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私たちは、欧州進出をお考えの外国企業を支援します。私たちは、欧州進出をお考えの外国企業を支援します。

社会的課題に取り組む国際的なクラスターを強化する上で、雇

用を生み、研究やイノベーションをもたらす皆様の活動はグロー

バルエコシステムの繁栄に大きく貢献するため、私たちにとって

大変重要です。

私たちは皆様の国際的な発展・成長をお手伝いする準備を万

全に整えてお待ちしています。

オランダ経済・気候政策省は、インベスト・イン・オランダ・ネット

ワーク」パートナーの優れたネットワークと知識豊富なスタッフ

と共に、皆様がオランダでのビジネスをスタートする際に必要

なすべての段階において、合理的に物事が進むよう、様々な

サービスを部外秘・無償にて提供しています。

共に協力することによって、より多くの成果をもたらすことがで

きると、私たちは信じています。”

 

Hans Kuijpers Lowri van der Linden-HuxtableHans Kuijpers Lowri van der Linden-Huxtable
ハンス・カイパース ロウリー・ヴァン・デル・リンデン・ハクスタブル

Director Investment Projects Director Investment ProjectsDirector Investment Projects Director Investment Projects
Americas and NE Asia EMEA, SE Asia and OceaniaAmericas and NE Asia EMEA, SE Asia and Oceania
Netherlands Foreign Investment Agency Netherlands Foreign Investment Agency

“
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1,000 km

500 km

Brussels

Amsterdam
London

Paris

Berlin

170
Million

95%95%
欧州の主要な市場の
95％が近隣に
位置しています。

1,000㎞以内に
2.4億人の消費者

244
Million

500㎞以内に
1.7億人の消費者
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欧州でビジネスを展開・成長させたいという展望をお持

ちですか？オランダは戦略的ビジネスを始動させるには

最適な国です。 
オランダは欧州の最前線として欧州経済をけん引し、ビ

ジネスを行う上で世界トップの国のひとつとして、常時

フォーブスに格付けされています。堅固でオープンなビ

ジネス環境は、国際企業の成長と発展を後押しします。

スタートアップからフォーチュン500のリーダーたちま

で、世界中の企業が欧州での信頼できるビジネス拠点と

して、オランダを選び、進出しています。

皆様の次なるステージは何でしょうか？

オランダ経済・気候政策省 企業誘致局（Netherlands  
Foreign Investment Agency、以下NFIA）では、オ

ランダのダイナミックで国際的なビジネスエコシステム

を皆様にご紹介する準備を整えています。

皆様のビジネスを軌道にのせるために皆様のビジネスを軌道にのせるために

オランダほどビジネスを行うのに最適な国はありません。 
オランダ政府は、イノベーション、持続可能性、デジタ

ル化の促進に積極的に取り組み、ビジネス環境を整えて

います。NFIAは、企業が成長し発展するために必要な

情報とツールの提供を心がけています。

DHL社によって、世界で最も経済的な接続環境が優れた

国としても格付けされているオランダは、クリエイティ

ブで協調的、そしてオープンな環境としても有名で、こ

れらは皆様のビジネスの成長と発展を促します。

オランダは、国際企業にとって重要なポイント：競争力

のあるビジネス環境、知識やスキルをもった労働力、イ

ノベーションを強化し促すためのプログラム、最先端の

インフラストラクチャー、安定した政治・経済状況など

を、最良の組み合わせにて提供します。

国際企業は、オランダでビジネスを軌道にのせることが

できます。

なぜ、
オランダ進出なのか？

パートナー、サプライヤー、そして顧客への パートナー、サプライヤー、そして顧客への 
優れたアクセス優れたアクセス

ビジネス拠点として、地理的に有利な場所を求めること

は最優先事項とも言えます。

欧州で最も主要な市場の95％が近隣に位置しているオ

ランダほど、最適なロケーションはありません。オラン

ダは、欧州中のパートナー、サプライヤー、顧客へ、迅

速にアクセスできる理想的な立地にあります。

道路、鉄道、水路、空路、どのような輸送手段を選ぶか

に関わらず、オランダはロジスティクスのインフラスト

ラクチャーが完備しています。

海運が必要でしょうか？

オランダには欧州最大の港であるロッテルダム港、アム

ステルダム港、北海港があります。

空運をお探しですか？

欧州の中心に位置するアムステルダム国際空港スキポー

ルでは、貨物と渡航、共に広範なグローバルネットワー

クへの接続が可能です。

エントリーからデリバリーまで、オランダではすべてを

迅速に行うことができます。
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共に革新し、グローバルな課題を解決共に革新し、グローバルな課題を解決

