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はじめに
好景気のロシアでの販売拡大を目的として、日本企業のモスクワ進出が続いている。さらに日本の大手自
動車メーカーによるロシアでの生産計画の発表を契機として、複数の分野で現地生産への模索が始まって
いる。
ロシアへの生産投資を行うにあたっては、工場を新設する方法のほか、既存の工業団地や工場内施設を
活用することも考えられる。ロシアには現在、社会主義時代から存続しているものの稼働率が低下している企
業が多くあり、遊休施設や設備を活用することで、ロシアへの生産投資の費用が低く抑えられる可能性があ
る。しかし、このような生産投資向け物件に関して、販売・リース価格や、関連インフラの整備状況に関する情
報は大変少ないのが現状である。
この報告書は、日本企業の関心の高いモスクワとサンクトペテルブルク周辺地域（*）において、一定条件
を満たす生産投資用物件を選び、その現状を紹介するものである。ただし、相対的に良好な物件についても、
電気、ガス等の設備がない、あるいは電圧が不安定なために追加投資が必要な場合も散見され、進出にあ
たっては慎重な検討が求められる。
調査はロシアのマーケティング調査会社 Mosvneshinform 社に委託した。物件等に関する分析は、同社を
通じた専門家の視点によるものである。
同資料が関係者の参考となれば幸いである。
平成 18 年 3 月
日本貿易振興機構（ジェトロ）
海外調査部ロシアＮＩＳ課
＊本報告書では便宜上、当該地域をロシア北西部と呼ぶ。

序
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１．対象地域
本調査は西ロシアの以下の地域を対象とした。
・モスクワ州（Moscow region）
・サンクトペテルブルク市（St. Petersburg）
・レニングラード州（Leningradskaya Oblast）
・プスコフ州（Pskovskaya Oblast）
・ヤロスラヴリ州（Yaroslavskaya Oblast）
・カルーガ州オブニンスク市（Obninsk, Kalujzskaya Oblast）
２．調査対象
日系製造業が現地生産のため進出する際に候補となりうる工場新設用サイト、既存製造施設。
具体的には、
・工業団地
・テクノパーク
・ファクトリー・イン・ファクトリー（Factory-in-Factory）施設
を対象とした。
３．調査方法
以下の機関、不動者関係者からのヒアリング、現地視察。
・地方行政機関
・地域の商工会議所
・工業施設のリースまたは売却を申し出ている企業
・地方で工業部門の不動産市場に携わる会社
４．候補物件の選定基準
工場新設用に提供されている工業団地、または製造施設（リースまたは販売）から即利用可能な物件を以
下の基準に従い選定した。
（１）工場建設用地
・工業団地の敷地内に位置する。
・上下水道、暖房、ガス（一般、業務用）、電力、通信用設備がすでに構築されている、またはそのほとん
どが容易に接続可能とみられる土地。
（２）製造施設
・操業している工業分野の企業の敷地内に位置する施設（ファクトリー・イン・ファクトリー形式）。
・上下水道、暖房、ガス（一般、業務用）、電力、通信用設備を備えている建物。
・10 年以内に建設・再建設された工業用物件を優先。また、旧式の工業用物件については、所有者が
賃借人の要請に従いリース前に自費で一新または改装する用意のある施設に限る。
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５．特定・選択した物件の数
対象地域内における物件数と、そのうち４.の要件を満たす物件数は以下の通りであった。
地域

物件数

選定基準該当件数

1

モスクワ州

47

2

2

サンクトペテルブルク市

17

4

3

レニングラード州

15

2

4

プスコフ州

17

1

5

ヤロスラヴリ州

14

2

6

カルーガ州オブニンスク市

1

1

111

12

合計

選定基準に該当する物件の詳細については各地域ごとに後述する。なお、各物件の情報は 2006 年1 月時
点のものである。
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６．参考
（１）社会経済指標
第 1 表 各地域の主な社会経済指標
指標
指標
人 口 （単 位 ：1,000人 、%）
以下内訳

ロシ ア 全 体

モ スクワ州

2004年

前年比
伸び率
143,474.2 △ 0.1

サ ン クト
ペ テル ブ ル ク市

2004年

前年比
伸び率
6,629.7
0.1

レ ニ ン グラー ド州

2004年

前年比伸
び率
4,600
△ 0.5

プ ス コフ 州

2004年

前年比伸
び率
1,652.9
△ 1.0

ヤ ロ スラヴリ州

2004年

前年比伸
び率
736.7
△ 1.5

カルーガ州

2004年

前年比伸
び率
1,338.7
△ 0.9

2004年

前年比伸
び率
1,021.5
△ 0.7

67,000

△ 0.7

3,041.8

0.1

2,063.3

△ 0.6

760.3

△ 1.3

335.6

△ 1.6

601.8

△ 1.1

465

△ 0.9

-女 性

77,200

△ 0.4

3,587.9

0.2

2,536.7

△ 0.4

892.6

△ 0.7

401.1

△ 1.3

737.0

△ 0.7

556.5

△ 0.6

自 然人 口減 少数 （単 位：
人 、%）
失業者総数
（単 位 ：1,000人 、%）

792,925

△ 5.6

△ 55,513

△ 8.6

△ 33,460

△ 11

△ 19,847

△ 8.5

△ 11,242

△ 5.7

△ 14,210

△ 11.2

△ 9,749

△ 8.3

5,775.2

△ 8.6

138.0

△ 8.6

69

△ 32.4

61

△ 19.7

21

△ 30

33

△ 21.4

34

0.1

労働力人口に対する失業
率 （単 位 ：％ ）

8.2

-

3.7

-

2.7

-

8.8

-

5.6

-

4.7

-

6.3

-

1人 当 た りの 平 均 現 金 収 入
（1ヵ月 当 た り）
（単 位 ：ル ー ブ ル 、%）

6,383.3

9.9

5,896.6

25.6

8,686.2

29.6

3,862.7

28.6

4,024.9

30.2

4,955.6

18.2

4,064

31.3

平 均 給 与 額 （単 位 ：ル ー ブ
ル 、%）
工業生産高
（単 位 ：100万 ル ー ブ ル 、%）
連 結 財 務 バランス （損 益 ）
（単 位 ：100万 ル ー ブ ル 、ロ
シ ア 全 体 は 10 億 ル ー ブ
ル %）
固定資本投資額
（単 位 ：10億 ル ー ブ ル 、%）
外国投資受入額
（単 位 ：100万 ドル 、%）
地域輸出額
（単 位 ：100万 ドル 、%）
地域輸入額
（単 位 ：100万 ドル 、%）

6,739.5

10.6

7,580.3

26.4

8,151.9

18.8

6,777.1

18.9

4,671.8

22.3

6,240.4

26.7

5,573.7

25.7

11,209,000

6.1

379,974

30.7

341,803

26.4

158,445

34.5

22,439

30.9

93,716.0

18.1

54,758

18.8

2,485,439

60

49,498

41.8

49,683

52.9

27,075

93.1

521

15.3

5,494

7.2

2,593.0

△ 2.7

2,729.8

10.9

136

50.1

103.7

13.3

67

52.2

5.7

46.2

21.9

46

10.3

10.8

40,509.0

36.8

1,829

45.4

985.1

41.6

160.9

△ 32.9

11.5

85.5

83.7

△ 44

24.1

△ 12

181,663.8

35.9

2,289.3

103.9

2,710.4

29.2

3,297.5

55.7

191

72.7

321.6

△ 0.8

99.1

9.1

75,580.7

31.8

3,776.2

17.3

5,101.8

25.8

1,436.6

55.3

192.5

43.1

217.2

41.3

238.3

54.1

4

-男 性

出所：ロシア連邦国家統計局
参考：１ドル＝28.12 ルーブル（2006 年 1 月 31 日付中央銀行公示レート）

第 2 表 地域総生産（GRP）

指標

モスクワ州
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1. 地域総生産（単位：100万ルーブル）
2000年
201,254
2001年
262,087
対前年比（単位：%）
30.23
2002年
370,817
対前年比（単位：%）
41.49
2003年
447,055
対前年比（単位：%）
20.56
2. 1人当たりの地域総生産（単位：ルーブル）
2000年
30,976
2001年
40,510
対前年比（単位：%）
30.78
2002年
57,486
対前年比（単位：%）
41.91
2003年
67,510
対前年比（単位：%）
17.44
出所：ロシア連邦国家統計局

サンクト
ペテルブルク市

レニングラード州

ヤロスラヴリ州

プスコフ州

カルーガ州

205,092
275,030
34.1
367,804
33.74
435,683
18.46

58,834
81,097
37.84
101,775
25.5
132,386
30.08

46,557
71,188
52.91
87,073
22.31
104,492
20.01

17,178
20,526
19.49
24,630
19.99
30,310
23.06

25,655
34,190
33.27
40.213
17.62
53,383
32.75

43,848
59,213
35.04
79,727
34.65
94,220
18.18

35,223
48,799
38.54
61,562
26.15
79,755
29.55

33,068
51,038
54.34
63,051
23.54
77,350
22.68

21,579
26,153
21.2
31,839
21.74
40,545
27.34

23,836
32,060
34.5
38,072
18.75
51,887
36.29

（２）特定種類の製造に関する制限、製造活動の許可について
ロシアで特定分野に投資を行い、製造活動を行う場合には、連邦法 N128-FZ「特定種の事業に関する許
可について（About licensing of certain types of Activities）」（2001 年 8 月 8 日付）に基づき許可が必要となる
場合がある。許可が必要な製品には、例えば以下のものがある。
・航空機と機器
・暗号機器、暗号ソフトおよび通信システム
・兵器と軍事機器
・軍事弾薬とその製造用の材料・部品
・火薬とその材料
・製薬
・医療機器
・ギャンブル用機器
これらの製造活動の許可については、以下が所管する。
（モスクワ州）
Division for the Investment Development, Ministry for Industry and Science, Administration of the
Moskovskaya Oblast
担当者：Mr. Semitchev Andrey Yurievich
電話：7-495-692-71-07
（サンクトペテルブルク市）
Division for Investment Policy, Committee for Economic Development, Industrial Policy and Trade,
Administration of Saint Petersburg
担当者：Mr. Korotkov Andrey Yurhevich
電話：7-812-319-95-29
（レニングラード州）
Mr. Kuklin Sergey Borisovich
Deputy Vice-Governor for Economic Development, Chairman of the Department for Investment,
Administration of the Leningradskaya Oblast
電話： 7-812-576-40-14
（プスコフ州）
Mr. Saprikin Alexei Evgenievich
Deputy Vice-Governor for Economic Development, Chairman of the Department for Investment,
Administration of the Pskovskaya Oblast
電話：7-8112-16-31-88
E-mail：sapr@obladmin.pskov.ru
（ヤロスラヴリ州）
Department of Economic Development, Investment and International Cooperation, Administration of
Yaroslavskaya Oblast
担当者：Mrs. Kabernic Elena Ivanovna
電話：7-4852-72-94-15
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FAX：7-4852-32-78-35
E-mail：kabernic@region.adm.yar.ru
（カルーガ州）
Investment Department, Ministry of the Economic Development, Administration of Kalujzskaya Oblast
担当者：Mr. Lubimov Nikolay Victorovitch
電話：7-4842-77-83-30
7-4842-57-01-06
（３）情報ソース
（モスクワ州）
地方行政機関: モスクワ州
企業‐所有者: Kulon
不動産会社: NZ-1
Moskovskie Ogny
Vavilon
Best
Penny Lane Realty
Alla Intriago
（サンクトペテルブルク市）
地方行政機関: サンクトペテルブルク市
物件所有企業: Riguel Story
LOMO
Kirovsky Plant
不動産会社: PetroPark
Megapoli
Colliers International
Russky Dom
（レニングラード州）
地方行政機関: レニングラード州
物件所有企業: WPF in Pushkin
不動産会社:
PetroPark
Megapoli
Colliers International
Russky Dom
（プスコフ州）
地方行政機関: プスコフ州
物件所有企業: PZMP
不動産会社:
UNO
Jana Fabritchiusa 3
（ヤロスラヴリ州）
7

地方行政機関: ヤロスラヴリ州
物件所有企業: Krasny Perekop
Chaicka 時計工場
（カルーガ州）
地方行政機関: カルーガ州オブニンスク市
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モスクワ州（Moskovskaya Oblast）

