


はじめに

関西(福井県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県）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。

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。

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
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。

アジアの中核
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。

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。

表紙画像：養父神社 紅葉（兵庫県）©rikky_photography
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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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2,145万人、約8,059億ドルのGDPという巨大なマーケットを有
している地域です。その経済規模は世界17位となっています。

 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。
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サンパウロ

メキシコシティ

広州・仏山
（千人）

世界8位の人口規模

ソウル・インチョン

総務省「住民基本台帳に基づく人口」（令和2年1月1日現在）
Demographia World Urban Areas 16th Annual Edition 2020.04
内閣府「国民経済計算年報」「県民経済計算年報」(平成28年)
（注）関西のGDP＝平成28年度域内総生産（名目）より算出

レートは1ドル＝108.37円で換算



【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】

※2019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149.6便
北米：週7便 欧州：週1便
その他：週6.5便
※2019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】

(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)の実績

航空会社数 73
就航国（地域）数 26
就航都市数 91     
週間就航便数 週1,570便 (貨物便含む)

神戸港：131回 大阪港：62回
舞鶴港：34回 新宮港：12回
姫路港：7回 和歌山下津港：3回
伊根港：1回 日高港：1回
堺泉北港：1回

北米 週54便
※うちハワイ28便

アジア 週1,298便

欧州 週35便

その他地域 週46便
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舞鶴港
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堺泉北港

関西国際空港

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

日高港

 2019年 過去最高の週1,570便が就航しました。
 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。
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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】
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【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

飛行機
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【阪神港の集貨ネットワーク】

高松
（１便）

阪神港

大分
（3便）

八代
（1便）

博多
（3便）

ひびき
（4便）

三田尻中関
（6便）

大竹
（3便）

細島
（3便）

伊予三島
（4便）

松山
（3便）

岩国
（4便）

油津
（2便）

志布志
（3便）

伊万里
（1便）

薩摩川内
（1便）

門司（7便）

宇部（3便）

今治
（1便）

福山
（3便）

水島
（8便）

姫路
（3便）

徳山下松
（6便） 広島

（11便）

新居浜
（2便）

高知
（1便）

徳島
（1便）

寄港便数計
102便／週

※（ ）の便数は1週の便数、2019年1月時点

※阪神国際港湾株式会社資料を基に作成

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



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！

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

※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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２ 充実したインフラ

２－３ 関西国際空港
 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。

http://www.kansai-airport.or.jp/


 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、スーパーコンピュータ「富岳」

【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24％（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28人中
1６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30年度）

Ⓒ京都大学iPS細胞研究所

SPring-8/SACLA ⓒRIKEN

関西

24％ 2,811

2,184

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】

7スーパーコンピュータ「富岳」 ⓒRIKEN



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、NISSHA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

「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。

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1,２１８社が集積（2020
年7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

施設内部

世界初の液化水素運搬船
（上は液化水素貯蔵タンク及び荷役基地）



４－２ ライフ・イノベーション
４ 期待される成長産業

関西
29%

その他
71%

(福井県を除く)

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30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



製造業
22%

公務・教育・保健
衛生・社会事業

16%卸売・
小売業
13%

不動産業
12%

専門・科学技術、業
務支援サービス業

7%

運輸・
郵便業
6%

建設業
5%

その他のサービス
5%

その他
14%

５－１ 多様な地域で多様な産業が集積
５ 魅力的な産業

兵庫
●生活製品
（なめし革製造業等）
●重工
（鉄鋼業等）

京都
●繊維
（染色整理業等）
●電子・計測
（電子部品等）

滋賀
●商業
（各種卸売等）
●電機
（民生用電気機械等）

奈良
●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）

大阪
●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）

福井
●繊維
（ニット生地製造等）
●伝統産業
（漆器製造等）

和歌山
●繊維関連
（ニット生地製造業等）
●石油製品
●加工食品

※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28年度県民経済計算（内閣府）

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30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
(29.4％)

印刷・
同関連業
(21.2％)

化学工業
(20.9％)

はん用機械
器具製造業
(27.8％)

鉄鋼業
(24.3％)

なめし革・同
製品・毛皮
製造業

(30.2％)

電気機械
器具製造業
(22.8％)

その他の
製造業

(28.0％)
製造品出荷額の
全国シェア

関西の地域別産業集積 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。

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

完全養殖クロマグロ
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

画像提供：日清食品ホールディングス株式会社
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画像提供：オムロン株式会社



