
ニュー 
ブランズウィック州 
への投資 
 
2016年3月 
 
 
 
 
  



世界で成功している企業の多くは、ニューブランズウィック州に拠点を設けています。それ
は、ニューブランズウィック州が、事業拡大がしやすく、利益を出しやすい環境であり、ビ

ジネスに最適な場所であることの証しです。 
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ニューブランズウィック州に投資する5つの理由… 



教育水準が高く、勤勉で英語と仏語を話せる労働人 
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1 

写真: フレデリクトンのセントジョン川から見たニューブランズウィック大学 (UNB) のキャンパス 



ニューブランズウィック州に投資する理由 
勤勉で英語と仏語を話せるバイリンガルの人材 
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出典: カナダ統計局、 カナダ労働統計局、3+、内部文書 

 
 
当社がお客様の期待に応
える優れたサービスを提供
し続けることができるのは、
まさにモンクトンコンタクト
センターのスタッフの勤勉
な勤務態度によるところが
大きいのです。 

 

- Tangerine社、幹部  

ニューブランズウィック州では採用コストや研修コストを削減できる一方で、その労
働力は、お客様に対して社内外を問わず、最高レベルの顧客満足度を提供して
います。 
 

9.4 
ニューブランズウィック州
の平均在職期間は9.4年
とカナダで最長。これは、
アメリカの平均在職期間
4.6年の倍以上です。 

33.2 
バイリンガルの人口は、トロントで
は人口の7.7%なのに対し、ニュー
ブランズウィック州では人口の
33.2%です。ニューブランズウィック
州はカナダで最もバイリンガルな
州です。 



ニューブランズウィック州に投資する理由 
スキルとモチベーションに優れた人材 
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出典: カナダ貿易委員会、カナダ統計局、3+、ニューブランズウィック州ビジネスガイド、マクリーンズ、内部文書、ONB、アトランティック大学協会、カナダ・カレッジ協会 

ニューブランズウィック州のマウン
ト・アリソン大学は、マクリーンズ誌
の2015年大学ランキングで、再びカ
ナダの大学1位に返り咲きました。
マウント・アリソン大学は、過去24年
間でなんと18回、国内ランキング
トップに選ばれています。 

ニューブランズウィック州の大学やコミュニティーカレッジは、英語と仏

語が話せるスキルのある優秀な労働力を輩出しています。これにより、

企業は幅広い候補者から採用することが可能です。 

 アトランティック・カナダにある大学16校には、毎年74,000人以上の学
生が通っています。 
 

 大学に加え、アトランティック・カナダにあるカレッジ15校は、企業の研
修ニーズにあわせてプログラムをカスタマイズする仕組みが整ってい
ます。 
   

 ニューブランズウィック州の住民は、高校卒業率85%と教養があり、こ
の数値はカナダでもトップクラスです。 

 

 州予算の21%以上が教育に充てられています。 

 企業が地域の人材を採用するインセンティブとして、One-Job Pledge
やPayroll Rebatesという制度を導入しています。ニューブランズウィック
州は、企業の労働需要にあわせた教育プログラムを組むため、州の
教育機関と連携しています。 



ニューブランズウィック州に投資する理由 
労働人口 – 大学およびカレッジ 

7 

大学/カレッジ 説明 

マウント・アリソン大学 過去24年間で18回、カナダの大学1位に選ばれています。これに並ぶ大学
は他になく、2位以下になったことはありません。 

ニューブランズウィック大学 毎年11,000人の学生が通い、年間の研究費は5,100万カナダドルに及びま
す。2015年には、カナダで最も起業家精神に溢れる大学に選ばれました。 

モンクトン大学 170以上の学習プログラムを提供し、毎年5,300人が通っています。 

セント・トーマス大学 カトリックの私立大学で、毎年2,300人が通っています。 

ニューブランズウィック・コ
ミュニティカレッジ 

ニューブランズウィック州に6つのキャンパスがあります。2013年の就職率
は全体で87%で、卒業生の87%が州内で就職しました。 

Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick (CCNB) 

