地域

６－２．アジア有数の国際会議開催地
６．整ったビジネス環境

大阪府立国際会議場
（グランキューブ大阪）

画像提供：大阪府

国立京都国際会館

奈良春日野国際フォーラム
甍～I・RA・KA～ 能楽ホール

画像提供：奈良県

日本最大級の国際展示場
「インテックス大阪」

神戸国際会議場
画像提供：国立京都国際会館

画像提供：インテックス大阪

●関西には日本を代表する国際会議場が多く、アジア有数の国際会議開催地です。
●アジア・大洋州地域における国・地域別国際会議開催件数は、2012年から6年連続で
日本が1位で、そのうちの20%が関西で開催されています。 ※ＪＮＴＯ「 国際会議開催統計（ＩＣＣＡ）」（2017）

2019年
6月

G20大阪
サミット会場

都市名 件数 国内順位 世界順位

東京 101 1 18

京都 46 2 50

名古屋（愛知県） 25 3 104

札幌（北海道） 24 4 108

大阪 17 5 156

福岡 17 5 156

神戸（兵庫県） 10 11 266

奈良 7 14 325

大津（滋賀県） 5 18 406
ＪＮＴＯ「 国際会議開催統計（ＩＣＣＡ）」（2017）

日本の都市別 国際会議開催件数 (2017年）

（件）

画像提供：神戸市
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６－３．快適なビジネス・生活を支える環境

６．整ったビジネス環境

外国人のための生活情報の提供

「Living in Japan」（ジェトロＨＰ）
→ https://www.jetro.go.jp/en/invest/living.html

59.1

65.7

82.0

東京

大阪

人件費

オフィス賃料

民間家賃

東京を100とした大阪の比率
※関西圏の代表として大阪の数値を使用

シービーアールイー株式会社「オフィスマーケットビュー 全国空室率・想定成約賃料」（2019年第1四半期）
総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」（2019年3月）
厚生労働省「毎月勤労統計調査（地方調査）」（平成29年平均分）

「対日直接投資推進会議」の決定に基づき、病院、銀行、携帯電話、電気・ガス等の生活
情報を集約して提供しています。

「Regional Information
Living Information for Foreigners」（ジェトロＨＰ）

→ https://www.jetro.go.jp/en/invest/region/living.html各都道府県の生活情報も提供しています。

東京と大阪のコスト比較
住みやすい都市ランキング2018（総合評価）では、ウィーンとメルボ

ルンに次き、大阪は世界第3位。大阪の安定性・医療・教育が

高く評価されています。

順位 都市名
総合
評価

安定性 医療
文化・
環境

教育 インフラ

1 ウィーン 99.1 100.0 100.0 96.3 100.0 100.0

2 メルボルン 98.4 95 100.0 98.6 100.0 100.0

3 大阪 97.7 100 100.0 93.5 100.0 96.4

4 カルガリー 97.5 100 100.0 90.0 100.0 100.0

5 シドニー 97.4 95 100.0 94.4 100.0 100.0

東京に比べて、大阪はオフィス賃料が約4割、住宅賃料が約3割、人

件費が約2割低く、優れたコスト競争力を誇ります。

住みやすい都市ランキング2018

※The Economist「The Global Liveability Index 2018」より作成
（注）指数100が最高評価

0 50 100
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７－１．あらゆる旅のニーズに応えられる地域、関西

■世界文化遺産の多くが存在■芸能・文化発祥の地、関西

国宝のうち
建造物の72%、美術工芸品の51%

が関西にあります
文部科学省「文部科学統計要覧」 (2018年版)

７．魅力的な観光

画像提供：姫路市

画像提供：一般財団法人奈良県ビジターズビューロー

能楽

茶道

画像提供：関西観光本部

画像提供：奈良県

画像提供：有限会社ワックジャパン

詳細は関西観光本部による多言語対応ポータルサイト
“The KANSAI Guide –The Exciting Journey, KANSAI-”

をご覧ください。

https://kansaiguide.jp

紀伊山地の霊場と参詣道
太古の昔から自然信仰の精神を育

んだ地

古都京都の文化財
（京都市、宇治市、大津市）
起伏に富んだ自然地形を利用して建て

られた大寺院や山荘・庭園

姫路城
木造の建物を配し、石造の城
壁と白色の土塀をめぐらせる日

本の独特の城郭

古都奈良の文化財
奈良時代の宮跡・寺院・神社

法隆寺地域の仏教建造物
世界最古の木造建築

●関西は、多くの芸能・文化発祥の地で、豊富な世界文化遺産をはじめ、多彩な食文化、
四季折々の自然、様々な体験コンテンツなど、あらゆる魅力的な観光スポットが凝縮されて
います。

百舌鳥・古市古墳群
（堺市、羽曳野市、藤井寺市）
大きさと形状に多様性を示す古墳群

画像提供：堺市
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７－１．あらゆる旅のニーズに応えられる地域、関西