５－３ 関西の有名な企業家 ※順不同、敬称略

５ 魅力的な産業

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】

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
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】

稲盛 和夫
京セラ株式会社

【総合電子部品メーカー】
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永守 重信

日本電産株式会社
【総合モーターメーカー】

ダイキン工業株式会社
【空調総合メーカー】

井上 礼之

グローバルニッチトップ企業が集積

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 2020年度版「グローバルニッチトップ企業100選」（2020年6月）より作成

関東
40%

関西
27%

中部
18%

中国・四国
9%

北海道・東北
3%

九州・沖縄
3%

（46件）

（31件）

（20件）

（10件）

（3件） （3件）



画像提供：経済産業省

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

・開催場所 ： 大阪市夢洲地区
・会期：2025年4月13日（日）～10月13日（火）

184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）

▶テーマ
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▶サブテーマ
▶Saving Lives いのちを 救う
▶Empowering Lives いのちに 力を与える
▶Connecting Lives いのちを つなぐ

▶ロゴマーク

▶目標

・SDGsの達成
・Society5.0の実現

未来社会の実験場
“People’s Living Lab“

６ 整ったビジネス環境

６－１ 2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）

●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
●2021年7-8月 第32回オリンピック競技大会（2020／東京）
●2021年8-9月 東京2020パラリンピック競技大会

●2025年4-10月 2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)



492
449

273 265
193 173 158 145 134 129

アジア・大洋州 国際会議開催件数
（2018年）

日本 中国 タイ 台湾韓国 豪州 インド シンガ
ポール

マレー
シア

香港

※上位10カ国・地域

 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。
 ２０１８年の国・地域別国際会議開催件数は、アジアでは日本が1位で、そのうちの約２５％が関西

で開催されています。 ※ＪＮＴＯ「 国際会議開催統計（ＩＣＣＡ）」（2018年）

都市名 件数 国内順位 世界順位

東京 123 1 13

京都 59 2 41

福岡 26 3 103

横浜 25 4 110

仙台 22 5 129

神戸 21 6 134

大阪 15 9 196

奈良 13 10 214

日本の都市別 国際会議開催件数 (2018年）

（件）

14
※2018 ICCA Statistics Report Country & 
City Rankings Public Abstract

※ＪＮＴＯ「 国際会議開催統計（ＩＣＣＡ）」（2018年）

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

国立京都国際会館

画像提供：国立京都国際会館

神戸国際会議場

画像提供：神戸市

日本最大級の国際展示場
「インテックス大阪」

画像提供：インテックス大阪

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

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

神戸
京都

奈良
大阪 2019年

G20大阪サミット会場



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

62.6

65.8

80.2

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」（2020年第2四半期）
総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」（2020年6月）
厚生労働省「毎月勤労統計調査（地方調査）」（令和元年平均分）

「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

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2019（総合評価）では、
大阪は世界第4位。大阪の安定性・医療・教育が高く評価されています。

住みやすい都市ランキング2019

※The Economist「The Global Liveability Index 2019」より作成
（注）指数100が最高評価

0 50 100
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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 99.1 100 100 96.3 100 100

2 メルボルン 98.4 95 100 98.6 100 100

3 シドニー 98.1 95 100 97.2 100 100

4 大阪 97.7 100 100 93.5 100 96.4

5 カルガリー 97.5 100 100 90 100 100

https://www.jetro.go.jp/en/invest/living.html
https://www.jetro.go.jp/en/invest/region/living.html


■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71%、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」 (2020年版)

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

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

16

はなやかＫＡＮＳＡＩ魅力アップアワード受賞企業

７ 魅力的な観光

７－１ あらゆる旅のニーズに応えられる地域、関西
 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。

https://kansaiguide.jp/
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■世界を魅了する多彩な地域ブランド

７ 魅力的な観光

７－１ あらゆる旅のニーズに応えられる地域、関西
■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施設を見学できます。