モスクワ州

ロシア

9

１．概況1
（１）所在地と気候
ア．地図
トヴェリ州
（TVERSKAYA OBLAST）

タルドム
（TALDOM）

ウラジーミル州
（VLADIMIRSKAYA OBLAST）

ドゥブナ
（DUBNA）
ヴイソコフスク
（VYSOKOVSK）

クラスノザヴォーツク
（KRASNOZAVODSK）
セルギエフ・パサード
（SERGIEV POSAD）

ヴォロコラムスク
（VOLOKOLAMSK）

クラスノアルメイスク
（KRASNOARMEISK

ヒムキ（HIMKI）
スモーレンスク州
（SMOLENSKAYA OBLAST）

オジンツォヴォ
（ODINTCHOVO

モスクワ

リュベルツィ
（LUBERTSY）

シャトゥーラ
（SHATURA

）

モジャイスク
（MOJZAISK）

ナロ・フォミンスク
（NARO-FOMINSK）

カシーラ
（KASHIRA）

オレホヴォ・ズーエヴォ
（OREHOVO-ZUEVO）
ロシャリ
（ROSHAL）

ヴィドノエ
（VIDNOE）
シチェルビンカ
（SCHERBINKA）

ヴェレヤ
（VEREYA）

エレクトロゴルスク
（ELEKTROGORSK）

モスクワ州

コロムナ
（KOLOMNA

チェーホフ
（CHEHOV）
セルプホフ
（SERPUHOV）

カルーガ州
（KALUJZSKAYA OBLAST）

ザライスク
（ZARAISK）

プシーチノ（PUSCHINO）
トゥーラ州
（TULSKAYA OBLAST）

以下の地域に接する。
・トヴェリ州
・スモーレンスク州
・ウラジーミル州
・リャザン州
・トゥーラ州
・カルーガ州
イ．気候：穏やかな大陸性
平均気温：
・冬季（1 月）摂氏 −6 度
・夏季（7 月）摂氏 +18.2 度
（２）産業
この州における重要な工業部門は以下の通り。
・石油化学
・非鉄金属
・機械製造
1

出所: モスクワ州政府
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リャザン州
（RYAZANSKAYA OBLAST）

・金属加工
・繊維製造
・食品加工
・木材加工
モスクワ州には以下のような大手メーカー工場（多くが州の東部に位置）がある。
・磁器製造工場（リキノ・ドゥリョーヴォ）
・電子機器組立工場（ラーメンスコエ）
・電気機械工場（ラーメンスコエ）
・化学工場（ヴォスクレセンスク）
・セメント製造工場（ヴォスクレセンスク）
（３）交通基盤
ア．鉄道
ロシア鉄道の支部である Oktyabrskaya 鉄道および Moskovskaya 鉄道が運営。電車網が州全域に行き
渡り、近郊からモスクワ市への足を乗客に提供している。また、他地域および外国に向けた長距離列車も
運行されている。モスクワ発の長距離列車は以下のとおり。
サンクトペテルブルク
リガ
ワルシャワ
ムルマンスク（Murmansk）
ビリニュス
キエフ
アルハンゲリスク（Arkhangelsk）
ミンスク
アスタナ
ウラジオストク（Vladivostok）
ブダペスト
バクー
ノヴォロシスク（Novorossysk）
プラハ
北京
ヘルシンキ
ベオグラード
タリン
ベルリン
イ．高速道路
全ての高速道路は 3、4 車線の舗装道路。10 本の主要な連邦高速道路がモスクワ州で交差している。
M-1 スモレンスク（Smolensk）（西）
M-6 アストラハン（Astrahan）（南）
M-2 ベルゴロド（Belgorod）（南西）
M-7 ウファ（Ufa）（東）
M-3 ブリャンスク（Bryansk）（南西）
M-8 アルハンゲルスク（北）
M-4 ノヴォロシスク（南）
M-9 リガ（北西）
M-5 チェリヤビンスク（Chelyabinsk）（南東）
M-10 サンクトペテルブルク（北西）
ウ．空港
モスクワ州には 3 国際空港を含む 5 空港がある。
・シェレメチェヴォ（Sheremetyevo）：ハブ空港。国際線と国内線が運航
・ドモジェドヴォ（Domodyedovo）：ハブ空港。国際線と国内線が運航
・ヴヌコヴォ（Vnukovo）：国際線数便と国内線数便に加え、貨物便などが運航
・ブィコヴォ（Bykovo）：国内線数便が運航
・オスタフィエヴォ（Ostaphievo）：貨物便などが運航
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２．投資に対する税制上の優遇措置2
（１）概要
投資家に対する税制優遇措置は、州法 N151/2004-OZ「モスクワ州の優遇税制について（About
Beneficial Taxation in the Moskovskaya Oblast）」（2004 年 11 月 24 日付）に規定されている。モスクワ州
に登録されている企業で、以下の業種について優遇税制の資格が与えられる。
・自動車組み立て企業
・国際トラック輸送業者
・ベビーフード製造業者
・障害者を雇用している企業（総被雇用者数の 50％以上）
・教育、宗教および他の非商業組織
予算規模と社会的影響力が大きく、州政府により事前に選定された投資案件に関しては税額控除が
認められる。
・税の控除は投資家と州政府との間に交わされる協約書に基づく。対象は地方税に限定され、連邦
税は対象にならない。
・減税期間は 1 年から 5 年。投資案件の実際の費用回収期間を超えない。
・投資税額控除は、受益者が既存製造施設の近代化または再建、先端技術分野での研究開発の
実現、産業廃棄物による環境汚染の防止を目的として技術機器を取得した際にも認められる。
・税額控除の総額は投資案件の総額の 30％を超えない。
協約書の義務条件には税額控除返還に対する担保規定がある。投資家は控除額の 100％の額面価
格を銀行担保、保証または不動産の差し入れといった流動性の高い担保形式で用意する。
（２）投資に係わる連絡先
ア．投資案件実現のための正式な承認および土地・不動産の取得については、以下が窓口となる。
Division for the Investment Development, Ministry for Industry and Science, Administration of the
Moskovskaya Oblast
担当者：Mr. Semitchev Andrey Yurievich
電話：7-495-692-71-07
通常、回答までにかかる期間：30 日
イ．州、地方自治体の所有地をリースする場合は、以下が窓口となる。
Department Rossnedvijzimosty, Administration of the Moskovskaya Oblast
担当者：Mr. Gujzev Vadim Dmitrievich
電話：7-495-264-43-32
FAX：7-495-264-21-23
正式な申請は以下の住所に郵送すること。
107140, Moscow, ul. Verhnyaya Krasnoselhskaya, 7

2

モスクワ州政府
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（３）私有の土地・不動産の購入またはリース、土地・不動産の登記手続きに関する法的・実務的支援を
行う不動産業者
不動産会社 Moskovskie Ogny
電話：7-495-206-13-23
不動産会社 Best
担当者：Mrs. Frolova T.V.
電話：7-495-105-39-30
不動産会社 Vavilon
電話：7-495-980-64-98
不動産会社 NZ1-EState
電話：7-495-789-32-68
不動産会社 Penny Lane Realty
電話：7-495-720-90-75
担当者:Mr. Igor Kazimov
電話：7-495-792-60-73
担当:Mr. Sergei Smelov
電話：7-495-545-1175
不動産会社 Alla Intriago
電話：7-495-712-23-94, 7-495-919-01-20
mezulia@mail.ru
不動産会社 Kulon
担当者：Ms. Arina Sosnovskaya
電話:7-495-201-57-50, 7-495-797-93-53
FAX：7-495-201-50-36
E-mail:info@kulon.ru
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３．工業用地の情報
（１）クロン・イストラ（Kulon-Istra）、クロン・ノジンスク（Kulon-Noguinsk）工業団地（リース、販売）3
ア．地図および所在地

モスクワ州

イストラ工業団地

シェレメチェヴォ空

ノギンスク工業団地

ヴヌコヴォ空

ドモジェドヴォ空港

イ．「クロン・イストラ」工業団地の所在地
・M9 高速道路はモスクワと中央ヨーロッパを結ぶ主要な高速道路。
・モスクワ環状自動車道（MKAD）まで 41 キロメートル、ベトンカ（Betonka）環状道路まで 8 キロメート
ル。
・平日は M9 高速道路の交通量が少なくトラック輸送に便利。
・M9 高速道路をモスクワ中心部までつなぐ幹線道路クラスノプレスネンスキー（Krasnopresnensky）
大通りが 2007 年完成予定。モスクワ市中心部までの速やかなアクセスを実現。
・モスクワ市中心部まで 59 キロメートル、公共交通機関は地下鉄トゥシンスカヤ（Tushinskaya）駅を利
用、高速バスで 45 分、近郊列車で 1 時間。
・シェレメチェヴォ空港まで 60 キロメートル、ドモジェドヴォ空港まで 107 キロメートル、ヴヌコヴォ空港
まで 70 キロメートル。
3

出所：不動産会社Kulon
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・ベトンカ環状道路の再建プロジェクトが 2006 年に承認される予定であり、このプロジェクトの実現に
より、他の高速道路へのアクセスも改善される。
ウ．「クロン・ノギンスク」工業団地の所在地
・M7 高速道路沿い、MKAD から 32 キロメートル、モスクワ中心部から 51 キロメートルに位置する。
・通常の公共交通機関は地下鉄駅のノヴォギリーヴォ（Novoguirevo）駅から近郊列車で 50 分、イス
マイロフスキー公園（Ismailovsky Park）駅から高速バスで 45 分。
・シェレメチェヴォ空港まで 82 キロメートル、ドモジェドヴォ空港まで 81 キロメートル、ヴヌコヴォ空港
まで 92 キロメートル。
エ．「クロン・イストラ」および「クロン・ノギンスク」工業団地のプロジェクトの詳細
・各 35 ヘクタール。
・工業生産セクターの総面積は 11 万平方メートル。テナントの仕様に合わせて建設。
・倉庫セクターの総面積は 11 万平方メートル。
・工期内であればテナントの仕様に合わせて建設が可能（倉庫スペースの拡大も可能）。
・オフィス建物、会議室、郵便局、応急手当医療室、人材会社、カフェテリア、食堂、売店、キオスク、
レンタカー、銀行などのための営業区域、補助施設を設置。
・ボイラー室、変電所、発電機、掘り抜き井戸、排水処理施設、電気、ガス、水道などのインフラ関連
の監視施設を設置。
・自動車整備・修理工場、トラック洗車場、駐車場、ガソリンスタンド（必要に応じ）。
オ．ユーティリティーの供給コスト等
・1 平方メートルの土地につき 40 キロワットの電気容量を装備。
・電気容量は、550 ドル/キロワットにて追加可能。
・電気料金は 4.20 ドル/100 キロワット時。
・業務用ガスは追加料金にて利用可（コストは未確定）。
・自家用ガスボイラー室からの中央暖房は、20 ドル/ギガカロリー。
・自家用井戸からの飲み水は 0.33 ドル/立方メートル。
・下水道は 0.5 ドル/立方メートル。
・近隣のコトヴォ村に 120 立方メートル/日の水処理能力を有する産業廃液処理施設がある。
カ．リースまたは購入価格、契約条件
・最低 10 年間のリース契約。
・長期リースは 1 平方メートルにつき年 145 ドル。
・建設された建物および土地の買取りはオプション。販売価格は 1 平方メートル当たり約 1,000 ドル+
土地代が見込まれる。
・建設施設の買取保証は取消し不可。
・設計者による図面作成前の顧客との署名契約。
キ．プロジェクトの予定
第一段階
・準備作業（2006 年）
・土地の法的所有権を確定
・初期設計の実施
・地方公共団体が提供する電気、ガス等のユーティリティーに接続するための許可取得
15

・資金調達計画策定
第二段階
・一括請負契約入札（2006 年〜2007 年）
・入札書類の準備
・落札者との交渉および一括請負契約締結。入居者は前払い保証、契約履行保証（工事予算の
15％）を支払い
第三段階
・倉庫および工業用建物の工事（2006 年〜2008 年）
「クロン・イストラ」工業団地の詳細地図

ダヴィドヴスコエ（Davidovskoye）
工業団地
「クロン・イストラ」

乳業工場
家具工場
M9高速道路
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「クロン・イストラ」工業団地の所在地の写真

「クロン・イストラ」
工業団地

「クロン・イストラ」工業団地の輸送接続

8

Î33km
ベトンカ環状道路
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ObermayerConsult（ドイツ）社作成の「クロン・イストラ」および「クロン・ノギンスク」工業団地の建設プロジ
ェクト完成図

