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QUÉBEC: 
次なる
ビジネスの 
拠点
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ロサンゼルス | MONTRÉAL (モントリオール) 
ニューヨーク | QUÉBEC CITY (ケベック市)
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北京 | ムンバイ 
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安価な人件費、世界でも最も低いエネル
ギーコスト、手頃な価格の家賃、北米で
も競争力の高い税率を備えたQuébec
は、企業が世界の舞台で競争するのに
必要なすべてを有しています。

QUÉBEC: 
次なる 
ビジネスの 
拠点

© CAE Inc.



 イノベーションとクリエイティビティ

	 優秀な労働力

	 競争力のある事業コスト

	 魅力的な税制優遇措置

	 活発な研究開発

	 安定し、かつダイナミックな事業環境

	 	入手しやすく信頼性の高いクリーンエ
ネルギー

	 	北米の主要な経済活動の中心地に	
近接

QUÉBECを
選ぶべき理由



ケベック州民はクリエイティブですが、こ
のクリエイティビティを十分に活かすこと
ができるのは、彼らに創意工夫と大胆さ
が備わっているからです。

ケベック州民の
DNAに刻まれた
イノベーションと
クリエイティビティ

イノベーションとクリエイティビティの伝
統は、QUÉBECの労働市場にも反映され
ています。

カナダの産業研究開発支出の29％がQuébec
でなされています。

カナダの産業研究開発の雇用の
31％がQuébecに集中しています。

29%
31%



教育に重点的な投資を行うこ
とで、QUÉBECはOECD加盟国の
中でも卓越した就学率および
卒業率を達成しています。

高度な訓練を
受けた
優秀な労働力 モントリオールはカナダでも最多数の大学新卒

者を輩出しており、その数は年間53,000人以上
にのぼります。

Québecは、世界でも最も熟練した労働力と、大
学卒業者数を有しています。 

Québec州、モントリオール市、マギル大学（McGill University）

53,000
31%



49%
Québecでの電気代は、平均して、G7諸国に比べ
49％、米国に比べ36.2％安い。

51.3%
Québecのオフィススペースの賃貸料は、平
均して、G7諸国に比べ51.3％、米国に比
べ46.9％安い。

Québecは、資本財の
消費税を補償 

Québecの投資税は、G7やOECD
加盟国の平均税率より低い。

競争力のある事業コストと
魅力的な税制優遇措置



Québecの2017年度の法人税率は26.8％で、これ
は北米の製造業/非製造業企業にとって最も競争

力のある税率となっている。

26.8%

製造業への投資を刺激するため、Québecは製造
および加工装置の新規購入費用のうち、24％ま

での投資税額控除を提供。

24%

Québecの人件費は、平均して、米国に比べ34％、 
G7諸国に比べ15.7％安い。

34%
出典: KPMG’s Competitive Alternatives 2016 Edition



© Hydro-Québec

入手しやすく
信頼性の高い
クリーン
エネルギー

Québecで生産されるすべてのエネルギーのうち、
97％以上は再生可能エネルギーで、そのほとん
どを水力発電が担っています。このクリーンで安
価なエネルギー源の卓越性がQuébecの特徴で
あり、北米市場においてQuébecに圧倒的な優位
性を与えています。

97%



ダニエル・ジョンソン ダム (Manic 5)、Québec (ケベック州)  
Manicouagan (マニクアガン)

70 x
Québecで水力発電される電気は、温室効果ガスの
発生が石炭火力発電の70分の1、天然ガス発電の
50分の1で、これは継続的に供給できる唯一の低
公害の再生可能エネルギーです。



自由貿易の
チャンピオン

Québecは世界に門戸を開いており、世界貿易機構 
(WTO)に加盟することで貿易の円滑化を図ってい
ます。ここにご紹介するのは、貿易障壁を撤廃し
た貿易協定の例です。

Québec州 Montréal (モントリオール市) 



CETA 

北米自由貿易協定 
(カナダ、米国、およびメキシコ)

包括的経済貿易協定 
カナダとEU

NAFTA CKFTA

CCFTA

カナダ‒韓国自由貿易協定

カナダ-チリ自由貿易協定

Québec州 Montréal (モントリオール市) 



巨大な輸送 
システム

Québecは、５億人近くの消費者に、容易なアク
セスを提供しています。その輸送インフラは近
代的で効率的です。

航空輸送 
3つの国際空港と82の地方空港から、45の航
空輸送業者によって、毎週国内外の約140の目
的地に通じています。

海上輸送
モントリオール港は、世界で最も多忙な内陸港
のひとつであり、カナダ東部最大のコンテナ港
でもあります。



© Port of Montréalモ(ントリオール港)

海上戦略 
Québecの海上戦略は、セントローレンス
水路の可能性を最大限発揮させるよう考
えられた、ユニークで野心的な事業です。
北米で最も重要な水路であるセントロー
レンス水路は、ヨーロッパと米国中西部
間の最短ルートであり、北米東北部全体
に容易なアクセスを提供しています。

2030年までに予定されている約90億ド
ルの官民投資のおかげで、この戦略は
欧州と米州間の貿易と商品の流れを促
進し、輸送・物流事業に相当な増加をも
たらすことになります。

Québecは、豊かな文化的多様性という北米でも
ユニークな財産を有しています。この州では公
用語であるフランス語に加えて、約80ヶ国語が
普通に話されています。さらに、ケベック州民の
42.6％が英語とフランス語の両方を話します。

卓越したコスモポリタン都市であるモントリオー
ルは、120以上の民族文化コミュニティ、60以上
の国際機関が存在し、32,000人もの留学生が
学んでいます。

文化的多様性
の共有



INVESTISSEMENT QUÉBECについて 

経済開発局と金融会社の両方の機能を持つInvestissement Québecは、拡大を目指す企業にとって最
適なビジネスパートナーです。私たちはQuébecで事業を始めたいと考えている企業に門戸を開き、設
立された子会社が新しいプロジェクトを実現できるようサポートいたします。

経済開発局

金融会社



経済開発局

私たちは
エキスパートです

  現地訪問により企業のニーズに最適な
戦略的サイト（立地）を模索

  融資、融資保証、投資を含む魅力的な
税額優遇措置と資金調達策

  現地パートナーおよび政府機関との戦
略的提携

  QUÉBEC内の外国子会社に対する
フォローアップとアドバイス

QUÉBECのビジネス環境に関する
比類のない知識を備えた弊社
は、QUÉBECへの事業進出を目
指す国際企業をサポートし、広
範囲なサービスを提供するため
の理想的な立場にあります。



Québec州、Québec市

連絡先

アトランタ

404 584-5340

シカゴ

312 645-0398

ロサンゼルス  

310 209-3332

MONTRÉAL(モントリオール)

514 873-4664
1 866 870-0437 

ニューヨーク  

212 843-0976

ロンドン

+44 20 7766 5900 

ミュンヘン 

+49 (0)89 255 49 31-19

パリ  

+33 (0)1 40 67 85 26

ストックホルム

+33 (0)1 40 67 85 26

北京

+86 10 5139 4265

ムンバイ

+91 22 6749-4486

ソウル

+82 2 3703 7706

東京

+81 3 5733-4588



ストックホルム

ロンドン

ミュンヘンパリ

ムンバイ

東京
ソウル

北京



B
R

O
.I

N
T.

8
6

3
2

.2
0

1
7

.J
P

LE QUÉBEC,
VOTRE
DESTINATION
D’AFFAIRES