オランダは、グローバルな課題には革新的なソリュー 
ションが必要であると考えています。そのため、国内外の 
関係者たちが共に未来を創造できるエコシステムの構築

に取り組んでいます。オランダが欧州のイノベーション

リーダーとして、EUイノベーションスコアボードやグ

ローバルイノベーションインデックスに格付けされてい

るのは、偶然ではありません。皆様の産業領域が、アグ

リフード、テクノロジー、ライフサイエンス＆ヘルス、

クリーンエネルギー、量子テクノロジーなど、いずれの

分野であっても、世界をリードするオランダの産業クラ

スターは、研究開発主導のイノベーションのため、豊かで有 
効な基盤を提供します。オランダ政府はインセンティブ

プログラムや官民連携事業推進補助を通じて、画期的

な研究と最先端プロジェクトのための先進的な環境をご

用意して、皆様をお待ちしています。世界中のイノベー

ターがオランダへそのプロジェクトを持ち込むのも不思

議ではありません。際限なき成功がここにはあります。

21世紀のスマートワークフォース21世紀のスマートワークフォース

今日のグローバル市場において、競争力を維持する国際

企業が、高度なスキルを持った労働力と新たな才能を育

成する取り組みで有名なオランダを選択することは、当

然のことといえます。

2020年、オランダはINSEADグローバルタレント競争力

指数で6位に上昇しました。またIMDの世界競争力ラン

キングでは、人材市場、学歴、プロフェッショナルな労

働力において、世界トップレベルの国のひとつとして評

価を受けています。これらはすべて、皆様が国際的に事

業を拡大する上で、考慮すべき重要な要素です。

オランダ人は単に習熟した専門家なだけではなく、最新

テクノロジーを積極的に取り入れ、新たなスキル習得の

ために研修プログラムなどを能動的に活用して学び続け

る生涯学習者です。

インターネットやコンピューターの習熟度で世界をリー

ドするオランダ人は、その技術に精通しており、デジタ

ルエコノミーに長けています。

英語はオランダ人にとって外国言語でありながら、その

英語力は引けを取りません。

これらを背景に、グローバル人材はオランダで働くこと

に魅力を感じています。

欧州で最も優れた学生を輩出する屈強な大学システムに

より、外国企業がオランダ進出の際に必要とする人材は

準備万端です。

オランダ政府は、皆様のオランダでのビジネスが効率的

に成長するよう、労使関連に実用的なアプローチを取っ

ています。競争力のある人件費や、オランダにもともと

浸透している勤勉な精神は、企業に高いリターンをもた

らします。

Source: Statistics Netherlands 2019-2020

人口（百万）

17.47

GDP/一人当たり（EUR）

47,049

GDP（10億EUR）

812

オランダ経済

世界17位

オランダオランダ
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高度なスキルを持ったエキスパートと

次世代の革新的な創造・変革により 
オランダは健康と食品の

未来を開拓しています。
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コカ・コーラ、Netflix、ヤンセンファーマやフィリップ