カレッジのネットワーク全体で、毎年3,300人の卒業生を輩出しています。 

ニューブランズウィック大学
のカレッジ・オブ・エクステン
デッド・ラーニング 

スーパーバイザーやマネージャー向けにカスタマイズされた研修プログラ
ムを提供し、マネージメントやリーダーシップのセミナーも多数開催していま
す。 

出典: 内部文書 



戦略的に有利な立地: ヨーロッパと南北アメリカの中
間地点 
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ニューブランズウィック州に投資する理由 
低いビジネスコスト 
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出典: カナダ貿易委員会、カナダ統計局、3+、ニューブランズウィック州ビジネスガイド、マクリーンズ、内部文書、ONB  

最新のKPMGの調査で、ニュー
ブランズウィック州は、カナダと
アメリカの中で最もビジネスコス
トが低い場所に選ばれました。
ニューブランズウィック州の都市
部の平均ビジネスコストはG7各
国の平均より12%低いとされてい
ます。 

ローコストな土地や不動産 

 ニューブランズウィック州は、すぐに着工することが出来る土地、あるいは転入可能な
施設を、企業に提供しており、不動産費用を大幅に削減できます。 

 例えば、Aクラスの施設の賃貸料は、G7各国に比べて29%も低いです。 

コミュニティが提供する様々なインセンティブ 

 ニューブランズウィック州は経済開発に力を入れており、企業に様々な支援を提
供しています。 

 自治体ごとに、所得税控除や賃金評価・技能研修投資税額控除などの、タックス
インセンティブに加え、助成金・補助金など様々なプログラムが用意されています。 

 



ニューブランズウィック州に投資する理由 
戦略的に優位なロケーション 
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ニューブランズウィック州はカナダの東海岸という最も戦略的に優位なロケーションにあり、平日の日中に様々なタ
イムゾーンと取引する企業にとって、理想的な立地です。このタイムゾーンのおかげで、ニューブランズウィック州の
企業は西ヨーロッパや南北アメリカと容易にビジネスをすることができます。 

フレデリクトン 
正午 

ニューヨーク 
午前11時 サンフランシスコ 

午前8時 

ロンドン 
午後4時 

フランクフルト 
午後5時 

出典: ニューブランズウィック州ビジネスガイド、ONB、内部文書、3+ 

ニューブランズウィック州はど
のアメリカの港湾都市よりも
ヨーロッパに近く、 1億人以上

の北米人に、その日のうちに
アクセスできます。同州はア
メリカの州間高速道路95号
線や空路、鉄道、5つの港湾

経由でアクセス可能です。 



世界クラスの通信インフラ 
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ニューブランズウィック州に投資する理由 
世界クラスの通信インフラ 
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出典: カナダ貿易委員会、カナダ統計局、3+、ニューブランズウィック州ビジネスガイド、マクリーンズ、内部文書、ONB  

カナダのデジタルインフラは、世界でもトップクラスですが、その中でもニューブランズ
ウィック州は、最も通信インフラが整っている州です。この通信における強みは、創造性
やイノベーション、経済成長を育み、活気のある”コネクティッド コミュニティー”の礎となり
ます。 

 すべての学校や教育機関で、高速ブロードバンドを利用でき、90%以上の家庭
や企業で高速インターネットを利用できます。 

 すべてのプロバイダーは、ファイバー伝送施設を保有し、全国に広がるティア1 
IPバックボーンを通じてインターネットに接続されています。 

 e-Novations、Hibernia Network、F6は同州の3大プロバイダーであり、いずれも
高速ファイバーオプティックを利用しています。 

 キャリアクラスのSLA (サービス品質保証) を提供し、パケットロスやレイテンシ、
99.99%の可用性を保証します。 

 サーバーが複数個所にあるクライアントには、オプションとして地理的冗長性を
提供し、IPネットワーク間でロードバランスを実現します。 

 様々なキャリアクラスのIP音声ソリューションがあり、最先端のソリューションプ
ロバイダー向けに設計されています。 

 e-Novationsは、フレデリクトンの街全体に、無料Wi-Fiネットワークを提供してい
ます。 

 



世界的に有名な企業は既にニューブランズウィック
州で事業を拡大しています 
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4 

写真: 夕暮れ時のセントジョンのスカイライン 



ニューブランズウィック州に投資する理由 
成功事例 
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出典: 内部文書 

クラウドコンピューティング、サイバー
セキュリティから、金融サービスや物
流まで、ニューブランズウィック州で拡
大している世界的に有名な企業は、増
え続けています。 