倉庫セクター

技術
メンテナンスセクター

工業生産セクター
管理運営セクタ

「クロン・イストラ」工業団地の配置図面
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ク.「クロン・イストラ」および「クロン・ノギンスク」工業団地の評価
長所
・入居者指定の条件に応じて建設。
・倉庫部門での投資プロジェクトに経験のある開発会社によるもので、地方政府と良好な関係にある。
インフラ構築と保守管理を同社が担当するため、工業団地が安定的に運営される可能性が高い。
短所
・建築工事のコスト上昇とモスクワ州の地価上昇に伴い、工業施設のリース料が比較的高い。
・建設計画の遅れにより生産計画が遅延する可能性がある。
・工業団地の管理会社がメンテナンスを担当するため、保守の月々の支払いが割高になる。
・従業員の通勤に要する交通費がコストになる（モスクワ市内に住む熟練工を雇用した場合等）。
・電気、水、暖房費などは補助金付きの料金で提供されないため、他の地域と比較してモスクワ州の
電気、ガス等のユーティリティーの供給は高価になっている。
・MosOblEnergo 供給の電力は電圧と周波数にしばしば変動がある。テクノロジー機器を安定的に機
能させるためには無停電電源装置（UPS）が必要で、導入すればコスト増となる。
ケ．連絡先
不動産会社 Kulon
担当者：Ms. Arina Sosnovskaya
TEL:7-495-201-57-50, 7-495-797-93-53
FAX：7-495-201-50-36
E-mail:info@kulon.ru
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（２）ジェレズノドロジュニ（Jzeleznodorojzny）の工業団地にある工業用複合施設（販売）4
ア．地図および所在地

バラシハ（Balashiha）

レウトフ（Reutov）

ジェレズノドロジュニ

モスクワ
リュベルツィ

・モスクワ中心部から 25 キロメートル、MKAD からの距離は 15 キロメートル。
・地下鉄のノヴォギリーヴォ駅から近郊列車で 15 分、路線タクシーで 20 分。
・シェレメチェヴォ空港まで 66 キロメートル、ドモジェドヴォ空港まで 55 キロメートル、ヴヌコヴォ空港
まで 66 キロメートル。
イ．設備
・土地区画は 2.2 ヘクタール、モスクワ州政府からのリース。土地区画は工業地帯指定。
・建物は私有財産で、所有者（民間企業）の法的代表は不動産会社 NZ-1。
・用地はアスファルトとコンクリートで舗装、フェンスは強化コンクリートパネル、敷地内は警備付き。
・建物の総建築面積は 2 万 1,472 平方メートル、1992 年完成。天井の高さは 5.42 メートル〜11.6 メ
ートル。

第1ブロック
第2ブロック
第3ブロック
第4ブロック
第5ブロック

総建築面積
（平方メートル）
6646.2
854.9
1364.8
7357.7
5,248.9

天井の高さ
（メートル）
5.4
11.6
5.4
5.3
6.9

・床面はコンクリート。
4

出所：不動産会社NZ-1
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・橋形クレーン（揚げ能力 3 トンが 1 台、5 トンが 2 台）を設置。
・強制換気、火災警報設備付き。
ユーティリティーの供給コスト等
・設置電気容量は 2,000 キロワット、127 ルーブル/100 キロワット時。
・中央暖房は 10 万 3,350 ルーブル/月にて地方公共団体が提供。
・上下水道は 4,500 ルーブル/月にて地方公共団体が提供。
・電話、インターネットのアクセスを確保。
ウ．販売価格
1,200 万ドル（または 1 平方メートル当たり上限 560 ドル）
建物の外観写真

エ．ジェレズノドロジュニ工業団地の工業用複合施設の評価
長所
・近年建設された工業施設のため、修理、改装など大規模投資が不要。
・製造開始までの準備期間が短期間で済む。
・モスクワから公共交通機関での通勤が可能。
・モスクワ州で工業が発達した地域に位置し、近郊の町には安い労働力がある。
・環境保護規制が比較的緩い。
・私有財産の建物であるため、新所有者への所有権移転登記が迅速にできる。
短所
・不動産資産 1,200 万ドルという初期固定資本投資が必要。
・MosOblEnergo 供給の電力は電圧と周波数にしばしば変動がある。テクノロジー機器を正常に機能
させるためには無停電電源装置（UPS）が必要で、導入すればコスト増となる。
・モスクワへの車によるアクセスが困難。ゴルコヴスク街道は交通量の多い高速道路であり、モスクワ
内外への道路で交通渋滞がしばしば起きる。
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オ．フィンランド国境の税関コンドラテェヴォまでの輸送ルート

Finl コンドラテェヴォ（Kondrat`evo）
サンクトペテルブルク
プスコフ

ノヴゴロド

ロシア

トヴェリ

・イストラ‒第 2 環状道路‒トヴェリ‒ノヴゴロド‒サンクトペテルブルク‒コンドラテェヴォ=880 キロメートル
（M10 高速道路経由）
・イストラ‒プスコフ‒サンクトペテルブルク‒コンドラテェヴォ=1,100 キロメートル（M9 高速道路経由）
・ジェレズノドロジュニ‒モスクワ環状自動車道（MKAD）‒トヴェリ‒ノヴゴロド‒サンクトペテルブルク‒コ
ンドラテェヴォ=920 キロメートル（M10 高速道路経由）
カ．連絡先
不動産会社 NZ1-EState
担当者：Nikitina Yulya Vladimirovna
TEL:7-495-968-79-28
担当者：Chubarov Michael Nickolaevich
TEL:7-495-246-90-65
E-mail:nz1@nz1.ru
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サンクトペテルブルク（Saint-Petersburg）市

サンクトペテルブルク市

ロシア
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１．概況5
（１）所在地と気候
ア．地図

レニングラード州
（Leningradskaya oblast）

フィンランド湾（Gulf of Finland）

レニングラード州に隣接する。総面積は 1,400 平方キロメートル。市は 18 の地区で構成されている。
1. アドミラルティスキー（Admiralteisky）
2. ヴァシレオストロフスキー（Vassileostrovsky）
3. ヴィボルジュキー（Viborjzky）
4. カリニンスキー（Kalininsky）
5. キロフスキー（Kirovsky）
6. コルピンスキー（Colpinsky）
7. クラスノゴヴァルデイスキー（Krasnogvardeisky）
8. クラスノセルスキー（Krasnoselhsky）
9. クロンシュタツキー（Kronshtatsky）
10. クロツニー（Kurortny）
11. モスコフスキー（Moscovsky）
12. ネフスキー（Nevsky）
13. ペトログラツキー（Petrogradsky）
14. ペトロドヴォルツォヴィー（Petrodvortzovy）
15. プリモルスキー（Primorsky）
16. プシュキンスキー（Pushkinsky）
5

出所: サンクトペテルブルク市政府
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17. フルンゼンスキー（Frunzensky）
18. セントラル（Central）
イ．気候：穏やかな大陸性
平均気温：
・夏季（7 月）摂氏 +25 度
・冬季（1 月）摂氏 -2 度
（２）産業
この州における最も重要な工業部門は以下の通り。
・機械製造・金属加工
・食品加工
・電力発電
・冶金
（３）交通基盤
サンクトペテルブルクは、あらゆる輸送手段（空路、道路、海路、河川、鉄道、パイプライン）の主要目
的地、中継地となっている。
ア．鉄道
サンクトペテルブルクとモスクワ、ムルマンスク（Murmansk）、ベラルーシ、バルト諸国およびフィンランド
とをつないでいる。
イ．高速道路
主要高速道路 4 線（4 車線の M10、M11、M18 および M20）がサンクトペテルブルクとロシア全国、ヨー
ロッパ諸国とをつなぐ。舗装道路は全長 3,321 キロメートル。
サンクトペテルブルクから主な都市への距離は以下の通り。
・モスクワまで 680 キロメートル（4 車線の M10 高速道路を利用）
・ヘルシンキまで 380 キロメートル（M10）
・コトカ（最寄りのフィンランドの港）まで 250 キロメートル（M10）
・ムルマンスク（バレンツ海の港）まで 1,350 キロメートル（4 車線の M18 高速道路）
・タリンまで 360 キロメートル（4 車線の M11-Е20 高速道路）
・ミンスクまで 790 キロメートル（M20 高速道路）
・ブレストまで 1,070 キロメートル（M20 高速道路）
・ノヴォロシースク（Novorossysk、黒海の港）まで 2,190 キロメートル（M10-Е95 と M4）
・コペンハーゲンまで 1,300 キロメートル
ウ．空港
・プルコヴォ（Pulkovo）空港は国内および外国の主要目的地に向け定期便を運航。
・プルコヴォ-1 は国内線用、プルコヴォ-2 が国際線用となっている。
エ．港湾
サンクトペテルブルク港はロシア最大級の貨物ターミナル。サンクトペテルブルクから海路の距離は、
ヘルシンキまで 320 キロメートル、タリンまで 360 キロメートル。
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２．投資に対する税制上の優遇措置6
（１）概要
ア． 市法 N81-11「税制上の優遇措置について（About Tax Benefits）」によると、税制優遇措置は以下の
法人に提供される。
・同市および外国投資家が資本参加する合弁企業。税制優遇措置として、市に徴収される土地税、
広告税に限り、最大 7 年間免除される。
ただし、新規登録企業に対する資本参加 100 万ドルの実際の支払い、または製造会社への最低
1,000 万ドルの直接外国投資のいずれかが条件となる。
・市が事前に承認したサンクトペテルブルクにある不動産の建設または再建投資プロジェクトに関わ
っている企業。工事の実際の開始から最長で工期終了予定時より 2 年間、土地税のうち、市の予
算として徴収されている部分の支払いを免除されることがある。
・1 会計年度に 500 万ドル相当のルーブルを投資した消費税対象製品の製造者で、翌会計期に市
の予算となる税および関税の支払額が減少していない企業。この場合、土地税、広告税のうち、市
の予算として徴収されている部分について 5 年間支払いを免除されることがある。
・1 会計年度に 1 億 5,000 万ルーブルの固定資本投資をする企業（ハイテク企業の場合、最低投資
額は 5,000 万ルーブル）。3 年間にわたり法人税が 22%（通常 24%）、資産税が 1.1%（通常 2.2%）に
軽減される。
・1 会計年度に 3 億ルーブル以上の固定資本投資をする企業。3 年間にわたり法人税が 20%（通常
24%）、資産税が 1.1%（通常 2.2%）に軽減される。
・1 会計年度に 6 億ルーブル以上の固定資本投資をする企業。法人税を 20%（通常 24%）、資産税を
1.1%（通常 2.2%）とする優遇税制が 5 年間適用される。
イ．市法 N316-28「投資税額の融資について（About Investment Tax credits）」（2003 年 11 月 26 日改正）
および市財務委員会決定 N56-R「投資税額融資に関する規定（Provisions about Investment Tax
credit）」（2002 年 8 月 6 日付）においては、投資にかかる税の延納による融資は、優遇税制の受益者で
ある企業の提出する投資プロジェクトの選定に関する財務委員会の決定を受けて、法人税および資産税
のうち、市の予算となる部分について適用される。
法人税の延納は以下の場合に適用されることがある。
・障害者のために新たな職場を生み出す、産業廃棄物による公害から環境を保護するという目的で
実施される研究開発、または技術近代化。
・新技術または新素材に対する活動と開発。
・市の社会経済的発展のための秩序、または社会的に重要なサービスの供給。
法人税の延納が決定された場合、その金利はロシア連邦中央銀行のリファイナンス・レートの 50％〜
75％を限度として、関係者の合意により定められる。同優遇税制は 1 年〜5 年の期間適用される。
資産税の延納は、以下の固定資産への投資が実現している（する）場合に適用されることがある。
・2002 年 1 月 1 日から優遇税制適用の申請日までに、累計の投資額が 10 万ドル相当を超えている
もの。
・10 万ドル相当を超える投資について優遇税制協定が締結されているもの。
資産税の延納が決定された場合、その金利はロシア連邦中央銀行のリファイナンス・レートの 12％〜
100％を限度として、関係者間の合意により定められる。同優遇税制は 1 年〜10 年の期間適用される。
（２）特別経済区（技術導入特区）
6出所:

サンクトペテルブルク市政府
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・許可、承認、認可に関する居住者の申請のすべてを「1 つの窓口（One-widow）」で対応。
・テクノロジー機器の償却期間を 2 分の 1 にする。
・損失の繰越に制限を設けない。
・技術導入特区の入居者に対しては、統一社会税を 14％にまで引下げ、資産税と土地税を免除す
る。
（３）投資に係わる連絡先
ア．投資プロジェクト実現のための正式な承認および土地・不動産の取得については、以下が窓口とな
る。
Division for Investment Policy, Committee for Economic Development, Industrial Policy and Trade,
Administration of Saint Petersburg
担当者：Mr. Korotkov Andrey Yurhevich
電話：7-812-319-95-29
通常、回答までにかかる期間：30 日
Mr. Vladimir Blank
Chairman for the Committee for Economic Development, Industrial Policy and Trade,
Administration of Saint Petersburg
電話：7-812-315-51-52
FAX：7-812-319-95-54
E-mail:blankvv@cedipt.spb.ru
www.cedipt.spb.ru
イ． 私有の土地・不動産の購入またはリース、土地・不動産の登記手続きに関する法的・実務的支援を
行う不動産業者
不動産会社 PetroPark
担当者：Mr.Zapetsky Yury Alexeevich
電話：7-812-934-51-17
不動産会社 Benua
担当者：Mrs. Poliecktova Irina
電話：7-812-466-33-92
不動産会社 Itaka
担当者：Mrs. Fedorova Marina Vacilhevna
電話 7-812-327-98-01
不動産会社 Russky Dom
担当者：Mrs. Xakimova Alla
電話：7-812-324-66-36
不動産会社 Megapolis
担当者：Mr. Korzov A.G.
電話：7-812-438-14-00
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不動産会社 Business Alliance
担当者：Mr. Statkevich M.A.
電話 7-812-267-05-40
３．参考情報7
（１）サンクトペテルブルクの製造会社における平均給与額（2005 年 6 月現在、単位：ルーブル）
業種