７．魅力的な観光

写経、精進料理体験
画像提供：一般社団法人

全国寺社観光協会

■文化等体験コンテンツの充実

侍、忍者体験
画像提供：一般社団法人日本殺陣道協会

和太鼓体験
画像提供：株式会社太鼓センター

VRによる忍者体験
画像提供：NINJA VR KYOTO

■多彩な食文化 ■四季折々の豊かな自然

京料理〔京都府〕 神戸ビーフ〔兵庫県〕

お好み焼〔大阪府〕 ラーメン〔各地〕

吉野山の桜〔奈良県〕 東尋坊〔福井県〕

奈良公園の鹿〔奈良県〕 亀岡･雪の保津川下り〔京都府〕
画像提供：一般財団法人関西観光本部

http://www.kansai.meti.go.jp/2kokuji
/tvlist/tvindex.html

関西の見学可能な
産業施設ガイド

～関西地域の産業関連施設（工場見学、
企業ミュージアム、製作体験、博物館

等）約500施設を掲載!!～

（近畿経済産業局HP）
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『KANSAI ONE PASS』
画像提供：関西観光本部

優待特典付きICカード型乗車券

関西各地のフリーWi-Fiを接続する
ためのアプリ

KANSAI Wi-Fi (Official)
画像提供：関西広域連合

手ぶら観光
荷物を空港・ 駅・商業施設等で一時預かり、または空港・
駅・ホテル等へ配送

画像提供：関西観光本部

 タブレット等を介した医療通訳サービス

画像提供：株式会社ドリームキャッチャー

多言語コールセンター

乗り降り自由なコンシェルジュ付きループバス

ムスリムフレンドリーメニューを提供する温泉旅館

日本円現金引出しサービス
＜海外発行カード対応＞

©Tezuka Productions

画像提供：里湯昔話 雄山荘
『大阪ワンダーループバス』

画像提供：株式会社関西インバウンド事業推進協議会

『KANSAI 多言語コールセンター』
画像提供：関西観光本部

７－２．関西地域における外国人受入環境の整備

７．魅力的な観光

画像提供：セブン銀行、ゆうちょ銀行 18



アジア56.2％
(うち中国31.8％)

アジア47.4％
(うち中国23.3％)

米国

9.2％

米国

10.9％

EU
11.8％

EU
11.7％

その他

22.8％

その他

29.9％

関西

全国

アジア67.0％
(うち中国25.3％)

アジア54.8％
(うち中国19.5％)

米国

13.7％

米国

18.9％

ＥＵ

10.6％

ＥＵ

11.3％

その他

8.7％

その他

15.0％

大阪税関 貿易統計
近畿圏別表
敦賀税関支所管内(福井県)別表
（2018年分）

地域別輸入の比較（2018年）地域別輸出の比較（2018年）

全国 輸出総額 約81.7兆円

８－１．地域別・品目別貿易額

８．関西の特徴的な貿易

輸出総額 約17.2兆円 輸入総額 約15.6兆円

全国 輸入総額 約82.5兆円

●関西には、一般機械分野（家電分野、原動機、建設用・農業用機械等）や化学製品分野
（医薬品、プラスチック等）において世界的な企業が立地することから、電気機器、一般
機械、化学製品の輸出ウェイトが高くなっています。

電気機器
28.1%

一般機械
23.4%

原料別製

品
13.6%

輸送用

機器
4.5%

鉱物性燃料
1.9%

化学製品
13.0%

原料品
1.3%

食料品
1.1% その他

13.1%

総額17.2兆円

※全国：81.7兆円

関西からの品目別輸出額（2018年）

化学製品
14.0%

鉱物性燃料
16.4%

電機機器
15.2%

原料別製品
10.8%

一般機械
9.3%

食料品
10.3%

輸送用機器
1.5%

原料品
4.4%

その他
18.1%

総額15.6兆円

関西への品目別輸入額（2018年）

※全国：82.5兆円

●関西は、全国に比べ輸出・輸入ともにアジアの占める割合が高いことから、
アジアの拠点立地として選ばれています。
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東洋経済新報社 「外資系企業データ」（2018）

●関西に進出している外資系企業は、米国やヨーロッパ系の企業が多くを占めていますが、
アジア系企業も約26%と、全国の約18%よりも高い割合です。

●外資系企業を業種別にみると、関西は製造業（機械、化学、医薬品、精密機器など）が
約36%を占め、全国の約22%に比べて高くなっています。

９－１．関西に進出している外資系企業

９．多様な外資系企業の進出

国・地域別外資系企業内訳 (2018年) 業種別外資系企業内訳(2018年)