スなど、オランダはいくつもの世界最大規模の企業と最

先端イノベーションを活気づけてきました。

オランダには、コラボレーションを創出し、研究開発を

促進し、大胆な起業家精神を刺激する多様な産業クラス

ターがあります。これらのクラスターは、アグリフード、

ライフサイエンス＆ヘルス、ハイテクシステム、化学薬

品、クリーンエネルギー、IT、クリエイティブ産業の全

範囲におよびます。すべての産業には、サイバーセキュ

リティ、フィンテック、e-ヘルスやタンパク質ベースの

食品にいたるまで数多くのサブセクターがあります。 
皆様が、オランダの数ある優良企業の中に、それらを見

つけることは、言うまでもありません。

産業とイノベーションが
集積する場所

この急速で広範にわたる 
成長の原動力は官民が連携 
する強力なパートナーシップ 
から生まれています。

世界を持続的に養うアグリフード大国世界を持続的に養うアグリフード大国

オランダは、米国に次ぐ世界第2位の農産物輸出国であ

ることをご存じですか？オランダは比較的小さい国で

ありながら、農業と食品のイノベーションにおいて、ま

ぎれもない大国です。世界大学ランキング農林専門分

野別で第1位を誇るワーヘニンゲン大学（Wageningen 
University＆Research）などの研究機関により、アグリ

フードのイノベーションが著しく成長しています。

世界トップ20のアグリフード企業のうち、ネスレ、ア

ンハイザー・ブッシュ・インベブ、コカ・コーラ、ユニ

リーバ、ハイネケン、カーギル、クラフト・ハインツな

ど、15社の企業がここオランダで主要な生産、または研

究開発事業を行っています。これら巨大なアグリフード 
の歴史ある企業に加えオランダには、ビヨンド・ミート、

イノセント・ドリンクス、ラム・ウェストン・マイヤー

など、世界のフードシステムの未来を開拓する急成長中

のイノベーターも進出しています。

新たなフロンティア 新たなフロンティア 
――ライフサイエンス & ヘルスイノベーションライフサイエンス & ヘルスイノベーション

バイオ医薬品、メドテック、バイオテクノロジーの分野

では高度な専門家と次世代の革新的な創造・変革が、こ

こオランダのライフサイエンス&ヘルスセクターで起き

ています。世界中のライフサイエンス企業が、欧州医薬

品庁（EMA）、米国食品医薬品局（FDA）、およびオラ

ンダ規制当局である医薬品評価委員会（MEB）によって

支えられ、オランダエコシステムと繋がっています。欧

州の主要なハブとして確立しているオランダは、医療技

術、バイオテクノロジー、医薬品の特許で世界のトップ

10に格付けされ、また医療用アイソトープの世界市場で

はNo.1のマーケットリーダーとして、グローバルヘルス

のトップマインドとイノベーションを創出しています。

オランダ全土で、ヤンセンファーマやBBioなどの企業

が病院や研究機関と協力し、よりよい世界のためにワク

チンやその他の先駆的な研究開発を行っています。
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欧州のシリコンバレー  欧州のシリコンバレー  
――ハイテクシステムハイテクシステム

欧州で最も熱いハイテク産業のひとつを有する

オランダには、組み込みシステムと 
ナノテクノロジーの「シリコンバレー」とも 
呼ばれるアイントホーフェンという街が 
あります。「ブレインポート」とも呼ばれて 
います。

このオランダのテクノロジーハブは、欧州で 
最もコンパクトでスマートな本拠地であり、 
フィリップスやASMLなど、世界トップレベル 
の企業がこの街でどのようにスタートし、発展 
し続けているかを簡単に知ることができます。

ここは、ロボット工学、量子技術、 
3Dプリンティング、自動車技術、ハイテク製造、 
航空宇宙技術、半導体技術、フォトニクス、 
ナノテクノロジーなど、産業の未来を形創る技術に 
優れているのが特徴です。この急速で広範にわたる 
成長の原動力は、官民が連携する強力なパートナー 
シップと最先端の研究開発からもたらされるものであり、 
オランダのハイテクイノベーションを推し進めています。

パイオニア  パイオニア  
――化学の未来化学の未来

オランダの化学セクターは、持続可能な社会への取り組

みのために未来へ向けた素材の設計をしています。世界

トップの化学クラスターのひとつであり、EUの化学製品

総生産量の40％を誇るAntwerp-Rotterdam-Rhine-Ruhr 
（ARRR）とも相関関係にあります。また世界の化学企業

上位25社のうち19社がオランダ国内に本拠地を設けていま

す。オランダにある2,000の大手企業が、そのサプライ

チェーンと共にこのセクターの活力に貢献しています。
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化学イノベーションに投資したり、多様な官民コンソー

