
世界が向かう場所
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オハイオ州は住民にも観光客にも
魅力的な州。四季折々の趣があり、
比較的低い生活費の下で世界トッ
プクラスの教育環境があります。
米国で成功に理想的なロケーショ
ンです。

オハイオ州の魅力 :
•	 シンシナティ、クリーブランド、
コロンバスなど 16の大都市圏

• 200校を超える高等教育機関
•	 世界一の医療施設
•	 民間航空用の 7つの空港
• 74の州立公園
• 7つのプロスポーツリーグチー
ム
•	 多様性に富んだ州経済

米国のエネルギーの源泉
オハイオ州の地中に眠るユティカとマーセラスのシェー
ルガス層（シェールプレイ）から、膨大な地質エネルギー
が革新的な技術により放出されています。オハイオ州の
シェールプレイは、ウェストバージニアとペンシルバニ
アのそれと合わせ 2011 年以降の全米シェールガス産出
量の 85%を占めています。これらのシェールプレイか
ら得られる膨大な天然ガスと天然ガス液（NGL）は、エ
ネルギー世界の様相を劇的に変えています。オハイオ州
は、エネルギー市場に対する規制を撤廃したことも手伝
い、米国で最も有利なエネルギー経済を実現した土地で
あり、ミッドストリーム投資とダウンストリーム投資の
対象として格好の選択肢となっています。オハイオ州が、
これまでに 700億ドルを超えるアップストリーム、ミッ
ドストリーム、ダウンストリームの民間投資の場となっ
てきた理由はこの点にあります。

信頼性のある配電網と規制緩和された市場によりエネル
ギー消費量の多い企業や住民がさまざまな経費を削減で
きるオハイオ州は、移転先や拡大先として賢明な選択肢
になっています。オハイオ州の電力市場は規制緩和され
ており、消費者はそれぞれのニーズに合う電力会社の戦
略を選んで電力や天然ガスの供給を受けることができま
す。このような柔軟性により、技術から重工業にまで及
ぶあらゆる業界にとって途方もない利点がオハイオ州に
潜んでいます。

スマートで活気あふれるオハイオ州の躍進
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米中西部に位置し、安定経済とさまざまな産業、
そして新規参入者にも心地良いコミュニティで
知られるオハイオ州は、外国企業が成功しやす
い、イノベーション精神豊かな州です。オハイ
オ州で事業を立ち上げ、成長と成功を目指す企
業をお待ちしています。

オハイオ州の州経済規模は全米 7位。勤勉で熱
心な労働力とさまざまな産業という特長から、
米国で新規事業を始めようとする海外企業に
とって魅力的なロケーションです。

企業の多くは州の中心部に位置しています。オ
ハイオ州は、シカゴ、ニューヨーク、デトロイト、
トロントそれぞれの人や産業の中心地に近接し
た立地にあります。

7つの民間空港と
97のゼネラル・
アビエーション
（一般航空）向け

空港。

全米第 4 位の規模を
誇る州間高速道路。
米国とカナダの人口
の 60%が 1,000km圏

内に所在。

全米第 4位の鉄道網
によって結ばれる
13 箇所のインター
モーダル輸送拠点。

エリー湖沿岸に位置する 9箇所
の商業港と、オハイオ川沿いの
多数のターミナル。コンテナー
と重量物の両方をヨーロッパ
に直接輸送できる航路を持つ、

唯一の中西部州。

米国中西部で最大の
存在感を誇る外国貿

易地域。

米国とカナダの人口の 60%に
自動車で１日で到達可能。

世界各国とのアクセスに優れた、米国の活発な州
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州全体に広がるリソースで新たな成功を創造
オハイオ州には各企業の更なる成功に役立つ資産があります。オハイオ州が最高のロケーションである
理由を、リソースの面からいくつかご紹介します。

•	 強靭なビジネス環境が、企業に安定性と予測可能性を提供します。オハイオ州は、20億ドルの予算が
あることから、低廉な税金と運用経費によって経済成長を支援しています。
•	 統合的な輸送インフラが高速道路、インターモーダル施設、空港、水路、低コストなエネルギーを結
んでいるので、原材料の調達、商品の生産、顧客への商品提供を高い効率と優れた費用効果で実現で
きます。
•	 熟練した労働力は 5,700 万人の人材でありその高い生産性と確固たる労働倫理は高く評価されていま
す。州内にある 200の教育機関は将来即戦力として職業に就くことができる人材輩出しています。
•	 優れた研究とイノベーション・ネットワークが、官民連携、いつでも利用できる学術リソースと医療
リソース、事業支援者によって構成され、オハイオ州内企業の市場競争力向上に大きな効果を上げ
ます。

Construction Ready Day One 

All due diligence 
studies completed

State & federal 
entities concurrence

All utilities 
on site day one

Authenticated

SiteOhio
JobsOhioが提供するこの独自のプ
ログラムは、ただちに開発に着手
できる工場用地の提供を保証しま
す。用地は、最小限のリスクと経
費での取得することができ、市場
への参入も最短期間で実現できま
す。JobsOhio の用地選定評価プ
ログラムは、一般的な同様のプロ
グラムよりも優れたサービスを提
供します。