越前和紙の里卯立の工芸館
〔福井県越前市〕

京都雲楽窯
〔京都府京都市〕

堺伝統産業会館
〔大阪府堺市〕

昔の酒蔵 沢の鶴資料館
〔兵庫県神戸市〕

湯浅醤油有限会社九曜蔵
〔有田郡湯浅町〕

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

画像提供：香老舗松榮堂

画像提供：TAKENOKO
横山竹材店

画像提供：株式会社
川島織物セルコン

関西には、工場見学や地域一体となった交流イベントを通じて、日本のものづくり企業の高い
技術を海外の方が体験し、つくり手と交流できる取り組みがあります。

■関西におけるオープンファクトリー

（京都府京都市、宇治市、亀岡市）
京都の伝統的工芸技術 等

はなやかＫＡＮＳＡＩ魅力アップアワード
受賞企業

https://designweek-kyoto.com/

井上仏壇
〔滋賀県彦根市〕

錦光園
〔奈良県奈良市〕

関西では、地域の特色を活かした地場産業や伝統工芸、農産
品など、数多くの魅力的な地域資源のブランド化が進んでいます。

和歌山ニット〔和歌山県和歌山市〕
画像提供：和歌山ニット工業組合

淡路島たまねぎ〔兵庫県淡路島〕
画像提供：淡路市

丹後織物〔京都府丹後地域〕
画像提供：(株)ジェイアール東日本企画

泉州タオル〔大阪府泉州地域〕
画像提供：泉佐野市

豊岡鞄〔兵庫県豊岡市〕
画像提供：特許庁

和束の茶畑〔京都府和束町〕
画像提供：和束町

奈良靴下〔奈良県〕
画像提供：広陵町

鯖江めがね〔福井県鯖江市〕
画像提供：（一社）福井県眼鏡協会

信楽焼〔滋賀県甲賀市〕
画像提供：甲賀市

http://www.kansai.meti.go.jp/2kokuji/tvlist/tvindex.html
http://www.kansai.meti.go.jp/2kokuji/tvlist/tvindex.html
https://designweek-kyoto.com/
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７ 魅力的な観光

７－１ あらゆる旅のニーズに応えられる地域、関西

■四季折々の豊かな自然

吉野山の桜〔奈良県〕 北山川観光筏下り〔和歌山県〕

奈良公園の鹿〔奈良県〕 雪の高野山〔和歌山県〕
画像提供：一般財団法人関西観光本部

■多彩な食文化

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〕

■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

VRによる忍者体験
画像提供：NINJA VR KYOTO

■地域住民との交流ができる観光体験

かやぶきの里での宿泊、
観光体験

画像提供：一般社団法人
南丹市美山観光まちづくり協会

体験プログラムを活かした
グリーンツーリズム

画像提供：農業法人株式会社
秋津野

地域の日常体験を目的にした
宿泊施設

画像提供：SEKAIHOTEL株式会社

和太鼓体験
画像提供：株式会社太鼓センター

コンペイトウの手作り体験
画像提供：大阪糖菓株式会社

（コンペイトウ王国）

（出所） はなやかＫＡＮＳＡＩ魅力アップアワード受賞企業より抜粋
https://www.kansai.meti.go.jp/3-1toukou/toukou_award_outline.html



７－２ 関西地域における外国人受入環境の整備

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

『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

©Tezuka Productions

ムスリムフレンドリーメニューを提供する
温泉旅館

画像提供：里湯昔話 雄山荘

日本円現金引出しサービス
＜海外発行カード対応＞

画像提供：セブン銀行、ゆうちょ銀行

乗り降り自由なコンシェルジュ付きループバス

『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

19

非言語でわかりやすい食材表示ツール
「フードピクト」

画像提供：株式会社フードピクト

緊急・災害時に対応可能なICチップ型救
急タグ管理システム

画像提供：株式会社モンキャラメル

生活インフラ 安心・安全 食・観光

はなやかＫＡＮＳＡＩ魅力アップアワード受賞企業
はなやかＫＡＮＳＡＩ魅力アップアワード受賞企業

はなやかＫＡＮＳＡＩ魅力アップアワード受賞企業

はなやかＫＡＮＳＡＩ魅力アップアワード受賞企業

７ 魅力的な観光

はなやかＫＡＮＳＡＩ魅力アップアワード受賞企業



８－１ 地域別・品目別貿易額
８ 関西の特徴的な貿易

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
（2019年分）

アジア65.8％
(うち中国
24.2％)

アジア53.7％
(うち中国19.0％)

