
○　建物 ･設備立地型（投資支援型）　【土地建物の権原を取得して設備投資を行う場合】

「産業立地条例」による産業立地促進制度の概要

一般地域 促進地域

既存未利用地等再生促進地区 既存未利用地等再生促進地区工場立地促進地区
(産業団地等 )

拠点地区以外
工場立地促進地区
(産業団地等 )

その他促進地域

①設備投資補助

補助率：設備投資額(土地除く)の３％
要　件：設備投資額(土地除く)が10億円以上
　　　　業務施設全般(立地促進事業に限らない)

補助率：設備投資額(土地除く)の３％
要　件：設備投資額(土地除く)が大企業20億円以上
　　　　　　　　　　　　　　　中小企業10億円以上
　　　　実施事業の先端性必要(製造業に限らない)
　　　　※既存企業の既存敷地の場合、新展開事業必要
　　　　※事務所立地の場合、大企業10億円以上
　　　　　　　　　　　　　　中小企業5億円以上

　　　　※事務所立地の場合、大企業10億円以上
　　　　　　　　　　　　　　中小企業5億円以上

補助率：設備投資額(土地除く)の５％
要　件：設備投資額(土地除く)が１億円以上
　　　　業務施設全般(立地促進事業に限らない)

補助率：設備投資額(土地除く)の５％
要　件：設備投資額(土地除く)が１億円以上
　　　　実施事業の先端性不要 （製造業に限らない）
　　　　※既存企業の既存敷地の場合、新展開事業必要

②雇用補助

補助率：県内居住新規正規雇用30万円／人　(上限３億円)
要　件：県内居住新規正規雇用11人以上
　　　　設備投資額(土地除く)５千万円以上
　　　　※既存企業の既存敷地の場合、新展開事業必要
　　　　※事務所立地の場合は投資額要件なし　

補助率：県内居住新規正規雇用60万円／人　(上限３億円)
　　　　県内居住新規非正規雇用30万円／人（1年以上の継続雇用必要）
要　件：県内居住新規正規雇用６人以上　
　　　　設備投資額要件なし
　　　　※既存企業の既存敷地の場合、新展開事業必要

③法人事業税軽減

軽減率：１／２　５年間　(上限なし)
要　件：設備投資額(土地除く)が大企業２億円以上、中小企業１億円以上
　　　　県内居住新規正規雇用11人以上
　　　　※事務所立地の場合は新規正規雇用11人以上(県内住所不要）、投資額要件なし　

軽減率：１／３ ５年間(上限なし)
要　件：左記に同じ

軽減率：１／２　５年間(上限なし)
要　件：設備投資額(土地除く)が大企業１億円以上、中小企業0.5億円以上
　　　　県内居住新規正規雇用６人以上
　　　　※事務所立地の場合は投資額要件なし　

④不動産取得税軽減
(土地・家屋 )

軽減率：１／２　(上限２億円)
要　件：[土地] 新たに土地を取得し、１年以内に家屋の建設に着工
　　　　[家屋] 新設家屋

軽減率：１／２　(上限２億円)
要　件：[土地] 新たに土地を取得し、１年以内に家屋の建設に着工
　　　　[家屋] 新設家屋

①設備投資補助

補助率：設備投資額(土地除く)の５％
要　件：設備投資額(土地除く)が５億円以上
【研究施設要件】(ア)研究開発要員が施設の全正規職員の20%超　かつ
　　　　　　　　(イ)研究開発用面積が総面積の20%以上又は、研究開発投資が総投資額の20%以上
　　　　※既存企業の既存敷地の場合、新展開事業必要

補助率：設備投資額(土地除く)の７％
要　件：設備投資額(土地除く)が１億円以上
【研究施設要件】(ア)研究開発要員が施設の全正規職員の20%超　かつ
　　　　　　　　(イ)研究開発用面積が総面積の20%以上又は、研究開発投資が総投資額の20%以上
　　　　※既存企業の既存敷地の場合、新展開事業必要