SiteOhioでは、他のどの州による
用地認定プロセスよりも厳格で包
括的なレビューおよび分析によ
り、不動産を手配します。 初日からすべ

ての公共設備
が使用可能

すべてのデュー
ディリジェンス
評価の完了

州機関および連邦
機関の同意
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オハイオ州の基本データ
#4

全米 4位のビジネス環境

49
オハイオ州で進出して

いる国

247,000 +
グローバル企業が雇用す
るオハイオ州民の数

120億ドル
研究開発への年間合計投資額

技術の進歩
効率性、有意性、収益性を維持するうえで、技術の統合は必須です。医療技術から、モノのインターネット (IoT)、
スマートモビリティ、フィンテックに至るまで、オハイオ州で多数の企業が新たな技術を採用し、成功を目指
しています。オハイオ州内の企業は、他の企業、教育機関、公共団体、民間団体と協力し、共同イノベーショ
ンセンターの設立、新たなベンチャーのスピンオフ、イノベーションの追求を進めています。

オハイオ州には、新興企業、Fortune 500企業や Fortune 1000企業、それらの中間に位置するあらゆる企業による
活発な技術環境があります。農業関連、金融サービス、エネルギー産業、物流産業など、その業態がどうであっ
ても、各企業はデジタルシフトを推進して有意性を維持しています。科学技術に通じた企業は、発展を遂げて
いく中で、その目標を達成するためにオハイオ州で必要となるリソースと支援環境を見出すようになります。

9
ボーイング 747と 777による週
便の国際貨物便の数。世界規模
の航空貨物網が利用可能
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オハイオ州で成功を収めている 
グローバル市場リーダー
先進製造

自動車

航空宇宙

医療

金融サービス

食品および農業関連産業

技術

物流および流通

エネルギーおよび化学
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JobsOhioは、企業を誘致、継続、拡張する活動を通じてオハイオ州の雇用創出と新しい資本投資を推進することを
目的として設立された民間の非営利企業です。グローバル投資家をオハイオ州で支援するために、JobsOhioと州各
地域のネットワークパートナーがスムーズな事業立ち上げを無料でサポートいたします。企業の成長に合わせて、
各種サービスとインセンティブを最大限に活用し、進化し続けるビジネスの目標を達成してください。

JobsOhio Economic Development Grant（JobsOhio 経済開発助成金）
オハイオ州内の有望なプロジェクトに資金を提供する形で、経済開発、事業拡大、雇用創出を推進するために設置
されています。

JobsOhio Growth Fund（JobsOhio グロース型ファンド）
従来の民間資金源からの資金調達が限られている企業に対して、プロジェクト拡大を目的とした資金を提供します。

JobsOhio Research and Development Center Grant（JobsOhio 研究開発センター助成金）
オハイオ州で研究開発センターの開設を促進し、斬新な技術と製品の開発や商業化を支援します。

JobsOhio Revitalization Program（JobsOhio 再生プログラム）
オハイオ州民の雇用創出に貢献するエンドユーザー（企業各社）のために体制を整え、各種拠点を再活性化する業
務を重視しています。

JobsOhio Workforce Grant（JobsOhio 労働力助成金）
従業員向けの能力開発とトレーニングプログラムを対象として企業に資金を提供する形で、経済開発、事業拡大、
雇用創出を推進します。

Ohio Job Creation Tax Credits（オハイオ州雇用創出税額控除）
企業が支払った Ohio Commercial Tax（CAT、オハイオ州商業活動税）に対して払い戻し可能な州の税額控
除を適用できます。

人材サービス
人材の募集、確保、事前スクリーニング、企業に合わせたトレーニングプ
ログラムを通じて、スキルと経験に富んだ労働力を支援します。

用地選定
JobsOhioは、入手可能な用地、不動産、および SiteOhio認定
の用地に関する情報を提供するほか、用地見学を手配す
ることもできます。

詳細な調査
人口統計情報、労働力情報、カスタマイズ済
みデータを扱う市場調査です。

特別支援
業界特化型の支援として、国際事業に
固有の成長に必要となるさまざまな
検討の実施を支援するとともに、関
連するカスタマイズ・サービスを
JobsOhioとオハイオ州ネットワー
クパートナーの両者から提供し
ます。

JobsOhio のサービスとインセンティブ



オハイオ州のパートナーシップやリソースの詳細
については、JobsOhio.com	をご覧ください。

オハイオ州には、創意工夫の歴史と革新的な将来があります。オハイオ
州で起きたことは世界各地に影響を及ぼします。米国全土や世界各国の
企業が確信の下にオハイオ州を選択している理由はこの点にあります。
オハイオ州への進出をご検討ください。

JobsOhio について
オハイオ州独自の経済開発団体のネットワークは、州レベルの JobsOhio、6つの地域経済
開発組織、各地に存在する数百の経済開発パートナーで構成されています。

JobsOhioとそのネットワークパートナーは、企業向けのソリューションで協力し、オハイ
オ州全体の経済発展を推進します。この協力体制は、次の無料サービスを提供しています。
•	 用地選定の支援
•	 企業各社のニーズに合わせた特別奨励プログラム
•	 影響力の強い企業や業界有力者の紹介と、提携パートナーの紹介

41 S. High Street, Suite 1500 Columbus, OH 43215 
JobsOhio.com | contact@jobsohio.com 
+1.614.224.6446
©2019 JobsOhio.All rights reserved.

JobsOhio Network Partners 
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