ニューブランズウィック州に投資する理由 
成功事例 
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19 
現在、ニューブランズウィック州の
GDPの19%を金融や保険セクター
が占め、12,000人以上を雇用して
います。同セクターの主な雇用主
には以下の企業が含まれます。 

出典: カナダ統計局、ニューブランズウィック州政府、ニューブランズウィック州ビジネス開発ガイド、カナダロイヤル銀行 

700 
IT業界では700社が、30,000人
以上を雇用しています。 

ニューブランズウィック州のITセクターは、州経済の約3.9%
の10億カナダドルを占めています。このセクターは、多様な
企業で構成されており、ゲーム、ネットワーク接続自動車、
ワイヤレス環境構築、地理情報学、セキュリティ、IPTV、モ
バイルメディアの分野における世界クラスのテクノロジー企
業が挙げられます。 

ニューブランズ
ウィック州のバック
オフィスや、シェアー
ドサービスセンター
業界は、カナダで最
も急速に成長してい
ます。 



ニューブランズウィック州に投資する理由 
成功事例 
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カナダロイヤル銀行は、１８８２年にニューブランズウィック州に最初の支店を開設して以来、同州で
の事業を拡大してきました。現在では29支店、保険事務所3支店、RBCウェルス・マネジメント3支店、
そして主要なコンタクトセンターを開設しています。コンタクトセンターは、モンクトンにあり、アトラン
ティック・カナダにあるコンタクトセンターとしては最大です。800人の従業員がクライアントに英語と
仏語での営業やサービスサポート、アドバイスを提供しています。 
 
カナダロイヤル銀行のアトランティック州リージョナルプレジデントKim Mason氏は、ニューブランズ
ウィック州の優位性について、次のように語っています。「国内の東部にコンタクトセンターを置くこと
で、一日の早い時間帯からサービスを提供することができます。お客様の対応時間帯を増やすこと
で業績を上げてきました。それに加え、優秀な人材を採用できる豊富な労働人口があることも挙げ
られます。ニューブランズウィック州は、多様性に溢れていて、投資に値するロケーションです。引き
続き同州でのサービス提供を検討し、状況に応じて投資していきます」と様々な角度から同州を評
価しています。 
 
100年以上ニューブランズウィック州で事業を行ってきた、カナダロイヤル銀行から頂いたこれらのコ
メントは、ニューブランズウィック州が、ビジネスに最適の州であることを意味しています。 

カナダロイヤ
ル銀行 

カナダロイヤル銀行はカナ
ダ最大の金融機関です。同
行は1,800万人の顧客に
サービスを提供し、世界中
に80,100人の従業員を抱え

ています。 

出典: 内部文書 



最高のクオリティ・オブ・ライフ 
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写真: ニューブランズウィック州、モンクトンのロイヤル・オークス・ゴルフ・クラブ 



ニューブランズウィック州に投資する理由 
最高のクオリティ・オブ・ライフ 
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ニューブランズウィック州ほど、職場外の生活が豊
かなところはありません。職場へも、娯楽の場へも 
、5分で行ける場所を想像してみてください。ニュー
ブランズウィック州の一部のコミュニティーはカナダ
で「最も暮らしやすい場所」に選ばれており 
(MoneySense)、通勤時間は短く、住宅は手頃で、交
通量は少なく、卓越したQOL (生活の質) を誇ってい
ます。 

出典: ニューブランズウィック州政府、カナダ統計局、3+ 

17 
モンクトンの平均通勤時間は17分
で、それに続くセントジョンは21分
です。モンクトンの住民の85%は、
通勤時間が通常30分未満です。  

特長 
アトランティック諸州の中で最も安全です。 – 10万人に対し、法律違反
は5,070件です。  

2014年の犯罪指数は55.90でした。 － カナダの平均66.66を大きく下
回っています。 

2013年には、ニューブランズウィック州の住民の93.2%が生活に満足、ま
たは非常に満足していると答えました。 

土地や不動産はとても手頃で、他のG7各国より29%も低い費用で納まり
ます。 



Opportunities NB がお手伝いできること 



ONBがお手伝いできること 

 
Opportunities NB は、企業がニューブランズウィック州でビジネ
スをスタートするのを支援する専門家チームです。スタートした
後は、ビジネスの成長もサポート致します。 
 