②雇用補助

補助率：県内居住新規正規雇用30万円／人　(上限３億円)
要　件：県内居住新規正規雇用11人以上
　　　　設備投資額（土地除く）５千万円以上
　　　　※既存企業の既存敷地の場合、新展開事業必要

補助率：県内居住新規正規雇用60万円／人　(上限３億円)
　　　　県内居住新規非正規雇用30万円／人（1年以上の継続雇用必要）
要　件：県内居住新規正規雇用６人以上
　　　　設備投資額要件なし
　　　　※既存企業の既存敷地の場合、新展開事業必要

③法人事業税軽減
軽減率：１／２　５年間　(上限なし)
要　件：設備投資額（土地除く）が大企業２億円以上、中小企業１億円以上
　　　　新規正規雇用11人以上

軽減率：１／３ ５年間(上限なし)
要　件：左記に同じ

軽減率：１／２　５年間　(上限なし)
要　件：設備投資額(土地除く)が大企業１億円以上、中小企業0.5億円以上
　　　　県内居住新規正規雇用６人以上

④不動産取得税軽減
(土地・家屋 )

軽減率：１／２　(上限２億円)
要　件：[土地] 新たに土地を取得し、１年以内に家屋の建設に着工
　　　　[家屋] 新設家屋

軽減率：１／２　(上限２億円)
要　件：[土地] 新たに土地を取得し、１年以内に家屋の建設に着工
　　　　[家屋] 新設家屋

軽減率：１／２　(上限２億円)
要　件：新設家屋等

(

)

①設備投資補助

補助率：設備投資額(土地除く)の５％
要　件：①３大都市圏等(県外に限る)及び外国から県内への本社機能移転、又は②県内本社機能の新増設(県
　　　　内既成都市区域への移転は除く)設備投資額(土地除く)が大企業10億円以上、中小企業5億円以上

補助率：設備投資額(土地除く)の７％
要　件：①３大都市圏等(県外に限る)及び外国から県内への本社機能移転、又は②県内本社機能の新増設(県内
　　　　既成都市区域への移転は除く)設備投資額(土地除く)が１億円以上

②雇用補助
補助率：県内居住新規正規雇用30万円／人　(上限３億円)
要　件：県内居住新規正規雇用11人以上
　　　　設備投資額要件なし

補助率：県内居住新規正規雇用60万円／人（上限３億円）
　　　　県内居住新規非正規雇用30万円／人（1年以上の継続雇用必要）
要　件：県内居住新規正規雇用６人以上　
　　　　設備投資額要件なし

③法人事業税軽減
軽減率：１／２　５年間　(上限なし)
要　件：新規正規雇用11人以上 (県内住所不要)

軽減率：１／２　５年間　(上限なし)
要　件：新規正規雇用６人以上 (県内住所不要)

④不動産取得税軽減
(土地・家屋 )

軽減率：１／２　(上限２億円)
要　件：[土地] 新たに土地を取得し、１年以内に家屋の建設に着工
　　　　[家屋] 新設家屋

軽減率：１／２　(上限２億円)
要　件：新設家屋等
　　　　(新規正規雇用11人以上 
　　　　(県内住所不要)) 　　　　(県内住所不要)

軽減率：１／２　(上限２億円)
要　件：[土地] 新たに土地を取得し、１年以内に家屋の建設に着工
　　　　[家屋] 新設家屋

軽減率：１／２　(上限２億円)
要　件：新設家屋等
 　　　 (新規正規雇用６人以上)

 　　　 (県内居住新規正規雇用６人以上)

軽減率：１／２　(上限２億円)
要　件：新設家屋等
 　　　 (県内居住新規正規雇用６人以上)

※事務所立地の場合は新規正規雇用６人以上(県内住所不要）
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※本社機能：①事務所（調査・企画、情報処理、研究開発、国際事業、管理業務、営業等）、
　　　　　　②研究所、③研修所