※外資系：外資比率20％以上（一部支社等も含む）

アメリカ
27.0%

ドイツ
15.8%

中国
9.5%

韓国
7.7%イギリス

5.4%

イタリア
5.0%

フランス
3.6%

台湾
3.2%

香港
2.7%

スイス 2.7%

シンガポール
1.8%

デンマーク
1.8%

その他
13.8%

計222社

機械卸売
12.2% 

機械
8.1% 

化学
6.8% 

情報・システム・

ソフト 5.0% 

電気機器

卸売.4.5% 
医薬品
3.6% 

食料品卸売
3.6% 

繊維・衣服卸売
3.2% 

精密機器卸売
3.2% 

精密機器
3.2% 

化学卸売
3.2% 

その他卸売
11.3% 

他製造業
4.5% 

他サービス
3.6% 

その他
24.0% 

計222社

20



（注）掲載企業名は本社以外にも営業・販売拠点及び研究所を含む、（ ）内は所在地を示す

９－２．関西に進出している外資系企業例
【企業名（所在地）：国名・地域名】

※「2016外資系企業総覧」（東洋経済新報社）もしくはJETRO・O-BIC支援企業情報を元に作成

９．多様な外資系企業の進出

https://www.kansai.meti.go.jp/3-1toukou/invest_kansai/case_study.html

対日投資－外資系企業の声 検 索詳しい情報はこちら

BASFジャパン(株)（大阪、兵庫）：ドイツ

レカロ(株)（滋賀）：ドイツ

ギャランツジャパン(株)（大阪）：中国

ネスレ日本(株)（兵庫）：スイス

日本キャタピラー合同会社（兵庫）：アメリカ

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(株)（滋賀、兵庫）：アメリカ

R&D・生産拠点

バイエル薬品(株)（滋賀、大阪、兵庫）：ドイツ

トルニエ・ジャパン(株)（兵庫）：フランス

アストラゼネカ(株)（滋賀、京都、大阪、兵庫）：イギリス

アボット ジャパン(株)（京都、大阪、兵庫）：アメリカ

日本イーライリリー(株)（京都、大阪、兵庫）：アメリカ

PRAヘルスサイエンス(株)（大阪）：アメリカ

ライフサイエンス分野

B&M Japan(株)（大阪）：香港

SHOBIDO(株)（大阪）：マカオ

(株)知寿商事（大阪） ：中国

大興商事(株)（大阪）：中国

(株)Ruten（大阪）：台湾

調達拠点
テュフ ラインランド ジャパン(株)（大阪）：ドイツ

イケア・ジャパン(株)（大阪、兵庫）：スウェーデン

デカトロン（ノヴァテックジャポン(株)）（大阪） ：フランス

ハイアールジャパンセールス(株)（大阪）：中国

日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ(株)（大阪）：インド

SIA Engineering Japan (株)（大阪）：シンガポール

AIGジャパン・ホールディングス(株)（大阪）：アメリカ

(株)セールスフォース・ドットコム（大阪、和歌山）：アメリカ

流通・サービス分野

(株) PEAK DMC JAPAN（京都）：オーストラリア

(株) Ctrip International Travel Japan（大阪）：中国

上海吉祥航空 大阪支店（大阪）：中国

日本途家(株)（大阪）：中国

Scenic Japan Tours (株) （大阪）：インド

観光分野

https://www.kansai.meti.go.jp/3-1toukou/_INVEST_support_info/design_kansai/p5-10.pdf
関西で活躍する外資系企業 （「未来をデザインする関西」冊子内）
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９－３．外資系企業インタビュー

９．多様な外資系企業の進出

テレワークによる地方での先進的なワークスタイルの実現
企業名：株式会社セールスフォース・ドットコム 白浜オフィス

所在地：和歌山県白浜町 業種：情報通信業 進出形態：グリーンフィールド投資（二次投資）

親企業名称： salesforce.com, Inc.（米国） https://www.salesforce.com/jp/
◆事業概要
2015年10月、クラウドアプリケーション及びプラットフォームの開発・販売を手掛ける株式会社セールスフォース・ドットコム（日本本社：東京）が
和歌山県白浜町に白浜オフィスを開所した。白浜オフィスでは、白浜町に移住した者も含む同社社員が、テレワークツールを利用して、インサイドセー
ルス（内勤営業）に従事している。

◆関西への進出背景と関西の魅力
総務省が推進する「ふるさとテレワーク推進のための地域実証事業」に参画する形で白浜オフィスを開所
した。いくつかの候補地を視察した結果、東京からのアクセスの良さ、安定したネット環境、オフィス確保や
進出後の各種サポート体制といった和歌山県や白浜町の熱意を考慮し、同地にオフィスを開設すること
を決定した。眼前に美しい白浜ビーチが広がり、若い社員の仕事へのモチベーションを高く保つリゾート感
と地方の良さを兼ね備えている点も大きな魅力であった。