企業へのコミットメント: 
 
ニューブランズウィック州で事業を成長させるため、企業のニー
ズにあわせた様々なソリューションを提供します。州内で確実に
成功できるよう、最善を尽くします。 
  
ニューブランズウィック州はビジネスをするのに最適な場所です。
企業の成長に一緒に取り組めることを喜びとしています。 
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ONBが提供するサービス 

Opportunities NB は以下のサービスを提供します: 

  
専任の事業開発責任者 

人材採用支援、および研修コンサルティング  

不動産仲介業者、ディベロッパー、建設業者、運送業者、公益事業
会社の紹介 

専用研修プログラム 

輸出に関する研修 

地域の自治体や、州および連邦政府との連携 
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労働力 – ONBのコミットメント 

Opportunities NB は、企業の採用や研修に関するニーズを把握します。ONBはニー
ズに合った候補者を、必ず見つけ出すことをお約束します。 
 

•ONBのコミットメント: 
 
現在および将来の労働力に関するニーズを把握するよう努めます。 
地域、国内、また海外での採用活動を積極的に支援します。 
将来の労働力需要に対応できるよう、州の教育機関との長期的な連携をサポートします。 
企業の採用や研修計画に合わせた支援を提供します。 
企業の人事部と協力して、ニーズ、雇用習慣、タイムラインを把握するよう努めます。 
募集、スクリーニング、面接、身元照会、また州内、国内、海外での採用を支援します。 
さまざまな採用に関するサービスが活用できるよう、企業をサポートします。 

o 地域の採用活動 – 地域の就職フェア、求人広告や事前スクリーニング  
o 高等教育機関の新卒採用 – 大学4校、カレッジ11校  
o 帰国や移住 – ニューブランズウィック州政府は、海外在住のニューブランズウィック州出身者が、

帰国して就職できるように、積極的に採用しています。 
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カナダとニューブランズウィック州の詳細… 



経済 
GDP (2014年): 1兆5,920億米ドル 
1人当たりのGDP (2014年): 44,800米ドル 
GDP成長率 (2014年): 2.5% 
労働人口 (2014年): 1,921万人 
失業率 (2014年): 6.9% 
主要産業: 輸送機器、化学品、鉱物、石油、天然ガス 
 

 
体制 
首都: オタワ 
行政区分: 10州、3準州 
法体系: コモン・ロー、ただしケベック州は大陸法 
政府: 民主主義、首相は議会選挙で決定 

 
 

 
出典:  カナダ統計局, 中央情報局 

カナダは、GDPが1兆米ドルクラスの産業国で
す。生活水準は高く、経済体制は市場志向で、
生産パターンはアメリカに類似しています。ア
メリカとの貿易黒字は莫大で、カナダの輸出
の4分の3を占めています。 
 
カナダは1993年-2007年にかけて、力強い経
済成長を実現し、2008年の金融危機後に、12
年ぶりに財政赤字を経験しました。しかし、カ
ナダの堅固な銀行制度や保守的な融資慣行、
強固な資本基盤のおかげで、カナダは世界で
もトップクラスの国として、危機を乗り越えまし
た。 

概要 
面積: 9,985,000 km² 
人口: 35,099,836人 (都市部: 81.8%) 
タイムゾーン: 太平洋、山岳部、中部、東部、大西洋、
ニューファンドランド 
言語: 英語、フランス語 (共に公用語) 
通貨: カナダドル 

カナダ 

カナダは多様な文化を誇る開かれた国であり、天然資源が豊富な地域があるだけでなく、人口密度が高く、活気
に溢れた都市もあり、広大な領域を占めています。カナダはイノベーションを重視し、様々な企業や革新者が事業
を確立して成功する機会を提供します。 

24 



出典:  世界経済フォーラム、フォーブス 

主な特長 

特長 

銀行の健全性で1位を獲得 

世界経済フォーラムの世界競争力指標で144か国中15位 

保健医療と初等教育、金融市場成熟度、労働市場効率はトップ
10以内 

制度・機構、インフラ、高等教育と研修、商品市場効率、市場規
模はトップ20以内 

インフレ率は前年比1.0%と最低 

国の信用格付けは3位 

企業の倫理性はトップ15以内 

2011年に世界のビジネスがしやすい国ランキングで1位を獲得 
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カナダに投資する理由 