※３大都市圏等
　東京都・埼玉県・神奈川県・京都府・大阪府・兵庫県（※県内既成都市区域外から既成都市区域の
　移転は対象外）・愛知県、及び政令市

※1事務所立地の場合を除く
※2既存未利用地等再生促進地区の場合、居抜物件可

※1
※ 1

※ 1

※ 2

※ 1

※ 2

※ 2

※ 2 ※ 2

※ 2
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一般地域

促進地域※ 1
【参考】IT戦略推進事業
※県内対象地域でのIT事業所開設者が対象

都市再生高度業務地区 国際経済地区 拠点地区以外

①賃　料　補　助

補助率：１／２ {県 1/4・市町 1/4}
限度額：200万円 /年×３年間
要　件：新規正規雇用 11人以上

        

補助率：１／２ {県 1/4・市町 1/4}
限度額：200万円 /年×３年間
要　件：外国・外資系企業

補助率：１／２ {県 1/4・市町 1/4}
限度額：200万円 /年×３年間
要　件：新規正規雇用 11人以上

※事業所の場合は県内住所必要

※事業所の場合は県内住所必要

※事業所の場合は県内住所必要
　　　　（県内住所不要）

補助率：１／２ {県1/4・市町 1/4}
限度額：200万円/年×３年間
要　件：新規正規雇用６人以上（県内住所不要）

① IT事業所※2

②高度 IT起業家※ 3

③ ITカリスマ誘致※ 3

※(ア )～(ウ ):3年間、(エ )･(オ ):開設時1回限り

※進出後３年以内に新規正規雇用 11人以
上の場合

限度額：2,000万円 /年×３年間

②雇　用　補　助
補助率：県内居住新規正規雇用 30万円／人

）円億3限上（        
要　件：県内居住新規正規雇用 11人以上

補助率：県内居住新規正規雇用 30万円／人
　　　　（上限3億円）
要　件：①外国・外資系企業

②進出後３年以内に
県内居住新規正規雇用 11人以上

補助率：県内居住新規正規雇用 30万円／人
　　　　（上限 3億円）
要　件：県内居住新規正規雇用 11人以上

補助率：県内居住新規正規雇用 60万円／人

　　　　県内居住新規非正規雇用 30万円／人
（１年以上の継続雇用必要）

（上限3億円）

要　件：県内居住新規正規雇用６人以上　

（１年以上の継続雇用必要）
要　件：県内居住新規正規雇用６人以上　

③法人事業税軽減

軽減率：１／２　５年間（上限なし）
要　件：・低未利用地の新設ビル

（容積率要件有）に入居
・占有床面積 3,000㎡以上
※立地促進事業に限らない

軽減率：１／２　５年間（上限なし）
要　件：①外国・外資系企業

　②占有床面積 1,000㎡以上、

軽減率：１／３　５年間（上限なし）
要　件：新規正規雇用 11人以上
　　　　（県内住所不要）

※事業所の場合は県内住所必要
　　　　（県内住所不要）

軽減率：１／２　５年間（上限なし）
要　件：新規正規雇用６人以上

④設立支援補助 －

－

補助率：１／２
限度額：(1)市場調査経費等　 100万円
　　　　(2)法人登記経費等　  20万円
要　件：外国・外資系企業
　　　 （日本本社に係る経費に限る）

－ －

①研究施設賃料補助
補助率：１／２ {県 1/4・市町 1/4}
限度額：200万円/年×３年間
要　件：地域の中核として認定を行った研究開発支援施設に入居する中小企業の研究施設

－

②雇　用　補　助

補助率：県内居住新規正規雇用30万円／人（上限3億円）
要　件：地域の中核として認定を行った研究開発支援施設に入居する中小企業の研究施設
　　　　県内居住新規正規雇用11人以上
　　　　設備投資額５千万円以上

－

③法人事業税軽減
軽減率：１／３　５年間（上限なし）
要　件：県内居住新規正規雇用 11人以上

－

－

－

－

(

)