シアムを支援したり、DSM、SABIC、Shell、Avantium
などのような大手企業のR&D施設をホストしたりする企

業にとって、オランダは賢明な選択先です。

カタリスト カタリスト 
――エネルギー転換エネルギー転換

再生可能エネルギーとスマートエネルギーへの移行は、

オランダで実現しつつあります。進歩的な政策と革新へ

の親和性で、オランダはエネルギー業界において世界を

リードする専門家から大変注目を集めています。エネル

ギーを生産、利用、節約するための新しい方法を見つけ

るため、オランダは、世界クラスの研究開発施設を建設

し、イノベーションを促進するインセンティブプログラ

ムを設置しました。オランダのエネルギーエコシステム

を形成するために、国内外の国際的なエネルギー関連企

業、研究機関、ネットワーキング組織および政府が、総

合的に協力しています。進化する世界のエネルギー環境

において、このエコシステムは、洋上風力発電所や水素

ハブから、フローティングソーラーパネル、スマート

グリッドコミュニティまで、新しいソリューションを推

進しています。

世界をつなぐ 世界をつなぐ 
――インフォメーションテクノロジーインフォメーションテクノロジー

オランダでは約98％の世帯にインターネットアクセス

の環境が整っていますが、これは他の欧州諸国と比べて

高い水準です。オランダの多様な情報技術セクターは、

世界をリードするデジタルデータディストリビューター 
のひとつであるアムステルダムインターネットエクス 
チェンジ（AMS-IX）によって支えられています。

オランダは、政府のAI戦略行動計画に基づき、人工知能

の開発を加速しています。また欧州最大のセキュリティ

クラスターであるハーグセキュリティデルタの本拠地と

して、欧州を代表するサイバーセキュリティハブを有し

ています。

加えてオランダは、フィンテックイノベーターにとって

欧州で最も急速に成長しているハブとして、金融界から

の注目も集めています。

欧州で最も急速に成長しているハブ 欧州で最も急速に成長しているハブ 
――フィンテックイノベーションフィンテックイノベーション

投資、支払い、貿易、保険から、グリーンで包括的な金

融まで、オランダは金融とフィンテックに関わる最先端

の中心地です。フィンテックの起業家にとってオープン 
な金融規制システム、優れたデジタルインフラスト

ラクチャー、技術革新の高い活用率などは大変魅力的です。

オランダはVC資金調達として欧州第3位に格付けされ、

また支払いとP2P融資においては最も大きな市場のひと

つです。卓越したテクノロジーエコシステムによって、

革新的なスタートアップとしても欧州第3位に格付けさ

れています。

近年、 B o o k i n g . c o m 、 A d y e n 、 T a k e a w a y 、 
TomTom、WeTransferなどの企業がAI人工知能とビッグ 

10
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データを活用し、フィンテックに革命をもたらしています。 
Buckarooのようなオランダの決済サービスは、従来の銀

行業務の常識を覆しました。

Adyenは、AirbnbとUberに支払いツールを提供。Mollieは
最新のフィンテックユニコーン企業へと成長。オンライン

決済アプリのTikkieは現在注目を集めています。

外国企業としては、LemonadeやPlaidがオランダに進出を

しました。Uberが採用した保険のInshurもまたオランダ

に進出し、彼らはフィンテックセクターでありながら、保

険業界にいたるまで拡大し続け、発展が目覚ましいことを

示すよい例です。

グローバルブランドを刺激する グローバルブランドを刺激する 
強力なクリエイティブストリーク強力なクリエイティブストリーク

フィンセント・ファン・ゴッホやレンブラント・ファン・

レインの発祥の地であるオランダは、創造的なストリーク

を有し、今日の世界中のどの国よりも多くの創造的な作品

を生み出しています。貿易、雇用、ブランドの面で、世界

のトップ10に格付けされているオランダのクリエイティブ

産業は、ナイキ、マクドナルド、ハイネケンなど、グロー

バルブランドの広告に影響を与えています。創造性と持続

可能な精神はオランダのファッションアパレル業界に織り

込まれており、Renewal Workshopのような企業が、アパ

レルブランド業界における、無駄のない循環ソリューション

システムへの道をけん引しています。

またオランダにはアムステルダムやヒルバーサム

な ど の 主 要 な メ デ ィ ア ホ ッ ト ス ポ ッ ト が あ り 、 
Netflix、Discovery、ViacomCBSなどの大手メディア、エ

ンターテインメント、ブロードキャストなどの最強プレー

ヤーたちが最良の場として集っています。

欧州へのデジタル欧州へのデジタル

ゲートウェイゲートウェイ

DHL社＃1:
経済的な接続環境

欧州＃1:
インターネットエクスチェンジ

（AMS-IX）

欧州大手サイバー
セキュリティハブ

AIイノベーションドライバー

オランダは

堅固でオープンなビジネス環境を

優れた人材やインフラストラクチャーと 
共に提供いたします。

この地で国際企業が始動する準備は

すでに整っています。
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オランダへオランダへ

ようこそようこそ

欧州ビジネスへの

ゲートウェイ
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皆様の出身地を問わず、オランダはあらゆる分野の人々