平均給与額
（1 ヵ月当たり）

前年比伸び率
（％）

全産業平均値との差（％）

製造業における平均給与額
以下内訳

11,000

20.0%

-

自動車部品・機器の製造

14,600

20.7%

32.7%

食品加工

13,700

1.1%

24.5%

鉱物性製品製造

11,600

21.4%

5.5%

電気、電子、工学機器の製造

11,100

28.3%

0.9%

機械製造

10,400

20.1%

-5.5%

金属加工

10,900

29.2%

-0.1%

9,600

17.9%

-12.7%

石油化学製品生産
（２）研究開発関連
ア．人材数
・研究スタッフ：17 万 2,000 人
・博士：5,400 人
・科学博士候補：1 万 8,300 人

イ．独自の研究施設を持つ外国企業（カッコ内は研究者数）
・MOTOROLA（250）
・INTEL（150）
・ALCATEL（150）
・SUN MICROSYSTEMS（100）
・LG ELECTRONICS（60）

7

出所：サンクトペテルブルク市政府
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４．工業用地の情報
（1）工業団地フォーチュナに所在する工場・倉庫用施設（販売）8
ア．地図および所在地

プリモルスキー地区に位置し、サンクトペテルブルク中心部まで 8 キロメートル、サンクトペテルブルク
港まで 12 キロメートル、プルコヴォ空港まで 25 キロメートル。
工業団地フォーチュナの敷地図

提供される建物

8

出所： 不動産会社Colliers International
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写真 工業団地フォーチュナの概観（外観）

Chupa-Chups 製造工場

イ．設備
・私有財産。所有者（民間企業）の法的代表は Colliers International。
・土地区画面積 9,346 平方メートル（市から 49 年間のリース）。
・工業用敷地面積 6,351 平方メートル、倉庫面積 429.2 平方メートルの 2 階建て建物。
・主要な工業区域の天井高は 1 階 5.26 メートル、2 階 4.38 メートル。
・倉庫の天井高は 8.00 メートル〜8.72 メートル。
・コンクリート床、1 階の支圧強度は 1 平方メートル当たり 2,000 キログラム、2 階の支圧強度は 1,000
キログラム/平方メートル。
・トラック用積み降ろし施設がある。
・建物から 2 キロメートル以内に電車と地下鉄の駅がある。
・電気容量 1 メガワットの電気容量を装備。このうち 500 キロワットは Lenevergo が 126 ルーブル/100
キロワット時で供給、残りの 500 キロワットは自家用発電機による供給。2008 年に新しい発電所が稼
動するまで、電気容量の追加は不可。
・電流、周波数の変動を安定させる無停電電源装置（UPS、10 キロワット）を備えている。
・地方公共団体が提供する、ガス、水道、電気などのユーティリティーに接続済。
・ユーティリティーの価格について、暖房 567.4 ルーブル/ギガカロリー、上水道 10.3 ルーブル/立方
メートル、下水道 11.3 ルーブル/立方メートルで、容量は無制限。
・工業用ガスは将来的に接続される予定（ガス供給開始予定日は未確定）。
・311.2 平方メートルの独自のボイラー室には温水ボイラー（Viessmann 90/70 C）2 機を装備。
・蒸気ボイラーViessmann VITOMAX 200（1 時間に 1 トン）1 機を装備。
・オフィスには中央暖房を装備。
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・消火スプリンクラー（倉庫内は自動）
・強制換気システム
・オフィスに中央電話局（インライン 8 線、アウトライン 30 線）を設置。
ウ．販売価格
・交渉開始額は 400 万ドル+付加価値税（VAT）18％。
・上限は建築面積 1 平方メートル当たり 564.2 ドル+VAT18%。
エ．工業団地フォーチュナの評価
長所
・国際標準に従った近代的装備と内装。
・販売価格面で有利（モスクワ地区にある同等の新規施設と比べ約 2 分の 1 の価格）。
・製造開始までの準備期間が短くて済む。
・人材の給与水準はモスクワより低くコスト的に有利。
・新設されたインフラにより、電気、ガス等のユーティリティーの供給が中断される可能性が低くなる。
・管理会社が工業団地フォーチュナの運営を担当、一元的なサービスを提供。
短所
・初期資本投資条件が高額（不動産資産で 400 万ドルの固定化）。
・製造工程の条件により、施設内のリプランニングが必要となる。
・電力供給に制限があるため、追加で発電機を設置する必要が生じる場合があり、その際、発電コ
ストが増える可能性もある（その場合はディーゼル燃料の価格に大きく依存）。
・環境規制が厳しい。
・結果的に有毒な産業廃液を産出してしまった場合には、高額の廃液処理システムを設置しなくて
はならない。
・ガスと自家用の暖房ステーションが無いため、暖房費用が高くなり、地域市場のディーゼル燃料価
格に大きく依存することになる。
オ．連絡先
不動産会社 Colliers International
担当者：Romanova Anna, Marketing Manager
電話：7-812-718-3618
FAX：7-812-718-3616
E-mail: colliers@colliers.spb.ru
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建物の外観

ボイラー室の内部

1 万リットルのディーゼル貯蔵タンク 2 台

電気、ガス等のユーティリティー

ボイラー室からのパイプ
電気設備

32

下水処理設備

火災報知設備

換気設備

１階の見取図

２階の見取図
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（２）工業団地リバツコエ（Ribatskoe）の新築工業施設（販売）9
ア．地図および所在地
モスクワ駅
ヴィチェブスク（Vitebsk）駅
バルチースキー（Baltic）駅
ワルシャワ（Warshaw）駅

トロイツコエ広場（Troitskoe Pole）

オブホヴォ（Obuhovo）駅
クプチノ（Kupchino）

リバツコエ

新規建設された工業団地リバツコエ

鉄道と地下鉄のリバツコエ駅から 600 メートルの距離に位置する。モスクワとを結ぶ M10 高速道路まで
は舗装道路で 6 キロ。工業団地からサンクトペテルブルク中心部、サンクトペテルブルク港まで 16 キロメ
ートル、プルコヴォ空港まで 12 キロメートル。
イ．設備
・総面積は 3 万 1,600 平方メートル（土地は市から 49 年間リース）。
・複合施設には 1 階建てと 2 階建ての別個に建てられた 7 棟の工業用建物がある（4 タイプ）。
(内訳)
1棟

70×20 メートル（1,400 平方メートル）

1棟

60×20 メートル（1,200 平方メートル）

3棟

40×60 メートル（2,400 平方メートル）

2棟

40×70 メートル（2,800 平方メートル）

・総建築面積（1 万 9,444 平方メートル）は、工業用施設（1 万 1,296 平方メートル）と管理運営オフィ
ス（4,044 平方メートル）に分かれる。
・レクリエーション用スペースは 4,104 平方メートル。
・割当電気容量は 2,000 キロワット。Lenenergo が現行料金 68 ルーブル/100 キロワット時（VAT
含む）にて提供。
・地方公共団体から口径 300 ミリと 500 ミリの水道管で供給される上水道は容量制限なし、13.48 ル
ーブル/立方メートル（VAT 込み）。

9

出所：不動産会社Megapolis
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・工業用水は州法人 Vodokanal が供給。
・下水道は地方公共団体の運営。料金は 14.83 ルーブル/立方メートル（VAT 込み）。
・橋形クレーン（揚げ能力 3.2 トン）を装備。
・付近を通るパイプラインからガスの供給が可能（500 立方メートル/時）。料金は 1,230 ルーブル
/1,000 立方メートル（VAT 別）。
・North-West Telecom が工業団地入居者のために 50 の電話番号を割当。
・建物の法的所有者は建設会社 Riguel story。
・内部プランと内装は実際の買い手の必要条件に従い調整可。
ウ．販売価格・条件
・電気、ガス等のユーティリティーの整備と内装を含め、完成した建物の販売価格は 550 ドル/平方メ
ートル。VAT と不動産会社へのコミッション 3%は別途。交渉可。
・工業団地内で売りに出されている複数の建物は個別に販売。
・不動産会社 Megapolis が当建物の所有者（Riguel story）を法的に代表。現在、リバツコエ地区の工
業団地で初期工事の段階にある工業・倉庫施設の販売を希望。
工業団地リバツコエの全体プラン
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2006 年初旬の建設現場の写真（現地）

建設中の工業用建物

ガス供給

変電所

エ．工業団地リバツコエの評価
長所
・近代的な工業施設。適応型建築方式で、買い手の必要条件に従いカスタマイズされる。空間利用
とインフラを最適化できる。
・インフラが新しく、電気、ガス等のユーティリティーの供給中断によるリスクを軽減。
・暖房、上下水は地方公共団体が供給。消費量は無制限。
・鉄道と地下鉄のリバツコエ駅から徒歩 10 分に加え、周辺の道路基盤も十分に発達している便利な
場所に位置する。
・モスクワより低い給与水準で熟練工の確保が可能。
・私有不動産であるため、新規所有者の円滑で迅速な手続きと所有権の登録が可能。
短所
・不動産の購入が伴い、初期資本投資が比較的高額になる。
・建物の建設のため、製造開始までの準備期間を必要とする。
・Lenenergo 供給の電力は電圧と周波数にしばしば変動があり、テクノロジー機器を正常に機能させ
るためには無停電電源装置（UPS）が必要となり将来的な生産コスト増に繋がる。
・Lenenergo には追加供給能力が無いため、電力消費量に制限が設けられている。結果として、独
立したガス発電機を設置する必要が生じることも考えられ、発電コストに追加が生じる可能性があ
る。
・市には厳しい環境規制があり、環境汚染を招く技術の利用は制限される。
・結果的に有毒な産業廃液が生じた場合には廃液処理システムの設置が必要となる。
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オ．連絡先
不動産会社 Megapolis
担当者：Korzov Andrey Gennadievich
電話：7-812- 438-14-00
FAX：7-812- 438-14-14
E-mail: eState@mega-polis.spb.ru
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（３）LOMOファクトリー・イン・ファクトリー施設（リース）10
ア．地図および所在地
工業用地

ペトログラーツカヤ側
（Petrogradskaya）

ヴィボルグスカヤ側
（Viborgskaya）

ネヴァ川（Neva River）

ヴァシリエフスキー島
（Vasilhevsky Ostrov）

製造地区

公園

第 18 医療部
LOMO

市の中心街に位置し宮殿広場（Dvortsovaya square）から 3 キロメートル、地下鉄ヴィボルグスカヤ
（Viborgskaya）駅から 600 メートル。M10 高速道路と環状道路までは 8 キロメートル。サンクトペテルブルク
港まで 9 キロメートル、プルコヴォ空港まで 18 キロメートル。
イ．設備
ユーティリティーの平均コスト（VAT 別）
・電気 126 ルーブル/キロワット時
・暖房 567.36 ルーブル/ギガカロリー
出所：LOMO 管理運営部
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・上水 10.29 ルーブル/立方メートル
・下水 11.32 ルーブル/立方メートル
・ゴミ排出 323.08 ルーブル/立方メートル
104 ユニット

1964 年築
総面積 1,250 平方メートル
工業用敷地 220 平方メートル
倉庫 530 平方メートル
オフィススペース 500 平方メートル
天井高 4.3 メートル〜4.5 メートル

110 ユニット

1937 年築
総面積 1,300 平方メートル
うち、工業用敷地 850 平方メートル
天井高 4.5 m
貨物エレベータ 5 トン

134 ユニット

中央建物

111 ユニット

1940 年築
総面積 3,500 平方メートル
3 階建て
天井高 4.0〜4.5 メートル
橋形クレーン 2.5 トン
貨物エレベータ 2 機 5 トンと 2 トン
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1968 年築
4 階建 1 階当たり 1,800 平方メートル
総面積 7,200 平方メートル
天井高 5.0〜5.5 メートル
橋形クレーン 2〜3 トン
貨物エレベータ 2 機 3.2 トンと 5 トン