①賃　料　補　助
補助率：１／２ {県1/4・市町1/4}
限度額：200万円/年×３年間
要　件：新規正規雇用11人以上(県内住所不要)

補助率：１／２ {県1/4・市町1/4}
限度額：200万円/年×３年間
要　件：新規正規雇用６人以上

※(ア )～ (ウ ):3年間、(エ )･(オ ):開設時1回限り

②雇　用　補　助
補助率：県内居住新規正規雇用 30万円／人（上限 3億円）
要　件：県内居住新規正規雇用 11人以上　

補助率：県内居住新規正規雇用 60万円／人（上限3億円）
　　　　県内居住新規非正規雇用 30万円／人

③法人事業税軽減
軽減率：１／２　５年間（上限なし）
要　件：新規正規雇用 11人以上 (県内住所不要 )

軽減率：１／２　５年間（上限なし）
要　件：新規正規雇用６人以上(県内住所不要 )

○　事業活動立地型（運営支援型）　【オフィスビル等に入居する場合】

「産業立地条例」による産業立地促進制度の概要

対象経費
限度額

① ② ③

(ア)賃料 60万円/年 60万円/年～90万円/年
※地域により異なる

(イ)通信料 60万円/年 60万円/年

(ウ)雇用補助 100万円/人年 200万円/人年 1,000万円/人年

(エ)改修費
※空き家の場合:
　＋100万円

100万円 100万円

(オ)事務機器
　　取得費 50万円 50万円

対象経費
限度額

① ② ③

(ア)賃料 60万円/年 60万円/年～90万円/年
※地域により異なる

(イ)通信料 60万円/年 60万円/年

(ウ)雇用補助 100万円/人年 200万円/人年 1,000万円/人年

(エ)改修費
※空き家の場合:
　＋100万円

100万円 100万円

(オ)事務機器
　　取得費 50万円 50万円

※1促進地域：但馬地域、丹波地域、淡路地域、西脇市、多可町、神河町、赤穂市、たつの市(旧新宮町の区域に限る。)、宍粟市、上郡町、佐用町
※2 IT事業所対象地域：阪神北地域、東播磨地域(明石市除く)、北播磨地域、中播磨地域(姫路市除く)、西播磨地域、但馬地域、丹波地域、淡路地域
※3高度IT起業家、ITカリスマ誘致対象地域：全県（IT事業所の集積が見込まれる拠点地区）
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賃貸オフィス
神戸の賃貸オフィス

A

ジェトロIBSC神戸

三宮

3部屋
（4.0㎡～）

￥0
（原則50営業日間）

￥0
（原則50営業日間）

契約オフィスの2ヵ月分

原則50営業日

―

ジェトロの支援人提案
件企業に限る

机・椅子
会議室（有料）利用可

契約オフィスに拠る

・事務所・法人設立、在
留資格手続き等のア
ドバイス

・事務所、工場用地等
の選択
・市場・マーケティング
情報、関連法制度情
報の提供
・政府･自治体等のイン
センティブ情報の提
供

・各種コスト計算
・行政書士、司法書士、
税理士等の紹介

外国・外資系企業は「外国・外資系企業向けオフィス賃料補助金」を申請可能
賃料の1/2（限度額￥2,250／㎡・月、￥11,000,000／年）
期間：3年間
兵庫県・神戸市への申請が必要
※各年度の予算額に達した時点で受付終了の可能性あり
※常用雇用者11名以上の場合、限度額3,000円/㎡・月、2,000万円/年