米国
14.2％

米国
19.8％

ＥＵ
11.1％

ＥＵ
11.6％

その他
9.0％

その他
15.0％

関西

全国

地域別輸出の比較（2019年）

輸出総額 約77.1兆円

輸出総額 約16.4兆円

アジア56.6％
(うち中国
30.8％)

アジア47.5％
(うち中国
23.5％)

米国
9.5％

米国
11.0％

ＥＵ
12.3％

ＥＵ
12.4％

その他
21.6％

その他
29.1％

関西

全国

地域別輸入の比較（2019年）

輸入総額 約14.8兆円

輸入総額 約78.7兆円

 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。

 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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電気機器
29%

一般機械
23%

原料別製品
13%

化学製品
13%

輸送用機器
5%

鉱物性燃料
2%

食料品
1%

原料品
1%

その他
13%

総額16.4兆円

関西からの品目別輸出額（2019年） 関西への品目別輸入額（2019年）

電気機器
15%

化学製品
15%

鉱物性燃料
15%食料品

11%原料別製品
11%

一般機械
9%

原料品
5%

輸送用機器
1%

その他
18%

総額14.8兆円



アメリカ
21%

ドイツ
15%

中国
12%

イギリス
6%

韓国
6%

イタリア
5%フランス

4%

スイス
4%

台湾
4%

香港
3%

シンガポール
2%

デンマーク
2%

その他
16%

計224社

その他卸売
12%

機械卸売
12%

化学
7%

機械
7%他製造業

5%

情報・システム・ソフト
4%

精密機器卸売
4%

電気機器卸売
4%

化学卸売
4%

他サービス
4%

電気機器
4%

医薬品
3%

食料品卸売
3%

繊維・衣服卸売
3%

その他
24%

計224社

９－１ 関西に進出している外資系企業
 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30%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34%

を占め、全国の約21%に比べて高くなっています。

国・地域別外資系企業内訳 (2020年) 業種別外資系企業内訳（2020年)

※外資系：外資比率20％以上（一部支社等も含む）
東洋経済新報社 「外資系企業データ」（2020） 21

９ 多様な外資系企業の進出



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】
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９ 多様な外資系企業の進出

BASFジャパン(株)（大阪、兵庫）：ドイツ

レカロ(株)（滋賀）：ドイツ
(株)恒大新能源日本研究院（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)（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

デカトロンジャパン(株)（兵庫） ：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

Rainmaking Innovation Japan 合同会社 （大阪）: イギリス

Plug and Play Japan（株）（京都、大阪） ： アメリカ

ライジングスタートアップス（株）（大阪） ： アメリカ

アクセラレーター・イノベーションコンサルティング

（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。

所在地のうち、下線部は日本拠点本社のある府県。

※「2020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

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

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


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 （日本本社：東京）

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） 会社HP https://www.salesforce.com/jp/

事業概要 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。2015年10月、和歌山県白浜町に白浜
オフィスを開所した。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。

Q.関西への進出背景と関西の魅力は？
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
を開所しました。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ました。
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が、この地の大きな魅力です。

Q.進出の効果は？
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％上昇しています。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できました。
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
躍的に伸びています。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ます。

９－３ 外資系企業インタビュー

画像提供：同社
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９ 多様な外資系企業の進出

白浜オフィス社内の雰囲気

https://www.salesforce.com/jp/


１０－１ 関西の対日投資サポート体制
１０ 対日投資サポート

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

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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ウェブサイト「対日投資支援」（近畿経済産業局）
https://www.kansai.meti.go.jp/tainichitoushi.html

https://www.kansai.meti.go.jp/tainichitoushi.html


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.kyoto-obc.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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https://www.investosaka.jp/
https://o-bic.net/j/
http://www.hyogo-kobe.jp/best/


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

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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１０－３ 日本国政府による対日投資促進施策等
１０ 対日投資サポート

https://www.meti.go.jp/policy/investment/5references/siryo_07.html
https://www.jetro.go.jp/invest/support/
http://www.invest-japan.go.jp/policy/simplify_regulations_and_procedures/index.html


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）
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インセンティブの詳細はこちら⇒ 福井県企業立地ガイド http://www.yuchi.pref.fukui.jp/

１０－４ 自治体によるインセンティブの例
１０ 対日投資サポート

＜2020年7月現在＞

（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/

http://www.yuchi.pref.fukui.jp/
https://www.kansai.meti.go.jp/3-1toukou/invest_in_kansai/various_incentives.html
https://www.jetro.go.jp/invest/region/