116 ユニット

1937 年築
工業用敷地 1,020 平方メートル
天井高 8 メートル
橋形クレーン

ウ．リース価格
交渉による。現在、工業用施設は当たり 7 ドル〜10 ドル/平方メートル/年で提供。
エ．LOMO ファクトリー・イン・ファクトリー工業施設の評価
長所
・本来の固定資本投資が不要。長期リース契約に対しては、要求される施設の改装および修理を
LOMO 管理運営部で実施する用意がある。
・低価格のリース料。施設の改装に関わる経費を加えても同様の工業用スペースと比較し、なお安
価な料金。
・LOMO 管理運営部は長期リースを希望しており、工場設立の際に発生する問題を解決するため
に支援を行う用意がある。
・市の中心に位置し便利な立地条件（地下鉄ヴィボルグスカヤ駅から徒歩 15 分）。アクセスが容易。
・工場の運営管理部が保安などの一元的サービスを提供。
短所
・不便で非効率的な空間利用を伴う旧式構造の工業用建物。
・設備が旧式で、電気、ガス等のユーティリティーの供給が中断されるリスクがある。
・リースされた施設を事前に修理、改装する必要があるため準備期間が長くなる。
・Lenenergo 供給の電力は電圧と周波数にしばしば変動がある。テクノロジー機器を正常に機能さ
せるためには無停電電源装置（UPS）が必要で、導入すればコスト増となる。
・市の中心地という立地条件により、交通渋滞によりトラックによる主要高速道路へのアクセスが困難
になる可能性がある。
・厳しい環境規制があり、環境汚染を招く技術の利用は制限される。
・有毒な産業廃液が生じた場合には廃液処理システムの設置が必要となる。
オ．連絡先
不動産会社 Ameta-EState(LOMO の関連会社)
担当者：Ekaterina Fink, General Manager
電話：7-812- 324-27-27
FAX：7-812- 542-10-79
E-mail: ameta-eState@mail.ru
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（４）工業団地パルナスの工業・倉庫複合施設と土地 2 区画（販売）11
ア．地図および所在地

ヴィボルグスコエ
（Viborgskoe）街道
（コトカへ）

第2土地区画
5ヘクタール
工業団地パルナス

工業・倉庫複合
施設

市への
環状道路

鉄道線
第3土地区画
6ヘクタール

・ヴィボルジュキー（Viborjzky）地区、環状道路付近。
・4 キロメートル離れたヴィボルグスコエ高速道路まで舗装道路でアクセス。
・地下鉄ヴィボルグスカヤ駅から 600 メートル。
・地下鉄プロスペクト・プラスヴェシェーニア（Prospect prosveshenia）駅、オゼルキー（Ozerki）駅、グ
ラジダンスキー・プロスペクト（Grajzdansky prospect）駅と、鉄道駅パルナスが 3 キロメートル以内に
ある。
・サンクトペテルブルク中心部まで 13 キロメートル、サンクトペテルブルク港まで 18 キロメートル、プ
ルコヴォ空港まで 30 キロメートル。
イ．設備
州のパルナス区開発庁により管理。総面積は 600 ヘクタール、土地は市から 49 年間のリース。
工業団地の入居者は以下の通り。
・Pepsi Bottling Group
・Baltika Brewery
・LPO Vibrator
・Parkon
・Prefabricated Constructions Manufacturing Plant (DSK) Block
・Parnassky Metal-Construction Manufacturing
・PO Metallopossuda
・Petrochimopttorg
11

出所：不動産会社PetroPark
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・北部税関ターミナル
・地下鉄発着所
ウ．工業・倉庫複合施設の詳細
・7,000 平方メートルの敷地と総面積 2,000 平方メートル倉庫 2 棟が付属する平屋工業用建物。
・管理運営用建物は総面積 1,500 平方メートルの 2 階建て。
・土地区画の総面積は 1.44 ヘクタール（49 年間のリース）。
・私有の建物。所有者（民間企業）の法的代表は PetroPark 不動産会社。
・建物工事は未完成。工事の完成と内装に少なくとも 60 万ドルの追加投資が必要。
・装備された電力容量は 300 キロワット、126 ルーブル/100 キロワット時。
・追加電力容量は 500 ドル/キロワットにて利用可能。
・上下水道は地方公共団体が運営。1 立方メートル当たりそれぞれ 10.29 ルーブル、11.32 ルーブル
で提供。
・自家用暖房ステーションによる中央暖房。
・工業ガスは 2007 年に接続。
エ．土地 2 区画（第２および第 3 区画）の詳細
・個人投資家所有であり、土地の法的代理人は不動産会社 PetroPark。
・電気、ガス等のユーティリティーは地下鉄発着所の用地を経由して供給される。
・自家用の減圧所付きの工業ガス供給。
・冷温水は地方公共団体が供給。
写真：工業団地パルナスの概観

42

工業団地パルナスの写真と周辺にある建物の様子

コンクリート製造工場

ガス中間ステーション
鉄道と暖房用水管

売りに出されている第三区画から見た環状道路

オ．販売価格
・複合施設の販売価格 300 万ドル、または建築面積 1 平方メートル当たり約 350 ドル。建物の完成
にかかる予定費用込み。
・第 2 区画の面積は 5 ヘクタール、地下鉄発着所付近に位置。販売価格は 150 万ドル、もしくは 30
ドル/平方メートル。
・第 3 区画は面積 6 ヘクタール、環状道路付近に位置。販売価格は 330 万ドル、もしくは 55 ドル/
平方メートル。
カ．工業・倉庫複合施設の評価
長所
・現在提供されている同等クラスの工業用施設と比較して安価。
・電気、ガス等のユーティリティー、情報通信設備が構築されている。
・環状道路と主要高速道路まで舗装道路にてアクセス可能。
・モスクワに比べて労働力確保に有利。
・私有不動産のため、新規所有者の迅速な手続きと所有権の登録が可能。
短所
・不動産の取得、建物の工事と内装に 350 万ドル以上の固定化と、比較的大きな初期資本投資。
・工事完成と内装作業のために、製造開始までの準備期間が長くなる。
・工業団地パルナスの開発が初期段階にあるために生じる不都合。多くの用地で建物・工事作業が
今後数年は続くため、サービスや保守などを一元的に引き受ける管理会社がない。
・電気容量を追加で得るには 50 万ドル/メガワットが必要。
・Lenenergo 供給の電力は電圧と周波数にしばしば変動がある。テクノロジー機器を正常に機能さ
せるためには無停電電源装置（UPS）が必要で、導入すればコスト増となる。
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・ガスと自家用の暖房ステーションが無いため、暖房費用が増え、地域市場のディーゼル燃料価格
に大きく依存する。
キ．第 2 区画の評価
長所
・現在提供されている同等クラスの土地区画と比較して安価。
・工業団地パルナスの開発がさらに進められる可能性があるため、早い段階で初期投下資本を回
収できる可能性が高い。
・高速道路（ヴィボルグスコエ街道）に容易なアクセス。
・私有不動産のため、新規所有者の迅速な手続きと所有権の登録が可能。
短所
・土地区画取得に 150 万ドルの固定化を要し、初期資本投資条件が高い。
・投資プロジェクトの実現に追加投資が必要となる。
・隣接する地下鉄発着所の敷地を経由して、地方公共団体が提供するユーティリティーに接続する
必要がある。
・正式認可と投資プロジェクトの実現までに時間を要し、（製造開始までの）準備期間が非常に長く
なる。
ク．第 3 区画の評価
長所
・電気、ガス等のユーティリティーと通信設備が構築されている。
・工業団地パルナスの開発がさらに進められる可能性があるため、早い段階で初期投下資本を回
収できる可能性が高い。
・環状道路に近い。
・私有不動産であり、新規所有者の迅速な手続きと所有権の登録が可能。
短所
・電気、ガス等のユーティリティーと通信設備の整った土地区画取得に 330 万ドルの固定化を要し、
初期資本投資条件が高い。
・投資プロジェクトの実現に追加投資が必要となる。
ケ．連絡先
不動産会社 PetroPark
担当者：Mr. Zaretsky Yury Alexeevich
電話：7-812-934-51-17, 7-911-997-51-17
秘書
電話：7-812-324-27-54
FAX：7-812-324-27-54
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レニングラード州（Leningradskaya Oblast）

レニングラード州

ロシア
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１．概況12
（１）所在地と気候
ア．地図

フィンランドとエストニアに国境を接し、以下の地域に接する。
・カレリア共和国
・ノヴゴロド州
・プスコフ州
・ヴォログダ州
総面積は 8 万 3,908 平方キロメートル。55.5％が森林。レニングラード州には 1,800 の湖がある。最大のラ
ドガ湖はヨーロッパ最大でもあり、面積は 1,813 万 5,000 平方メートル。レニングラード地域にある全ての川を
合わせると全長約 5 万キロメートル。
イ．気候：穏やかな大陸気候で湿度が高い。
平均気温：
・冬季（1 月）摂氏 -10 度
・夏季（7 月）摂氏 +16.5 度
（２）産業
この州における最も重要な工業部門は以下の通り。
・機械製造および金属加工（大中規模企業 62 社）
・治金（大規模企業 3 社）
・化学工場および石油精製所（大中規模企業 13 社）
12

出所：レニングラード州政府
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・織物産業（大中規模企業 30 社）
（３）交通基盤
ア．鉄道
・鉄道は全長 3,000 キロメートル、この内 30％が電化済み。
・2004 年の鉄道による貨物輸送実績は 1 億トン以上。
イ．高速道路
舗装道路は全長 1 万 909 キロメートル。高速道路 1,245 キロメートルおよび地域道路 9,664 キロメートルを
含む。主要高速道路は以下のとおり。
・M10（モスクワ、スカンジナビア方面）
・M20（プスコフ方面）
ウ．空港
サンクトペテルブルク市にあるプルコヴォ（Pulkovo）空港を利用。同空港は国内全国および海外の主要
目的地に向け定期便を運航している。プルコヴォ-1 は国内線用、プルコヴォ-2 は国際線用。
エ．港湾
ヴィボルク（Vyborg）、ヴィソツク（Vysotsk）がある。また、新たな海港複合施設の建設計画として
以下のものがある。
・プリモルスク（Primorsk） - 液化ガスと石油用ターミナル
・ヴィソツク-液体アンモニア用ターミナル
・ウスト・ルーガ（Ust luga） ‒ 石炭と一般貨物用ターミナル
オ．河川輸送
・スヴィリツキー（Sviritsky）およびポドポロジエ（Podporozhye）港
・航行可能な水路は全長 1,908 キロメートル、水路による貨物輸送実績は年間 4,000 万トン以上。
２．投資に対する税制上の優遇措置13
（１）概要
州法 N24-OZ「レニングラード州における投資活動に対する州の支援について（About State Support of
Investment Activities in the Leningradskaya Oblast）」（2005 年 6 月 16 日付改正）によると、州政府により事前
に選定され、適切な投資契約を締結した投資案件に限り、税制上の優遇措置が適用される。この場合、認可
された投資プロジェクトが実現するまでの期間、当該企業にとって地方税制が悪化することはないとする州の
保証を得られる（祖父条項）。また、投資案件に対して州政府は以下の優遇措置を適用する。
・地方予算として徴収する資産税と法人税が免除される。
・投資案件の資本回収期間中、地方予算として徴収する法人税が免除される。
・総投資額が 1,000 万ドルから 5,000 万ドル相当の場合、資本回収期間終了後、さらに 2 年間、州へ支
払う法人税の 33％が軽減される。
・総投資額が 5,000 万ドル相当を越える場合、資本回収期間終了後も 2 年間、州への法人税支払いが
免除される。
上述の税制上の優遇措置は、工業用施設の建設が正式に着工した後に適用される。優遇措置の認定に
13

出所：レニングラード州政府
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よって、州政府は、投資案件が速やかに実施されるよう、連邦政府との関係において投資家の便宜を図るよ
う努力する。州独占企業、銀行、他組織からも優遇措置を得られるよう便宜を図る場合がある。
（２）投資に係わる連絡先
ア．投資案件実現のための正式な承認および土地・不動産の取得については、以下が窓口となる。州政府
はフセヴォロジスクとトスノ（Tosno）地区の工業団地内にある土地区画についても案内している。
Mr. Kuklin Sergey Borisovich
Deputy Vice-Governor for Economic Development, Chairman of the Department for Investment,
leningradskaya Oblast
電話：7-812-576-40-14
通常、回答までにかかる期間：30 日
イ．私有の土地・不動産の購入またはリース、土地・不動産の登記手続きに関する法的・実務的支援を行う不
動産業者
不動産会社 PetroPark
担当者：Mr. Zaretsky Yu.A.
電話：7-812-934-51-17, 7-812-324-27-54
不動産会社 Aventin
担当者 Mrs. Holyavko V.F.
電話：7-812-336-62-02
不動産会社 Business Alliance
担当者：Mr. Statkevich M.A.
電話：7-812-267-05-40, 7-812-970-01-82
不動産会社 Megapolis
担当者：Mr. Korzov A.G
電話：7-812-438-14-00
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４．工業用地の情報
（１）プーシキン（Pushkin）ファクトリー・イン・ファクトリー工業用施設（販売）14
ア．地図および所在地