を歓迎しています。活気に満ち、オープンで多文化的な

社会、それは外国人のための緊密な国際コミュニティを

育みます。オランダ人はこのことを誇りに思っていま

す。全国にまたがるエクスパットセンターのネットワー

クは、皆様のオランダへのソフトランディングに確実に

役立つことでしょう。

オランダの都市は、最も住みやすい都市の世界ランキン

グでトップ10に格付けされています。豊かな文化、安全

で美しい環境、それらを身近に感じることができ、オラ

ンダ人にとっても、新しく住み始めた人々にとっても、

大変理想的な場所です。道路、鉄道、そしてもちろん世

界的に有名なオランダのサイクリング文化に対応する自

転車道路のおかげで卓越した機動力と公共交通インフラ

が整っています。

教育システムに関しては、全国に多数のインターナショ

ナルスクールがあり、グローバルなつながりを深めなが

ら、明るい心を育てます。

EUで第1位に格付けされたオランダの医療システムは、

居住するすべての人に、公平で、高品質なサービスを保

障しています。

オランダでの満たされた生活オランダでの満たされた生活

オランダは、高い生活水準と健康的なワークライフバラ

ンスが整った国です。経済協力開発機構（OECD）はオ

ランダに健康、住居、雇用、福祉の面で高得点をつけ、

またワークライフバランスにおいては世界第1位に格付

けしました。これらすべての要素を組み合わせると、国

連幸福度レポートにおいて、オランダが世界で6番目に

幸せな国であることに不思議はありません。オランダ人

もそのことをよく認識していて、人口の87％以上が自分

たちの生活に満足と示しています。これは欧州で最も高

い割合です。

オランダ：
そこは快適な居住地

優れた健康管理から

包括的な幸せまで

オランダは皆様の

ワークライフバランスを

充実させます。

ワークライフバランス
（OECD 2019）

ヘルスケアシステム
（EHCI 2018）

最も幸せな国
（Eurostat 2018）

教育システム
（USNews 2019） 

オランダの生活環境

#1 #2 #2 Top 10
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オランダ経済・気候政策省 企業誘致局（NFIA）は、

外国企業のオランダでの新規事業設立や、既存ビジ

ネスの拡大、再編を促進し、支援するためのワン 
ストップサービスを提供する実務機関です。

NFIAは「インベスト・イン・オランダ・ネット

ワーク」の各地の経済開発機構と協力し、部外秘、

無償にて以下を含む各種サービスを行っています。

• • カスタムメイドな最新情報カスタムメイドな最新情報

オランダ全般、事業所候補地、法律・税法、労働問

題、許可手続き、政府のインセンティブおよびその

他様々な案件に関する各種面談の事前準備など。

• • オーダーメイドの現地視察オーダーメイドの現地視察

「インベスト・イン・オランダ・ネットワーク」の

各地の経済開発機構パートナーと協力し、直接また

はオンラインにて、綿密な現地視察プログラムを作

成します。これには関連するビジネスパートナー、

政府当局、様々なオランダのネットワークとサービ

スプロバイダーおよび投資のプロセスに関する窓口

紹介も含まれます。

• • 実用的なソリューション実用的なソリューション

簡便で最適な事業設立を支援します。

• • オーダーメイドサポートの提供オーダーメイドサポートの提供

アグリフード、ライフサイエンス＆ヘルス、ハイテ

クシステム、化学、IT、フィンテックなどの産業に

ついては、NFIAのセクタースペシャリストによっ

て皆様のご要望に応じたサポートを行っています。

• • 外国人赴任者向け特別サービスの提供外国人赴任者向け特別サービスの提供

オランダへ、迅速かつスムーズに赴任できるよう、

全国ネットワークのエクスパットセンターがお手続

きをナビゲートします。

さあ、準備は整いました。
皆様の次なるビジネスの
拡大に向けて
オランダへ。
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オランダ進出について 
お気軽にお問い合わせください

japan.investinholland.com

公式SNS
（英語）

https://japan.investinholland.com
https://twitter.com/nfiaholland
https://nl.linkedin.com/company/netherlands-foreign-investment-agency
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