◆関西への進出効果
効率的な働き方を追求した結果、東京拠点に比べて、生産効率が20％上昇している。さらに、東京では2時間かかって
いた通勤時間が10分に短縮されたことで、ワークライフバランスも促進され、1ヶ月で64時間という自由時間が創出された。
地域への貢献活動等に使える時間が増えた結果、仕事へのモチベーションが高まり、生産性が飛躍的に伸びている。白浜
オフィスでの勤務経験者は、東京に戻ってからも生産性の向上に継続して取り組むなど、ワークスタイルの面で多くの成果を
挙げている。

◆地域にもたらした効果
同社の白浜進出は、和歌山県や白浜町の熱心な企業誘致活動と相まって、同地へのIT企業の誘引に貢献している。同社の白浜オフィスが入居
する「白浜町ITビジネスオフィス」には、既に10社のIT企業が入居し満室となっている。2018年6月にオープンした「白浜町第2 ITビジネスオフィス」
もすでに満室で、2019年1月に新たに「秋津野グリーンオフィス」を田辺市に開設した。

画像提供：同社
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９－３．外資系企業インタビュー

９．多様な外資系企業の進出

投資提携による生産性向上と事業拡大
企業名：共和薬品工業株式会社

所在地：大阪府大阪市 業種：医薬品製造業 進出形態：投資提携

提携先企業名称：Lupin Limited（インド） http://www.kyowayakuhin.co.jp/
◆事業概要
後発（ジェネリック）医薬品の研究開発・製造・販売を行う共和薬品工業とインドの大手製薬メーカーであるルピン社との出会いは2004年のこと
であった。2005年には協力契約を締結し、共同研究・開発を進めてきた。2007年10月には、資本提携へと両社の関係を強化し、ルピン社が共
和薬品工業の株式の過半数を取得。2008年11月には、共和薬品工業はルピン社の100％子会社となった。

◆投資提携の効果
投資提携により、研究開発のための設備投資や医薬情報担当者（MR）の増員が可能となった。
また、日本で販売する製品の一部をルピン社のインド・ゴア工場で生産することにより、グローバルサプ
ライチェーンを活用したコスト削減を実現している。ルピン社との投資提携による事業拡大及び日本政
府のジェネリック医薬品使用促進政策を背景に、共和薬品工業の売上は、投資提携した2007年に
77億円であったが、2017年には292億円と大幅に伸びている。2017年3月には鳥取市に工場を新
設して安定供給体制を構築している。

◆投資提携の成功ポイント
外国企業と投資提携をする際に最も重要なことは、お互いの信頼関係を築くことである。同社は投資提携前、数年間にわ
たる共同研究開発を通して、ルピン社との信頼関係の基礎を築いた。経営者の価値観や中長期的な経営方針等をしっかり
共有し、理解し合うことが大切である。また、外国企業との投資提携による企業の事業承継や拡大を促進するためには、信
頼関係の構築に加えて、企業相互の成長性についても「目利き」できることが重要である。

◆地域にもたらした効果
今後もルピン社との提携関係を活かして、グローバルなビジネス展開を目指して行く。ジェネリック医薬品事業のみに限定せ
ず、同社の強みである精神科・神経内科領域で新薬も含めた取組を強化していく。

画像提供：同社
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外資系企業

関西経済連合会

近畿経済産業局関西商工会議所連合会
（大阪商工会議所）

ジェトロ大阪本部

INVEST
関西会議

ファシリティー
・テンポラリーオフィス （50営業日間無料）

・会議室
・ビジネスライブラリー

コンサルティング
・市場参入アドバイス
・人材・物件探し
・法律、各種基準、
インセンティブ情報提供

・拠点設立コスト試算

～関西への対日投資ワン・ウィンドウ～
ジェトロ対日投資・ビジネスサポートセンター大阪（ジェトロIBSC大阪）

TEL：06-4705-8660 FAX：06-4705-8650
ジェトロ対日投資・ビジネスサポートセンター神戸（ジェトロIBSC神戸）

TEL：078-231-3081   FAX：078-232-3439
ジェトロ福井貿易情報センター

TEL：0776-33-1661 FAX：0776-33-7110
ジェトロ滋賀貿易情報センター

TEL：0749-21-2450 FAX：0749-27-3750
ジェトロ京都貿易情報センター

TEL：075-341-1021 FAX：075-341-1023
ジェトロ奈良貿易情報センター

TEL：0742-23-7550  FAX：0742-23-7565
ジェトロ和歌山貿易情報センター

TEL：073-425-7300 FAX：073-425-7310

１０－１．関西の対日投資サポート体制

１０．対日投資サポート

IBSC

投資インセンティブや工場立地等の情報提供、ビジネスパートナー
探し等のサポートについて、地方自治体、関西経済界、各種専門家
とも連携しています。

関西の対日投資推進体制イメージ図

INVEST KANSAI

●関西への対日投資の促進のため、関西経済連合会、ジェトロ大阪本部、関西商工
会議所連合会（大阪商工会議所）、近畿経済産業局でＩＮＶＥＳＴ関西会議を組織しています。