鉄道駅ノーヴァヤ・ジレーヴニャ（Novaya Derevnya）駅から 1 キロメートル、最寄りの地下鉄駅ズヴョーズドナ
ヤ（Zvezdnaya）駅は施設から 14 キロメートル。
以下の高速道路まで舗装道路を利用可能。
・M10 高速道路（モスクワ方面）まで 5 キロメートル
・M20 高速道路（プルコヴォ街道、プスコフ方面）まで 9 キロメートル
・サンクトペテルブルク環状道路まで 12 キロメートル
施設からの距離
・サンクトペテルブルク中心地まで 24 キロメートル
・サンクトペテルブルク港まで 24 キロメートル
・プルコヴォ空港まで 11 キロメートル
イ．設備
・木材加工工場全体の敷地面積は 6 ヘクタール、49 年間のリース。
・販売の対象は同工場内にある工業用建物および管理棟。
・建物は工場所有。不動産会社 Russky Dom が代理店契約により所有者を法的に代表。
・工業用建物の総面積は 1 万 4,000 平方メートル。
・管理棟の総面積は 2,000 平方メートル。
・電気容量は 1,800 キロワット（容量 600 キロワットが追加利用可）。
・下水道は地方公共団体が運営。
・暖房は木材加工の廃材で稼動する自家用暖房ステーションから提供。

14

出所：不動産会社Russky Dom
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本館の写真

倉庫の写真

ウ．販売価格
615 万ドル、もしくは 385 ドル/平方メートル。交渉可。
エ．プーシキン・ファクトリー・イン・ファクトリー工業用施設の評価
長所
・即入居可能なファクトリー・イン・ファクトリー工業用施設。
・稼動中の木材加工工場敷地内に位置。この工場が敷地を管理し一元的にサービスを提供する。
・情報通信設備は構築済みで、機能している。
・鉄道のバルティック（Baltic）駅とヴィチェヴスク（Vitebsky）駅に近い便利な立地。
・モスクワとサンクトペテルブルクを結ぶ M10 高速道路まで舗装道路でアクセスできる。
短所
・他の同レベルの施設と比較してオファー価格が高額。
・不動産取得のための 615 万ドルに加え、内部の改装のための追加コストも必要となり、初期の投資条
件が高額。
・旧式構造の物件で、空間利用と省エネ対策が非効率。
・Lenenergo 供給の電力は電圧と周波数にしばしば変動がある。テクノロジー機器を正常に機能させる
ためには近代的な UPS 安定化機器が必要で、導入すればコスト増となる。
・ガスの供給が無いため、木材加工工場からの廃材を利用した中央暖房ステーションに依存している。
・サンクトペテルブルク在住の熟練工や専門家が通勤するための交通費が追加コストとなる。
オ．連絡先
不動産会社 Russky Dom
担当者：Alla Hakimovna, Project Manager
電話：7-812-324-66-36
E-mail: rhousecm@mail.wplus.net
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（２）新規建設の工業団地 ゴレロヴォ（Gorelovo）（販売）15
ア．地図および所在地

Phillip Morris
Izjora工場
Kirovsky工場

プルコヴォ空港まで 5 キロメートル。ヴォルホンスコエ街道（Volhonskoye shosse）まで 1 キロメートル、M20
高速道路（プルコヴォ街道）まで 5 キロメートル。最寄りの地下鉄駅であるズヴョーズドナヤ駅、 クプチノ
（Kupchino）駅およびプロスペクト・ヴェチェラーノフ駅が当地より 10 キロメートル以内に位置する。
このほか、サンクトペテルブルク中心地まで 20 キロメートル、サンクトペテルブルク港まで 16 キロメートル。
イ． 設備
州開発庁（Agency for Development of the Territories）が管理する新設工業団地。総面積は 70 ヘクタール。
すでに Phillip Morris が出資する Izjora たばこ工場が稼動を開始している。生産に必要な電気、ガスなどのユ
ーティリティーはすべて Kirovsky 工場（高速道路の反対側に位置する巨大な旧式の工場を擁する企業）の用
地を介して接続される。
工業団地の土地区画をすでに取得した他企業は以下の通り。
・Jacobs Coffee
・Kraft Foods
ウ．販売価格
販売価格 1 平方メートル当たり 27 ドル（インフラ整備費は別途）。
現在、土地 2 区画を販売中であり、面積 11.78 ヘクタールの第 1 区画と面積 2.36 ヘクタールの第 2 区画
がある。地面は建設工事の準備が整っている。他区画は 2006 年 3 月に販売開始。土地区画は共に私有地。
所有者（民間企業）の法的代表は PetroPark 不動産会社。

15

出所：不動産会社PetroPark
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ゴレロヴォ工業団地の土地区画プラン

エ．ゴレロヴォ工業団地の評価
長所
・サンクトペテルブルク郊外に新規開発された工業団地の土地としては魅力的な価格。
・この敷地の工業開発がさらに進む可能性は非常に高く、長期的な見通しでは不動産への初期投資が
回収される確立が高い。
・プルコヴォ空港に近く貨物輸送に便利な立地。ヴォルホンスコエ街道と M20 高速道路（プルコヴォ街
道）まで舗装道路で容易にアクセス可能。
短所
・土地取得のために最低 63 万 7,200 ドルの固定化、これに加え、生産インフラへの費用および投資プロ
ジェクトを実現するための投資が必要。
・投資プロジェクトの正式認可とその実現に長い準備期間を要する。
・市外という立地条件のため、従業員の通勤費の負担がある。
・隣接する Kirovsky 工場の設備が旧式であり、そこを経由して供給される電気、ガスなどのユーティリテ
ィーへの接続が中断される可能性がある。
・Lenenergo 供給の電力は電圧と周波数にしばしば変動がある。テクノロジー機器を正常に機能させる
ためには無停電電源装置（UPS）が必要で、導入すればコスト増となる。
オ．連絡先
不動産会社 PetroPark
担当者：Mr. Zaretchsky Yury Alexeevich
電話：7-812-934-51-17、7-911-997-51-17
秘書：7-812-324-27-54/55

52

プスコフ州（Pskovskaya Oblast）

プスコフ州

ロシア
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１．概況16
（１）所在地
レ ニ ン グ ラ ー ド 州
（LENINGRADSKAYA
OBLAST）

チュデスコエ湖
（CHUDSKOYE
OZERO）

グドフ（GDOV）
ノヴゴロド州
（NOVGORODSKAYA
OBLAST）

プスコフ州

プスコフ（PSKOV）

プィタロヴォ
（PITALOVO）ノヴォルジェフ（NOVORJZEV）

ラトヴィア
（LATVIA）

プストシカ（PUSTOSHKA）

ベラルーシ
（BELARUS）

トヴェーリ州
（TVERSKAYA
OBLAST）
ヴェリーキエ・ルーキ
（VELIKIE LUKI）

ネヴェリ（NEVEL）

ラトヴィア、ベラルーシと国境を接する。主な都市への距離は以下の通り。
・モスクワまで 689 キロメートル
・サンクトペテルブルクまで 280 キロメートル
・キエフまで 780 キロメートル
・ストックホルムまで 860 キロメートル
・ヘルシンキまで 700 キロメートル
・ベルリンまで 1,200 キロメートル
・ブリュッセルまで 1,740 キロメートル
・タリンまで 350 キロメートル
・リガまで 270 キロメートル
（２）産業
この州における重要な工業部門は以下の通り。
・機械製造・金属加工
・発電
・食品加工

16

出所：プスコフ州政府
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（３）交通基盤
ア．鉄道
ロシア鉄道の支部 Oktyabrskaya Railways が運営。鉄道の全長は 1,055 キロメートル。プスコフ、ヴェリーキ
エ・ルーキ、ドノー（Dno）、ノヴォソコリニキ（Novossokolniky）がターミナル駅。同州を通る主要路線は以下の
通り。
・モスクワ-リガ
・サンクトペテルブルク-オデッサ（Odessa）
・サンクトペテルブルク-リガ
・サンクトペテルブルク-リヴォフ（Lʼvov）
イ．高速道路
高速道路は以下の通り（すべて 2、3 車線の舗装道路）。
・M9（モスクワ、リガ方面）
・M20 サンクトペテルブルク、キエフ、オデッサ方面）
・M20、A212（サンクトペテルブルク、ビリニュス方面）
・M20、A212（サンクトペテルブルク、リガ方面）
ウ．その他
専門家の予測によると、プスコフ州の貨物量は今後 10 年以内に倍増するとみられる。プスコフの国境税関
単独で 1 日あたり自動車 4,000 台以上（トラックは約 800 台）、多数の鉄道貨物を扱う。プスコフ州の貨物取扱
実績は年間 6,000 万トン以上。EU に接するロシアの国境であり、物流分野の重要地点である。
最寄りの港湾（フィンランド国境のコンドラテェヴォ）までの距離はサンクトペテルブルク経由で 470 キロメー
トル（M20 高速道路経由）。
２．投資に対する税制上の優遇措置17
（１）概要
州法 N473-OZ「プスコフ州の投資活動に対する税制上の優遇措置と州の援助について（About Tax
Benefits and State Support of the Investment Activity in the Pskov Region）」（2005 年 10 月 12 日付）に基づ
き、以下の優遇税制が付与される。
・資産税を 0.01％に軽減（通常は 2.2％）。すべての投資案件が対象。
・法人税を 20.5％に軽減（通常は 24％）。州政府より事前に許可された投資案件に限定。案件開始から最
長 5 年間。
（２）投資に係わる連絡先
ア．投資案件実現のための正式な承認および土地・不動産の取得については、以下が窓口となる。
Committee for Investment and Strategic Development, Administration of Pskov Oblast
担当者：Mr.Saprikin Alexei Evgenievich
電話：7-8112-16-31-88
E-mail:sapr@obladmin.pskov.ru.
通常、回答までにかかる期間：30 日

17出所：

プスコフ州政府
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イ．州、地方自治体所有の土地のリースについては、以下が窓口となる。
Committee for Administration of the State Property, Administration of Pskov Oblast
担当者：Mr. Petruhin Vadim Vladimirovich
電話： 7-8112-16-43-93.
ウ．私有の土地・不動産の購入またはリース、土地・不動産の登記手続きに関する法的・実務的支援を行う不
動産業者
不動産会社 Jana Fabritchiusa 3
電話：7-8112-16-44-45, 7-8112-16-03-53
不動産会社 UNO
電話：7-8112-79-37-06, 7-8112-79-37-08,

7-8112-16-23-88

不動産会社 Pskov EState
担当者：Mrs. Tihonova L.M.
電話：7-8112-2-37-82
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３．工業用地の情報
（1）Pskovsky Plant of Mechanical Transmissions（PZMP）のファクトリー・イン・ファクトリー工業用施設（リース）18
ア．地図および所在地

プスコフ北部の鉄道駅（未電化）から 6 キロメートル、プスコフ空港から 10 キロメートルに位置する。最寄の
M20 高速道路 (サンクトペテルブルク-プスコフ、4 車線）が施設から 10 キロメートルに位置し、双方向車線の
舗装道路にてアクセス可能。
イ．設備
・1970 年建築。当工場は私有化され、2001 年以来、持株会社 NPN（同社の所有者は Igor Savitsky
氏）の一部となる。
・2002 年、PZMP は ISO9001-2000 認証を取得。現在、PZMP は近代化プログラムを実施しており、
2004 年の投資総額は 200 万ドルに上る。
Pskovsky Plant of Mechanical Transmissions
(PZMP)