出典:  世界経済フォーラム 

人的資本指数は、各国が人的資本をどの
ように育成し、活用しているか数値化し、
長期に渡り推移をトラッキングしています。
カナダは、21世紀のイノベーションや競争
力、成長を促すための人的資本の育成で、
世界124か国中4位に入りました。 

人的資本指数 

26 

カナダで最も起業家精神に溢れる大学 
ニューブランズウィック大学は、体験教育をメン
ター制度や能力開発、リーダーシップ、商業化と組
み合わせることで、カナダのイノベーションや起業
家精神の源として台頭してきました。 

カナダに投資する理由 



出典:  2014年世界経済フォーラム 

教育システム 
カナダに投資する理由 

27 尺度は0-7まで (7が最も望ましい) 

カナダの教育システムは、世界でもトップ
クラスです (144か国中11位)。 OECD加
盟国の中で、高等教育を受けた25歳から
64歳の人口の割合は最も高く、大卒者の
割合も同様です。 



出典:  2014年民主主義ランキング 

カナダは、112か国中14位に位置
しています。カナダが掲げる価値
観である自由、 民主主義、民主
的統治、人権、そして法の支配は、
カナダの外交政策の中心です。 

民主主義 
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カナダに投資する理由 



出典:  KPMG分析、エコノミスト 

カナダは、世界で最も政治的に安
定した国のひとつです。「政治的
安定性のリスク」は、国の政治制
度の安定性を測定します。カナダ
とアメリカの政治体制は共に安定
しており、カナダは他の対象国よ
り、常に高い安定性を誇っていま
す。 

政治的安定性 

29 尺度は0-100まで (0が最も望ましい) 

カナダに投資する理由 



出典: ニューブランズウィック州政府、カナダ統計局、3+ 

概要 
面積: 72,908 km2  
人口: 753,914人 (カナダの2.14%) 
都市人口: 53% 
タイムゾーン: 大西洋 
言語: 英語とフランス語 (公式にバイリンガル) 
通貨: カナダドル  

経済 
GDP (2013年): 319億カナダドル 
1人当たりのGDP (2013年): 42,218カナダドル 
GDP成長率 (2013年): -0.6% 
労働人口 (2014年): 353,900人 
主要産業: 金融サービス、IT、林業、漁業、鉱山業、建築業、製造業、外食
産業 
 

 
体制 
州都: フレデリクトン 
法体系: コモン・ロー 
州政府: 民主主義、カナダ連邦政府下にあります 
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「GLI Testlabs Canadaのモンクトンオフィスは、急速か
つ着実に発展してきたため、チームの拡大は必須でし
た。スキルのある勤勉な従業員を雇用できるということ
は、ニューブランズウィック州を選んだ理由のひとつで
す。これまでの結果には、とても満足しており、今後も
顧客が期待するプロフェッショナルで付加価値のある
サービスを増やしていく予定です。」 

GLI Testlabs Canada社、 プロフェッショナル・サービス
・グループ、ディレクター、 Gregory Doucette氏 

ニューブランズウィック州 



出典: ニューブランズウィック州政府 

ニューブランズウィック州はカナダの東海岸にあり、アメリカのメイン州に隣接しています。 
カナダの3つの沿海州の中では最大であり、東部はすべて海に面しています。 
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フレデリクトン 
モンクトン 

セントジョン 

ニューブランズウィック州には27の
街に加え、8つの主要都市がありま
す: 3大都市のフレデリクトン、モンク
トン、セントジョンと、バサースト、
キャンベルトン、ディエップ、エドモン
ストン、ミラミチです。 

ボストン 

ニューヨーク 

ニューブランズ
ウィック州の都市 



Photo: Hopewell Rocks in the Bay of Fundy 

お問い合わせ先 
Opportunities NB 
電話番号: 1.506.453.5471 
フリーダイヤル: 1.855.746.4662  
ファクス: 1.506.444.4277  
Eメール: info@onbcanada.ca 
ONBCanada.ca 

mailto:info@onbcanada.ca
http://www.onbcanada.ca/


Photo: Grand Manan Island, New Brunswick 
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