●ＩＮＶＥＳＴ関西会議では、ジェトロ対日投資・ビジネスサポートセンター（ＩＢＳＣ）をワン・
ウィンドウとし、関西に進出を考えている外国企業に対し、情報提供や個別コンサルテー
ションなどの各種支援を行っています。
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１０－２．各自治体等による対日投資サポート体制

１０．対日投資サポート

・行政のインセンティブ情報の提供
・不動産情報の提供
・法人登記や在留資格取得に関す
る専門家の紹介

・通訳、翻訳、市場リサーチ、
法律、税務、会計の専門
家・企業の紹介

・PR協力
等を行います。

■大阪外国企業誘致センター
京都府、京都市、京都商工会議所

(公財)関西文化学術研究都市推進機構

京都リサーチパーク(株)（KRP)
ジェトロ京都貿易情報センター

■京都外国企業誘致連絡会（KIC）

■ひょうご・神戸投資サポートセンター（HKIS）

外国企業、外国人企業家、研究者などへの京都進出の窓口として、
京都についての情報発信やサポートを行っています。

大阪市内への進出希望企業に対して、商談先の紹介、投資イ
ンセンティブの情報、短期の事務所スペースの提供など、企業
ニーズに応じたきめ細かいサービスで大阪進出を支援します。

■IBPC大阪 企業誘致プロジェクト

https://www.kic-kyoto.jp/

https://www.investosaka.jp

https://o-bic.net/j/

大阪への進出を希望する外国企業、外国公館・経済団体、また大阪
に二次進出を希望する在日外資系企業に対し、多言語による

兵庫県内の産業団地のほか、工場適地や遊休地、賃貸オフィス等
の情報、進出の際に必要な行政手続きや雇用、住宅、生活面まで
さまざまな現地情報を提供します。

http://www.hyogo-kobe.jp/best/

●関西では、各自治体等による対日投資サポート機関でも、様々なワンストップ
サポートサービスを提供しています。
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１０－３．国による対日投資促進施策等

日本において新たに研究開発事業や統括事業を行うために、我が国に会社を設立するグローバル企業に対し、特

許料軽減などの特別な措置を講じます。＜申請は英語でも可能＞

特許出願早期審査 特許出願の審査・審理を迅速化【通常約22ヶ月→約2ヶ月】（2011年度実績）

資金調達支援 中小企業投資育成(株)による資金調達支援（資本金が3億円を超える株式会社も対象に）

※詳しくはこちら → https://www.meti.go.jp/policy/investment/5references/siryo_07.html

就労予定の外国人の在留資格認定証明書の申請に係る審査を迅速化【通常１ヶ月→10日程度】在留資格審査迅速化

投資手続短縮 規制対象業種への対内直接投資等の事前届出の審査期間を短縮【通常30日間→2週間】

＜問い合わせ先＞ 経済産業省 貿易経済協力局 投資促進課 TEL：03-3501-1662

その他インセンティブ等について、ジェトロのウェブサイトをご参照下さい。→https://www.jetro.go.jp/invest/support/

アジア拠点化推進法 （特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法）

※中小企業者への適用

１０．対日投資サポート

投資に関係する規制の緩和
政府は、「対日直接投資推進会議」において、「規制・行政手続見直しワーキング・グループ」を開催し、外国企業が日
本で投資を行うに際して課題となる規制・行政手続の簡素化について検討し、関係府省庁等と調整を行っています。

※各省庁等において実施する具体的取組(平成２９年４月２４日とりまとめ）
○法人設立・登記関係 ○在留資格関係 ○行政手続のワンストップ化
○外国語での情報発信・外国企業へのコンサルテーション ○輸入関係

詳細・最新情報はこちら→http://www.invest-japan.go.jp/policy/simplify_regulations_and_procedures/index.html

外国・外資系企業向けのインセンティブ等
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１０－４．自治体によるインセンティブの例

（注）各自治体の支援制度の詳細については、近畿経済産業局またはジェトロのウェブサイトをご参照下さい。

近畿経済産業局－ https://www.kansai.meti.go.jp/3-1toukou/invest_in_kansai/various_incentives.html
ジェトロ「地域進出支援ナビ」－ https://www.jetro.go.jp/invest/region/

企業立地促進補助金（事業活動費補助）
先端技術や健康長寿分野等の新規立地に対する事業活動費への補助
（年最大１億円を３年間）

助成制度
企業立地促進補助金（施設整備補助）
先端技術や健康長寿、食品関連分野等に係る設備取得に対して補助（最大３０億円）
本社機能（試験研究を含む）に係る設備取得・新規雇用に対して補助（最大６億円）

減税措置
事業税、不動産取得税、固定資産税等を対象地域に
おいて最長３年間減免

福井県

融資制度
企業立地促進資金融資
県内へ立地し県民を雇用する企業に対する低利融資
（利率：年１．２％（固定金利）、限度額：５億円（特認１０億円）、期間：１５年以内）