18出所：不動産会社Jana

Fabritchiusa 3
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PZMP の総敷地面積は 22 万平方メートル（土地は PZMP の私有地）。管理運営用、工業用、倉庫用建物を
含む総建築面積は 9 万平方メートル。今回リースの対象となるのは、総面積 4 万 5,000 平方メートルの工業・
倉庫施設数棟。付帯設備は以下のとおり。現在機能しているのは設置容量の 10%。なお、工業労働者の平均
給与は 8,500 ルーブル/月。
・電力供給は無制限、137 ルーブル/100 キロワット時。
・工業ガスは 2,000 ルーブル/1,000 立方メートル。
・中央暖房は 225 ルーブル/ギガカロリー。
・上水道設備。
・産業廃液処理施設装備の下水設備。
・工業用スチーム
・独自の電話線
・鉄道引込線
・保安サービス
ウ．リース価格
・全ての工業用建物は PZMP の所有。当施設のリースに関わる交渉は持株会社の所有者である Igor
Savitsky 氏との間で実施される。
・工業・倉庫物件の長期リース基本料金は年間 1 平方メートル当たり 36 ドル。
・工場管理運営部は自らの責任において、リースされる建物の外部ファサードと内装を含む改修
工事を事前に行う用意がある。この場合追加コストが月々のリース料に含まれる可能性がある。
エ．PZMP のファクトリー・イン・ファクトリー施設の評価
長所
・低コストのリース料金が提示されている即使用可能な工業用物件。
・不動産に資本投資が不要（改修費用はリース料にオンして支払い）。
・製造開始までの準備期間が短期間。
・当工場の管理運営部は長期賃借人の誘致を強く希望しており、地元当局との問題を効率的に解決で
きるよう、影響力を提供する用意がある。
・一元的に提供されるサービス、工業用施設、機器を部分的に共有することで経費の節減が可能。
・電気、ガス等のユーティリティーの消費に制限が設けられていない。
・低い給与水準の労働力を利用可能。
短所
・旧式構造の工業物件で、空間利用と省エネ対策が非効率。
・設備が旧式で、電気、ガス等のユーティリティーの供給が中断されるリスクがある。
・州電力会社供給の電力は電圧と周波数にしばしば変動がある。テクノロジー機器を正常に機能させる
ためには無停電電源装置（UPS）が必要で、導入すればコスト増となる。
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塗装作業所

金属加工施設

金属加工施設

施設で生産されている製品

オ．連絡先
不動産会社 Jana Fabritchiusa 3
担当者：Mr.Alexey Kazakov
電話：7-8112-16-03-53, 7-911-363-63-63
担当者：Mr.Oleg Rotarh
電話：7-911-363-67-27
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ヤロスラヴリ州（Yaroslavskaya Oblast）

ヤロスラヴリ州

ロシア
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１．概況19
（１）所在地

以下の地域と接する。
・ウラジミル州
・ヴォログダ州
・イワノヴォ州
・コストロマ州
・モスクワ州
・トヴェリ州
ヤロスラヴリはモスクワから北東に 282 キロメートルに位置する。州には 11 の市町があり、総面積は 3 万
6,400 平方キロメートル。
（２）産業
ヤロスラヴリ州には 300 の大中規模企業を含む約 4,000 社の企業が存在する。労働人口の 3 分の 1 はそ
れらの企業で働いている。重要な工業部門は以下の通り。
・機械製造（造船、工具製造、電子工学を含む）
・化学・石油化学
・食品加工

19

出所：ヤロスラヴリ州政府
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以下のような外国企業が工場を設立。
・Eastman Kodak
・Bertelsmann Distribution GmbH
・Baltic Beverages AB
（３）交通基盤
ア．鉄道
モスクワ、アルハンゲリスク（Archangelsk）、ニジュニ・ノブゴロド（Nizhny Novgorod）、ヴォルクタ（Vorkuta）
ほか、シベリアの諸都市とつながっている。州内の鉄道距離は全長 696 メートル。この内 408 メートルは電化
されている。貨物取扱高は年間 1,900 万トン。
イ．高速道路
高速道路がモスクワからヤロスラヴリを経由してアルハンゲリスクへ、また、ヤロスラヴリからコストロマに走っ
ている。高速道路はロシアの中央地区と北部地区をつなぎ、ヤロスラヴリと隣接する州（イワノヴォ州、トヴェリ
州、ヴォログダ州など）とも結んでいる。ヤロスラヴリ州内の道路は全長 8,209 キロメートル、この内 7,525 キロメ
ートルが舗装済。年間 300 万トン以上の貨物が輸送。現在、ヴォルガ川に新たな自動車用橋梁を建設中。新
たなバス発着所も建設された。

ウ．空港
トゥノシュナ（Tunoshna）国際空港が州都ヤロスラヴリから 18 キロメートル離れたヴォルガ川の川岸にあり、
数多くの国内地方都市、CIS 諸国および中国に向けて定期便が運航されている。Yaroslavl Aviation および
Tunoshna Airport の地元企業 2 社が航空輸送を手がけている。
エ．河川港湾
ヤロスラヴリ州の主要航行水路はヴォルガ川であり、同川とリビンスク貯水池（Rybinsk Reservoir）の支流も
貨物と乗客輸送に利用されている。州内の水路の距離は 823 キロメートル。主要港はヤロスラヴリ、リビンスク
とウグリチにあり、いずれも近代的な貨物荷役施設を有している。乗客輸送には高速水中翼船が利用されて
いる。水路は年間 200 日〜220 日間航行が可能。年間に 300 万トン以上の貨物と 50 万人以上の乗客を輸送
する。
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２．投資に対する税制上の優遇措置20
（１） 概要
州法「ヤロスラヴリ州領域における投資活動に対する州の支援について（About State Support of the
Investment Activities at the Territories of the Yaroslavskaya Oblast）」（2004 年 3 月 2 日付改正）によると、ヤ
ロスラヴリ州当局の優先投資案件リストに載せられた投資に以下の税制優遇措置が適用される。ただし、全
ての優遇措置の適用は 5 年未満で、プロジェクトの実際の資本回収期間に限り適用される。
・プロジェクト実現のために建設、取得した固定資産について資産税を免除。
・プロジェクト実現のために取得した土地区画に対する土地税免除。
・プロジェクト実現の目的で利用される州所有の不動産リースに対し、最低限のリース料（通常料金の
70％まで引き下げ）に軽減。
（２）投資に係わる連絡先
ア．投資案件実現のための正式な承認および土地・不動産の取得については、以下が窓口となる。
Department of Economic Development, Investment and International Cooperation, Administration of
Yaroslavl Oblast
担当者：Mrs. Kabernic Elena Ivanovna
電話：7-4852-72-94-15
FAX：7-4852-32-78-35
E-mail：kabernic@region.adm.yar.ru
通常、回答までにかかる期間：30 日
イ．州、地方自治体所有の土地のリースについては、以下が窓口となる。
Department for administration of the State Property, Administration of Yaroslavl Oblast
担当者： Mr. Emelhanov Valery Alexandrovich
電話：7-4852-31-41-81
FAX：7-4852-30-87-41
ウ．私有の土地・不動産の購入またはリース、土地・不動産の登記手続きに関する法的・実務的支援を行う
不動産業者
不動産会社Alla Intriago
電話：7-901-712-2394
FAX：7-495-919-0120
E-mail：mezulia@mail.ru
３．参考情報21
（１）人材育成
60 の科学研究所と 34 の高等教育機関がある（私立大学を含む）。
（２）交通基盤と電気通信
Alcatel、Siemens と Cisco と協力し、Yartelecom は高速データ通信網の開発プロジェクトを実施。高速インタ
ーネットおよびデジタルテレビ放送へのアクセス環境が今後整備される。

20

出所：ヤロスラヴリ州政府
出所：同上

21
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４．工業用地の情報
（1）大手織物工場Krasny Perekopが提供するファクトリー・イン・ファクトリー工業用施設（リース）22
ア．地図および所在地

工業用地の地図
1

コトラス（ Kotlas） 川

鉄道引込線
1
2
3

3

2

22

出所：Krasny Perekop運営管理部
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工場敷地
金属加工・鋳造工場
輸送部門
モスクワ大通り
（ Moscovsky prospekt） からの経路
提供される区域と建物

・ヤロスラヴリ市の中心部に位置する工業用施設。中央鉄道駅まで 3 キロメートル、ヴォルガ川の港まで
35 キロメートル、トゥノシュナ空港まで 35 キロメートル。
・M8 高速道路（モスクワ−アルハンゲリスク）まで 5 キロメートル。
・ヤロスラヴリ環状道路まで 1 キロメートル。
・サンクトペテルブルクまで 760 キロメートル（M10 高速道路経由、トヴェリ付近にある最寄の出口まで双
方向車線の舗装道路にてアクセス）。
・アルハンゲリスク（白海の港）まで 990 キロメートル。
イ．設備
・ヤロスラヴリの中心部に位置する。
・公共交通機関（バスとトラム）が利用可。
・電力供給は 5 メガワットまでの容量を装備。
・地方公共団体から供給される中央暖房（434.6 ルーブル/ギガカロリー、5 ギガカロリー〜6 ギガカロリー
/時）。
・地方公共団体が供給する上水道は 6.05 ルーブル/立方メートル。
・工業用水は自家用井戸から供給。
・地方公共団体が下水を処理（特別な水処理施設はない）。料金は 3.83 ルーブル/立方メートル。
・ゴミ処理料金は 102 ルーブル/立方メートル、産業廃棄物料金は 216 ルーブル/立方メートル。
・建物自体の保守サービスは総額で 29 万 4,000 ルーブル/月であり、居住企業が分担する。
・最低支柱グリッド 3.3×4.88 メートル、最大 4.88×6.7 メートル。天井高は 3.8 メートル〜4.65 メートル。
・他の入居企業は建設、金属加工、鋳造分野の企業。
・鉄道の引込線が施設内にある。
・独自の自動電話局があり、商用電話番号の割当とインターネット接続が可能。
・強制タイプの換気システム。
・貨物用エレベーター２基を装備（揚げ能力は各 1 トンと 2 トン）。
ウ．リース価格
・年間 63 ドル/平方メートル（改修費用込み）。
・リース可能な総工業用面積は 2 万 800 平方メートル。
エ．Krasny Perekop 内のファクトリー・イン・ファクトリー施設の評価
長所
・平均的なリース料。
・不動産に資本投資が不要。工場の管理運営部が修理、リプランニングおよび内装を実施した場合、そ
の費用はリース料の引き上げによる形での返済が可能。
・工場の管理運営部は長期入居者の誘致を強く希望しており、地元当局との問題を効率的に解決でき
るよう入居者の手助けをする意思がある。
・製造開始までの準備期間が短い。
・一元的に提供されるサービス、工業施設､機器を部分的に共有することにより費用が安くすむ。
・労働者と従業員の給与水準が低い。熟練工の平均給与は約 1 万 5,000 ルーブル/月。
短所
・旧式構造の工業物件で、空間利用と省エネ対策が非効率。
・設備が旧式で、電気、ガス等のユーティリティーの供給が中断されるリスクがある。
・Yaroslavenergo 供給の電力は電圧と周波数にしばしば変動がある。テクノロジー機器を正常に機能さ
せるためには無停電電源装置（UPS）が必要で、導入すればコスト増となる。
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・市中心部には厳しい環境規制があり、環境汚染を招く技術の利用は制限される。
工業用建物の正面

オ．連絡先
不動産会社 Krasny Pereckop
担当者：Shelkoshvien Peter Alexeevich
電話：7-4852-21-45-74
担当者：Glazikov Lev Alexandrovich, Chief Mechanic
電話：7-4852-21-30-94
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（2）ウグリチ工業団地の工業用建物複合施設（販売）23
ア．地図および所在地
リビンスク川貯水池

リビンスク
(Ribinsk)

ミシュキン
（Mishkin）

ウグリチ工業団地
ウグリチ
（Uglich）

♦

カリャジン
（Kalyazin）

ヤロスラヴリ

ロストフ
（Rostov）

ウグリチは人口 4 万人、モスクワから 220 キロメートル北東にある。ウグリチ鉄道駅とヴォルガ川港（ウグリチ
の中心部にある）から 10 キロメートル。最寄の高速道路 M8（モスクワ‒アルハンゲリスク）は 100 キロメートル離
れた場所にある。工業団地から高速道路までは双方向車線の舗装道路でアクセス可能。

23

出所：Chaicka時計工場管理運営部
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ウグリチ工業団地の地図

対象の工業用建物は 8 棟で、第 1、第 2、第 3、第 4、第 5A、第 36、第 37 と第 38A 棟（黒塗部分）を合わ
せて総面積 6 万 1,200 平方メートル、土地区画の総面積は 8 万平方メートル。現在は Chaika 時計工場の製
造施設が占有している。
ウグリチ工業団地で売りに出されている工業用建物 8 棟の写真

第38A棟

(第36棟)
イ．設備
・総電気容量は 5 メガワット。電力は州発電所が 6 本の地下送電線を介して提供。工場敷地内には変電
所が 6 施設あり、電圧を 6 キロボルトから 360 ボルトに下げている。最大 10 メガワットの追加容量が追
加料金にて利用可能。
・圧縮空気が建物に設置された工業用コンプレッサー9 機から供給される。
・暖房システムは 1 時間に最大 50 ギガカロリーの発熱力を装備する中央暖房ステーションから供給され
る。現在の暖房消費量は容量の約 30％（暖房は直径 400 ミリメートル〜100 ミリメートルのパイプを介し
て供給）。
68