＜地域未来投資促進法＞
不動産取得税等を減免

＜地方拠点強化税制＞
対象の地域・事業において、事業税を３年間減免、
不動産取得税等を減免・軽減

減税措置

滋賀県

＜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【対象地域・対象事業のみ】

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）】
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＜企業立地促進補助金＞
企業における県内での新たな設備投資に伴う、人材確保や操業環境の改善の取組に対し、
経費の一部を補助【単年度補助限度額：５百万円（複数事業者による共同事業の場合：７．５百万円）】

助成制度

１０－４ 自治体によるインセンティブの例
１０ 対日投資サポート

＜2020年7月現在＞

（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/

https://www.kansai.meti.go.jp/3-1toukou/invest_in_kansai/various_incentives.html
https://www.jetro.go.jp/invest/region/


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

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

京都市
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（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/

https://www.kansai.meti.go.jp/3-1toukou/invest_in_kansai/various_incentives.html
https://www.jetro.go.jp/invest/region/


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

堺市イノベーション投資促進条例による市税優遇
対象区域における工場や事務所等の新増築や
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、５％～１５％を補助。新規雇用に対して、一人あたり２０万円×３年間補助。

業務系オフィスの立地に対する補助金
都市拠点に外資系企業が新たに事業所等を開設する場合、賃料の４０～６０％を補助（３年間・上限５００万円）。

堺市

大阪市等と
協調
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＜2020年7月現在＞

（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/

https://www.kansai.meti.go.jp/3-1toukou/invest_in_kansai/various_incentives.html
https://www.jetro.go.jp/invest/region/


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２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３分の２（大規模
特例は１０年間）を軽減（上限なし）
(戦略産業以外は２分の１)

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

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３０万円）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、新規正規雇用者数に応じて、最大限度額は２，０００万円

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
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＜2020年7月現在＞

（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/

https://www.kansai.meti.go.jp/3-1toukou/invest_in_kansai/various_incentives.html
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・研究所等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）

情報通信関連企業立地促進補助金
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

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）
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（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/

https://www.kansai.meti.go.jp/3-1toukou/invest_in_kansai/various_incentives.html
https://www.jetro.go.jp/invest/region/


１０－４ 自治体によるインセンティブの例
１０ 対日投資サポート

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

宿泊施設開設促進奨励金制度
県内に一定の要件を満たす高級宿泊施設を開設した場合、関係企業に奨励金を交付

（最大３億円）

＜2020年7月現在＞
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（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/

https://www.kansai.meti.go.jp/3-1toukou/invest_in_kansai/various_incentives.html
https://www.jetro.go.jp/invest/region/


関西の広域連携DMOである「一般財団法人関西観光本部」が
運営する観光インバウンドサイト。点在していた関西２府８県の多
彩な魅力の情報発信から宿泊予約までをワンストップで提供。ま
た、同本部が注力する宿泊型滞在圏開発事業/プラスワントリップ
の整備によって、独自の周遊旅行商品のEC販売も稼働。また、昨
年開催のG20大阪サミットのレセプションで上映された、同本部制
作の8K動画に代表される関西観光動画コンテンツを、多数、観る
ことができます。
外国人から支持されるインバウンドサイト構築に向け、外国人調査
結果を反映させた『外国人の旅行者目線』にこだわったサイトとなっ
ています。
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サイトをご覧ください

（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観光本部
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/

https://kansaiguide.jp

https://www.kouiki-kansai.jp/tourist_info/
https://www.fuku-e.com/
https://www.biwako-visitors.jp/
https://www.kyoto-kankou.or.jp/
http://www.kyokanko.or.jp/
https://osaka-info.jp/page/octb-top
https://www.sakai-tcb.or.jp/
https://www.hyogo-tourism.jp/
https://www.feel-kobe.jp/
http://yamatoji.nara-kankou.or.jp/
http://www.wakayama-kanko.or.jp/


(2020年9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。

対日投資等に係るお問い合わせ先

大阪
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 大阪府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

福井
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

滋賀
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

京都
ジェトロ京都貿易情報センター
〒600-8009 京都府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

神戸
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 兵庫県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

奈良
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

和歌山
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

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 大阪府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

関西への対日投資に関するワン・ウィンドウ

対日投資 関西
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