研究開発型企業立地促進補助金（研究開発費補助）
対象地域に研究所を新設又は増設する企業に対する研究開発経費への補助
補助率：１／２ （１億円／年以内、総額５億円以内）

＜２０１９年４月現在＞

１０．対日投資サポート
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１０－４．自治体によるインセンティブの例

（注）各自治体の支援制度の詳細については、近畿経済産業局またはジェトロのウェブサイトをご参照下さい。

近畿経済産業局－ https://www.kansai.meti.go.jp/3-1toukou/invest_in_kansai/various_incentives.html
ジェトロ「地域進出支援ナビ」－ https://www.jetro.go.jp/invest/region/

助成制度

対象の地域・事業において、

事業税３年減免、不動産取得税等を減免・軽減

減税措置

滋賀県

（対象地域・対象事業のみ）
原子力発電施設等周辺地域企業立地支援補助金

新増設に伴う電力契約に対する電気料金の支援

１０．対日投資サポート

特徴
・主要都市への
アクセス良好

・地価が安い
・多様な業種の
生産工場が集積

融資制度

産業立地促進資金融資制度
工場、研究所等の設備資金に対する低利融資

【利率：年１．２５％、限度額：２億円（土地取得：１億円）、
期間：１０年以内（うち据置期間２年以内）】

＜２０１９年４月現在＞
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１０－４．自治体によるインセンティブの例

京都府 融資制度
京都産業立地戦略２１特別対策事業費補助金
の対象となる工場等の新設・増設に係る
所要資金に対する低利融資（利率（当初１０年間固定）
：年１．７％、特利１．２％、限度額：２０億円
期間：設備資金２０年以内、運転資金：７年以内）

助成制度

ものづくり産業等の集積促進地
域内で工場等の新増設等の場
合、不動産取得税を最大２分の
１に軽減

減税措置

京都産業立地戦略２１特別対策事業費補助金
京都府内で工場等を新設・増設した場合、府内常用雇用者や投下固定資産額等に対する補助

原子力発電施設等周辺地域企業立地支援補助金
対象地域で新増設に伴う電力契約に対する電気料金の支援

京都型グローバル・ニッチ・トップ企業育成補助金 ： 京都市ベンチャー企業目利き委員会Aランク認定企業等，対象
企業が事業所を新設する際に固定資産税及び都市計画税５年分の補助、さらに埋蔵文化財発掘調査費用及び特定
工業専用地域における雨水流出抑制施設設置費用の補助

京都市企業立地促進制度補助金 ：市内での本社、工場、研究所、開発拠点の新増設等に対し、新たに取得した固定
資産に係る固定資産税及び都市計画税相当額（中小企業５年，大企業２年（らくなん進都等の特定地域については
１年間延長）），さらに埋蔵文化財の発掘調査及び特定工業専用地域での雨水流出抑制施設設置費用を補助

１０．対日投資サポート

（注）各自治体の支援制度の詳細については、近畿経済産業局またはジェトロのウェブサイトをご参照下さい。

近畿経済産業局－ https://www.kansai.meti.go.jp/3-1toukou/invest_in_kansai/various_incentives.html
ジェトロ「地域進出支援ナビ」－ https://www.jetro.go.jp/invest/region/

京都市企業立地促進土地所有者奨励金：特定工業専用地域内における土地所有者が企業立地のために土地を売却
されるに際して奨励金を交付

＜２０１９年４月現在＞

京都市
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１０－４．自治体によるインセンティブの例

大阪府

助成制度

府内投資促進補助金
対象地域における工場又は研究開発施設の新築・増改築の投資に対して補助（最大３千万円）
法人事業税に対して補助（最大２千万円。ただし、上記投資に対する補助を受けた場合のみ対象）

外資系企業等進出促進補助金
本社を大阪府内に設ける外資系企業等に対して補助
家屋取得の場合：家屋・設備等の５％ 上限１億円
家屋賃借の場合：賃料等の３分の１（２４ヶ月間） 上限６千万円

産業集積促進税制（不動産取得税の軽減）
産業集積促進地域における土地や家屋
（工場、研究所等）の取得に係る不動産
取得税を２分の１に軽減（上限２億円）

減税措置
成長特区税制（府税）
府内の成長特区に進出し、事業計画の認
定を受け、新エネルギーやライフサイエン
スに関する事業を行う場合、府税が最大
ゼロ

金融機関提案型融資
府内において工場や研究施設等
を立地（建設）する場合に必要な
資金を融資
（金融機関により取扱いが異なる）

融資制度

１０．対日投資サポート

堺市ものづくり投資促進条例による市税優遇
市内工業適地で工場等の新増築、建替え
等を行う企業を対象に固定資産税等の
４分の３～２分の１を軽減（５年間）

堺市

堺市企業成長促進補助金
本社機能・研究開発施設の整備、成長促進分野へ挑戦する投資に対して補助（最大１億５千万円）。
投資に対して、補助率５％～１５％。新規雇用に対して、一人あたり２０万円×３年間。