・地方公共団体が上水を供給。このほか敷地内に自家用の掘り抜き井戸が 3 本あり、予備の飲料水供給
源として利用されている。
・温水は工業用建物に設置された独自のボイラーから提供される。
・産業廃液は全て、イオン交換技術利用の中央処理所で処理される。
供給されるユーティリティーの料金と人件費の料金は以下の通り。
・電気供給は 23 ルーブル/100 キロワット時。
・暖房供給は 46.44 ルーブル/ギガカロリー、または 124.14 ルーブル/平方メートル/年。
・上水道は 13.28 ルーブル/立方メートル。
・下水道は 8.86 ルーブル/立方メートル。
・ゴミ排出処理は 240 ルーブル/従業員/月。
・技術者の上限は 5,000 ルーブル/月。
・警備員の時給は 45 ルーブル/時/人。
ウ．販売価格
販売の対象はウグリチ工業団地敷地内の工業用建物 8 棟。法的所有者は Chaicka 時計工場である。同企
業の総資産は 3 億 190 万ルーブルと評価されている。負債総額は約 1 億 4,000 万ルーブルと推定される。
総従業員数は 800 人。同社の議決権株式の 99％が現在 2 億 500 万ルーブルで売りに出されている。これに
は、負債の返済に充てられる 1 億 4,000 万ルーブルと、現在の株主に支払われる 6,500 万ルーブルが含ま
れる。
エ．ウグリチ工業団地の工業用複合施設の評価
長所
・必要なインフラが装備されている。また、電力、暖房については補助金付きの料金で提供される（他地
区と比較して電力は 5 分の 1、暖房は 10 分の 1）。
・専門の管理会社が工業団地の入居者に対し一元的な保守サービスを提供。
・ウグリチでは労働力の給与水準が大都市と比べて安い。
短所
・旧式構造の工業物件で、空間利用と省エネ対策が非効率。
・設備が旧式で、電気、ガス等のユーティリティーの供給が中断されるリスクがある。
・Yaroslavenergo 供給の電力は電圧と周波数にしばしば変動がある。テクノロジー機器を正常に機能さ
せるためには無停電電源装置（UPS）が必要で、導入すればコスト増となる。
・ウグリチは小規模な町であり、優秀な人材の数が限られているため、特定の資格を有する従業員を探
すことが困難。
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オ．フィンランド国境の税関コンドラテェヴォまでの輸送ルート

・ヤロスラヴリ‒ノヴゴロド‒サンクトペテルブルク‒コンドラテェヴォ=950 キロメートル
・ヤロスラヴリ‒ヴォログダ‒サンクトペテルブルク‒コンドラテェヴォ=1,040 キロメートル
・ウグリチ‒ノヴゴロド‒サンクトペテルブルク‒コンドラテェヴォ=850 キロメートル
カ．連絡先
不動産会社 Managing Industrial EState Chaicka Company
担当者：Mr. Shorin Valery Anatolhevich, Deputy Executive Director
電話/FAX：7-48532-5-18-16
Chaicka 時計工場
担当者：Mr. Bogomolov Evgeny Nickolaevich, Director
電話/FAX：7-48532-5-18-07
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カルーガ州（Kalujzskay Oblast）オブニンスク（Obninsk）市

オブニンスク市

ロシア
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１．概況24
（１）所在地

オブニンスク市の所在地（主な都市までの距離）
・カルーガ市の北 30 キロメートル
・モスクワの南西 100 キロメートル
・サンクトペテルブルクの南西 780 キロメートル
・トゥーラ（Tula）市の南東 250 キロメートル
・スモレンスク（Smolensk）市の東 350 キロメートル
・ブレスト（ポーランド・ベラルーシ国境）の東 970 キロメートル
（２）産業
カルーガ州オブニンスク市の重要な工業部門は以下の通り。
・製造業
・研究開発と革新的事業
・工事建設
・商業
この分野の大手 16 社（原子力発電所を除く）が市予算となる税収の 42％を生み出している。
研究開発部門には 12 の科学研究機関がある。主な研究分野は以下の通り。
・原子力工学
・放射線技術
・非金属素材
・医療用放射線学
・気象学
24

出所: オブニンスク市
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・環境問題
市の労働人口の 23.7％がこれらの研究開発機関で就労している。
（３）交通基盤
ア．鉄道
モスクワとキエフを結ぶ路線の鉄道駅としてブリャンスク（Bryansk）駅があり、乗客と貨物の都市間・国際鉄
道輸送が可能。
イ．高速道路
主要高速道路 2 路線（モスクワ‐キエフ方面、モスクワ‐ブレスト‐ワルシャワ方面）が交差する場所に位置す
る。他の高速道路にも近い。
ウ．空港
オブニンスク市からモスクワ州の主要空港への距離は以下の通り。
・ヴヌコヴォ（Vnukovo）空港まで 70 キロメートル。
・ドモジェドヴォ（Domodyedovo）空港まで 100 キロメートル。
・シェレメチェヴォ（Sheremetyevo）空港まで 130 キロメートル。
・エルモリノ（Ermolino）空港（貨物専用）まで 15 キロメートル。
２．投資に対する税制上の優遇措置25
（１）概要
外国投資家に対する税制上優遇措置については、以下の法律により規定される。
・州法 N31-OZ「カルーガ州における投資活動に対する州の支援について（About the State Support for
Investing Activities in Kalujzskaya Oblast）」（2003 年 6 月 26 日付 N223-OZ 改正）
・州法 N263-OZ「企業に対する資産税について（About Property Tax for Enterprises）」（2003 年 11 月
10 日付）
・州法 N349-OZ「2005 年の州予算に関する法人税に対する優遇装置について（About Benefits on the
Profit Tax Referent to the Regional Budget in 2005）」（2004 年 10 月 4 日付）は、農業生産に関わる企
業に限り法人税の優遇措置を規定。
州法 N263-OZ「企業に対する資産税について」は、カルーガ州内の不動産建設に投資する企業に対し、
以下の基準ごとに資産税率を 2.2％から 1.1％へ軽減することを定めている。税制優遇措置は建設された不
動産の稼動後に適用される。
・投資額が 1 億〜3 億ルーブルの場合、プロジェクト実現に利用された財産に対し 2 会計年度、および
プロジェクト実現のために建設または取得された資産に対し 1 会計年度の間、税が軽減される。
・投資額が 3 億 100 万〜5 億ルーブルの場合、プロジェクト実現に利用された財産に対し 3 会計年度、
およびプロジェクト実現のために建設または取得された資産に対し 2 会計年度の間、税が軽減される。
・投資額 5 億ルーブルを上回る場合、プロジェクト実現に利用された財産に対し 4 会計年度、およびプロ
ジェクト実現のために建設または取得された資産に対し 3 会計年度の間、税が軽減される。
（２）投資に係わる連絡先
ア．投資案件実現のための正式な承認および土地・不動産の取得については、以下が窓口となる。
Department for Foreign Relations and Investment, Administration of Obninsk
25

出所：オブニンスク市
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担当者：Mr. Shikovsky Andrey Yurhevich
電話：7-48439-5-85-11
FAX：7-48439-6-99-78
通常、回答までにかかる期間：30 日
３．参考情報26
オブニンスク市における人材育成
・高等教育機関 9 施設（学生 7,000 人以上）
Obninsk Technical University of Nuclear Power Engineering、 French-Russian Institute of Business
Administration など
・職業訓練学校 4 校
・科学技術専門学校 1 校

世界初の原子力発電所（1954 年運転開始）

特殊非金属建造素材

宇宙船 Proton-M, Rockot, Angara

軌道人工衛星 Speckter-R, Kondor, Yamal, Express

26

出所：オブニンスク市
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２．工業用地の情報27
オブニンスク・インダストリアル・テクノロジー・パーク（リース、販売）
ア．設備
・規模は 50 ヘクタール。
・連邦および州予算を使い、上下水道、電話回線、道路、天然ガス・パイプライン、新規発電所
建設を含むインフラを整備している。
ロシアの大手コンピュータ組み立て会社 Kraftway は、オブニンスク・インダストリアル・テクノロジー・パーク
に生産能力年間 150 万台の工場を建設中。
Kraftway 工場完成図

建設中の Kraftway 工場

セルビアの大手医薬品メーカーである Hemofarm は、ロシアでの医薬品現地生産のため、2003 年からオブ
ニンスク・インダストリアル・テクノロジー・パークに工場を建設している。
建設中の Hemofarm Pharmaceuticals の施設と完成図

27

出所：オブニンスク市
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その他、オブニンスク・インダストリアル・テクノロジー・パークで施設を建設している企業
企業名

H o m e C red it
an d F in a n c e B a n k
（チ ェ コ ）
H em o fa rm （ セ ル ビ ア ）
K raftw a y
P ro gress E c o lo gy

割当区画面積
（ヘ ク タ ー ル ）

投資額
（100万 ド ル ）

新規雇用数

事業内容

1

1 5 .0

1 5 0 〜 6 0 0 情 報 処 理 ・ IT セ ン タ ー

10
6
2

3 2 .0
1 2 .0
1 .0

200 医 薬 品 製 造
200 コン ピ ュー タ 組 み 立 て
80 原 子 力 発 電 所 用 フ ィ

1
2

2 .0
1 .2

80 コン ピ ュー タ 部 品 製 造
50 打 抜 型 製 造

1
15

2 .4
1 0 .0

ルター製造

M ic ro n ic - O b n in sk
R a ster- T ech n o lo gy
B io fla v o n
V en ta ll

20 食 品 添 加 物 製 造
400 鋼 鉄 製 品 製 造

オブニンスク・インダストリアル・テクノロジー・パークへの新規投資を検討している企業は以下のとおり。
・Alnas-Electronics（石油産業用制御システムの製造）
・Express Eco（各種液体および食品産業用フィルター）
・Rusprom-2002（アルミニウム型製造）
・Mir-Pharma（医薬品製造）
・Medbiopharm（食品添加物製造）
・Grolev（ホテル建設）
イ．リース・購入価格、契約条件、申請項目
・投資家とオブニンスク市行政機関との間で投資契約が締結される。
・投資家は建設期間中、まず土地をリースする。リース料は年間 1 平方メートル当たり 0.43 ドル。
・工業用施設建設後、投資家は 49 年間のリース契約を結ぶか、リース代の 10 倍の金額で買取るこ
とができる。すなわち、4.3 ドル/平方メートル。
オブニンスク・インダストリアル・テクノロジー・パークへの入居申請項目は以下のとおり。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

会社名、会社形態、法人設立場所
連絡先（代表者氏名、電話番号、ファックス番号、Eメール、ホームページ）
社歴と事業内容、売上高、市場、パートナーについて簡単な説明
パーク内に建設を予定している投資目的の法的形式。法人設立場所
予定されている製品
パーク内の事業で見込まれる年間生産量
推定される工期
創出される雇用数
工事及び施設への投資額（1年毎に明記）
必要とされる土地面積。
必要とされる電力供給量（工事期間中、稼動時）。将来的に供給量を増やす必要の有無
必要とされるガス供給量（工事期間中、稼動時）。将来的に供給量を増やす必要の有無
必要とされる上水供給量（工事期間中、稼動時）。将来的に供給量を増やす必要の有無
必要とされる下水容量（工事期間中、稼動時）。将来的に容量を増やす必要の有無
必要とされる通信設備（電話線の本数、光ファイバーケーブルの本数と容量）
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ウ．オブニンスク・インダストリアル・テクノロジー・パークの評価
長所
・州予算によりインフラが整備され、リース料は比較的安価。施設を建設後、土地を 4.3 ドル/平方メート
ルで買取ることもできる。
・企業固有の必要に合わせて設計、建設される工業用施設。
・主要連邦高速道路 2 路線の交差地点という貨物輸送に便利な立地。モスクワまで 100 キロメートル。
・地元の教育機関が有能な人材を輩出。
・地元当局は外国製造業者の投資を希望している。
短所
・不動産資産への初期資本投資条件が高額。
・投資プロジェクトの全段階を実現するために長期準備期間を要する。
・州当局から投資家に対し提供される税制上優遇措置が少ない（新施設稼動後の資産税の 2.2％から
1.1％への減税に限られる）。
・原子力発電所に近く、事故などのリスクがある。
エ．フィンランド国境の税関コンドラテェヴォまでの輸送ルート

距離は 970 キロメートル、M10 高速道路を利用。
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