堺市

（注）各自治体の支援制度の詳細については、近畿経済産業局またはジェトロのウェブサイトをご参照下さい。

近畿経済産業局－ https://www.kansai.meti.go.jp/3-1toukou/invest_in_kansai/various_incentives.html
ジェトロ「地域進出支援ナビ」－ https://www.jetro.go.jp/invest/region/

大阪市等と
協調

大阪市イノベーション拠点立地促進助成金
市内でオープンイノベーションによる新製品等の企
画・開発や、ベンチャー企業等の事業化サポート等
を行う拠点となる建物に対し、その取得経費または
賃料等の一部を助成

拠点所有：建物及び附属設備等の１０％ 上限３億円
拠点賃借：賃料等の１／２（２年間） 上限６千万円

＜２０１９年４月現在＞
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１０－４．自治体によるインセンティブの例

兵庫県

産業立地促進補助金（雇用基準）
新規地元雇用者（正規雇用）に対する補助
（一人当たり３０万円、限度額３億円）

助成制度

３大都市圏等・外国からの本社機能移転
又は特定地区への立地に対して、
法人事業税を５年間３分の１軽減、
不動産取得税を２分の１軽減（上限２億円）

減税措置
固定資産税、事業所税等を戦略産業の
場合、５年間１０分の９（大規模特例は
１０年間）を軽減（上限なし）
(戦略産業以外は３分の２)

スタートアップ補助
スタートアップのオフィス開設・運営経費を一部補助
（賃借料、通信回線使用料、建物改修費等に対して、
２分の１補助）

神戸市

（注）各自治体の支援制度の詳細については、近畿経済産業局またはジェトロのウェブサイトをご参照下さい。

近畿経済産業局－ https://www.kansai.meti.go.jp/3-1toukou/invest_in_kansai/various_incentives.html
ジェトロ「地域進出支援ナビ」－ https://www.jetro.go.jp/invest/region/

市外(東京２３区除く)から市内への本社機能移転補助
建物の取得に対して、４％以内の補助
雇用補助（一人当たり２０万円）など

※東京２３区については、国の優遇制度の対象

オフィス賃料補助
外資系企業向けに、オフィス賃料を３年間 ２分の１補助 （限度額 年間２００万円）
※神戸市の対象地域は、神戸市の上乗せ補助により、最大限度額は１,１００万円

３大都市圏等・外国からの本社機能移転支援
設備投資に対して、５％以内の補助など

設立支援補助金
市場調査や法人設立登記経費に対する補助
（２分の１以内、限度額 市場調査１００万円・登記経費２０万円）

神戸市や姫路市等と
協調

神戸市

神戸市等と協調

１０．対日投資サポート

＜２０１９年４月現在＞
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１０－４．自治体によるインセンティブの例

（注）各自治体の支援制度の詳細については、近畿経済産業局またはジェトロのウェブサイトをご参照下さい。

近畿経済産業局－ https://www.kansai.meti.go.jp/3-1toukou/invest_in_kansai/various_incentives.html
ジェトロ「地域進出支援ナビ」－ https://www.jetro.go.jp/invest/region/

減税措置

不動産取得税の課税免除、
事業税の軽減措置（通常の４分の３、３年間）

奈良県

助成制度

企業立地促進補助金
県内に工場・研究所を立地する企業に対し補助金を交付
（大規模立地向け最大２０億円、中規模立地向け最大１０億円）

情報通信業立地促進補助金
情報通信業の立地に係る設備投資、賃借料等に対し補助金を交付

１０．対日投資サポート

地方拠点強化促進補助金
県外からの本社機能等の移転、県内の本社機能等の拡充に伴う投資を行う
企業に対し補助金を交付 （最大１億円）

＜２０１９年４月現在＞
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１０－４．自治体によるインセンティブの例

（注）各自治体の支援制度の詳細については、近畿経済産業局またはジェトロのウェブサイトをご参照下さい。

近畿経済産業局－ https://www.kansai.meti.go.jp/3-1toukou/invest_in_kansai/various_incentives.html
ジェトロ「地域進出支援ナビ」－ https://www.jetro.go.jp/invest/region/

奨励金制度（立地奨励金）
県民を雇用する対象企業に対して投下固定資産額の最大１５％を交付
（１，０００人以上の場合最大９０億円）

助成制度

奨励金制度（雇用奨励金）
県内に対象施設を建設し県民を雇用する企業に対して交付
（１００人以上の場合最大１０億円）

減税措置

事業税、不動産取得税、
固定資産税等を、対象地域に

おいて最長３年間免除

融資制度
和歌山県企業立地促進資金貸付制度
県内へ立地し県民を雇用する企業に対する
低利融資
（利率：長期プライムレート×３／４％、

限度額：２億円、期間：１０年以内）

和歌山県

１０．対日投資サポート

宿泊施設奨励金制度
県内に一定の要件を満たす宿泊施設の建設や設備投資を行い、従業員を雇用した
企業に対して交付（最大３億円）

＜２０１９年４月現在＞
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（参考）関西の観光関連ＷＥＢサイト

関西広域連合 関西観光web
https://www.kouiki-kansai.jp/tourist_info/

福 井 公益社団法人福井県観光連盟
https://www.fuku-e.com/

滋 賀 公益社団法人びわこビジターズビューロー
https://www.biwako-visitors.jp/

京 都 公益社団法人京都府観光連盟
https://www.kyoto-kankou.or.jp/

公益社団法人京都市観光協会
http://www.kyokanko.or.jp/

大 阪 公益財団法人大阪観光局
https://osaka-info.jp/page/octb-top

公益社団法人堺観光コンベンション協会
https://www.sakai-tcb.or.jp/

兵 庫 公益社団法人ひょうごツーリズム協会
https://www.hyogo-tourism.jp/

一般財団法人神戸観光局
https://www.feel-kobe.jp/

奈 良 一般財団法人奈良県ビジターズビューロー
http://yamatoji.nara-kankou.or.jp/

和歌山 公益社団法人和歌山県観光連盟
http://www.wakayama-kanko.or.jp/

The KANSAI Guide
-The Exciting Journey, KANSAI-

関西の広域連携DMOである「一般財団法人関西観光本部」が

運営する関西の観光情報のポータルサイト。関西２府８県（福井
県・三重県・鳥取県・徳島県を含む）の多様な情報を、多言語で
発信しています。
関西各地の豊かで美しい風景と人々の営みを8Kによる圧倒的

な映像美で紹介する観光動画のほか、ユーザーが希望する
テーマに合わせた関西での楽しみ方の紹介、AIチャットボットに

よる観光コンシェルジュ機能などを搭載。さらには災害等の緊急
時に頼れる「For Your Safe Travel」のページも開設。多彩な

魅力を持つ関西をあなたの希望に合わせて存分に楽しむため
の情報が満載のWEBサイトです。

https://kansaiguide.jp

#truekansai を付けて関西の好きなスポットを投稿してください
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【本冊子に係るお問い合わせ先】

経済産業省 近畿経済産業局 通商部 投資交流促進課

〒540-8535 大阪市中央区大手前1丁目5-44
TEL： 06-6966-6033 FAX： 06-6966-6087

E-mail： invest-japan-kansai@meti.go.jp    URL： https://www.kansai.meti.go.jp/tainichitoushi.html

(2019年7月発行）

本書は出典を明らかにしていただければ、自由に引用していただけます。

ただし、写真については転載・複写はできません。詳細はお問い合わせください。

ジェトロ京都貿易情報センター

〒600-8009
京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78 
京都経済センター3階308号室
TEL： 075-341-1021
FAX： 075-341-1023
URL： https://www.jetro.go.jp/kyoto

ジェトロ滋賀貿易情報センター

〒522-0063
滋賀県彦根市中央町3-8
彦根商工会議所1階
TEL： 0749-21-2450
FAX： 0749-27-3750
URL： https://www.jetro.go.jp/shiga

ジェトロ対日投資・ビジネスサポートセンター大阪（ジェトロIBSC大阪)

〒541-0052
大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング29階
TEL： 06-4705-8660 FAX： 06-4705-8650 URL： https://www.jetro.go.jp/osaka

ジェトロ対日投資・ビジネスサポート
センター神戸（ジェトロIBSC神戸)
〒651-0083
神戸市中央区浜辺通5-1-14
神戸商工貿易センター4階
TEL： 078-231-3081
FAX： 078-232-3439
URL： https://www.jetro.go.jp/kobe

ジェトロ福井貿易情報センター

〒918-8004
福井県福井市西木田2-8-1
福井商工会議所ビル6階
TEL： 0776-33-1661
FAX： 0776-33-7110
URL： https://www.jetro.go.jp/fukui

ジェトロ和歌山貿易情報センター

〒640-8269
和歌山県和歌山市小松原通1-1
和歌山県庁東別館2階
TEL： 073-425-7300
FAX： 073-425-7310
URL： https://www.jetro.go.jp/wakayama

【対日投資等に係るお問い合わせ先】

ジェトロ奈良貿易情報センター

〒630-8213
奈良県奈良市登大路町38-1
奈良県中小企業会館2階
TEL： 0742-23-7550 
FAX： 0742-23-7565
URL： https://www.jetro.go.jp/nara

https://www.kansai.meti.go.jp/tainichitoushi.html
https://www.jetro.go.jp/kyoto
https://www.jetro.go.jp/shiga
https://www.jetro.go.jp/osaka
https://www.jetro.go.jp/kobe
https://www.jetro.go.jp/fukui
https://www.jetro.go.jp/wakayama
https://www.jetro.go.jp/nara
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