所在地

室数
（面積）

賃料
（月額）

共益費

保証金

賃貸期間

条件

設備

営業時間

優遇制度

その他

～2t

車場

141室

B
神戸国際ビジネス

センター

ポートアイランド第2期

オフィス  71.26㎡～
ラボ　　57.37㎡～
WAM      70.77㎡～
（倉庫・組立・製造）

オフィス　￥3,200/㎡
ラボ　　￥2,300/㎡～
WAM     ￥2,400/㎡～
※消費税別

￥800/㎡
※消費税別

保証人あり
賃料6ヵ月分
※ただし共益費を除く

―

―

―

㎡あたり床荷重550㎏

特高受電設備、給排
水設備（WAM・ラボの
み）、大型EV、会議室、
シャワー室、軽食堂、駐

終日

電気・水道・空調料金・
駐車料金は実費を請求
ガス・電話・ファックス・
インターネットは個別契
約。

C

神戸キメックセンター

ポートアイランド第2期

オフィス 57.33㎡～
ラボ       86.24㎡～

オフィス￥2,800/㎡
ラボ￥2,500/㎡

オフィス￥1,110/㎡
※消費税別
ラボ￥930/㎡
※消費税別

オフィス 賃料12ヵ月分
ラボ 賃料6ヵ月分
※ただし共益費を除く

―

―

―

テナント様専用会議室
及びセミナー室（有料）
あり
駐車場（屋外17,000円/
月、地下20,000円/月）

7:00～23:00（時間外
はICカードにて入退館
可）

電気・空調（事務所：
8:00～19:00を除く、ラ
ボ：全時間帯）・水道料
金は実費を請求
電話・ファックス・ガス
（設備有区画のみ）・イ
ンターネットは別途契約
*消費税別

D

神戸ファッションマート

六甲アイランド

19㎡～

￥758/㎡～￥1,212/㎡
※消費税別

￥1,212/㎡
　　  ※消費税別

賃料及び共益費の6ヵ月
分

―

―

光ファイバー利用可・
テナント様専用会議室
（低料金）あり

終日

・ベンチャー企業（創業
概ね10年以内）向け
賃貸条件優遇制度あり
（最長3年間適用）
（賃料￥1,212/㎡
のみ請求。保証金：
賃料の3ヵ月分）
・外国･外資系企業向け
共益費優遇制度あり
（最長3年間適用）
・本社機能移転企業向
け共益費優遇制度あ
り（最長3年間適用）

電気・空調・駐車料金は
実費を請求
電話・ファックス・イン
ターネットは別途契約
*消費税別

E

神戸商工貿易センター

三宮

25㎡～1,062㎡

１F:￥4,545/㎡
2～11F：￥3,636/㎡
B1,14～23F:￥3,939/㎡

￥1,242/㎡

賃料12ヵ月分
※ただし共益費を除く

―

外国・外資系企業

光ファイバー利用可・
会議室（有料）利用可

終日

・神戸市の｢外国･外資
系企業向けオフィス
賃料補助制度｣の認
定がある場合に限
り、共益費を3年間
￥606/㎡とする。ま
た、敷金は共益費込
みの6ヶ月分とする。

電気・空調・駐車料金は
実費を請求
電話・ファックス・イン
ターネットは別途契約
*消費税別

3



Yumesaki
S.I.C.

Kitakinki Toyooka Expressw
ay

Awaji S.I.C.
Awaji I.C.

1
2

11

13

12

5

3
4

10

14

8
9

7

6

482

分譲産業用地
兵庫県では、大阪、神戸の中心からアクセスしやすい場所で、様々な面積、用途の土地をご利用いただけます。

地区

神戸

阪神南

地図番号 産業用地

1

2

3

4

5

ポートアイランド（第2期）

神戸空港島

神戸テクノ・ロジスティックパーク（神戸複合産業団地）

阪神北 6

7

8

北摂三田第二テクノパーク

北播磨
ひょうご小野産業団地

加西インター産業団地

神戸サイエンスパーク

フェニックス事業用地

地区

西播磨

但馬・丹波

地図番号 産業用地

10

11

播磨科学公園都市

但馬空港周辺産業用地（仮称）（分譲予定） 

淡路 12

13

淡路津名地区産業用地（佐野地区）

南あわじ市企業団地

淡路津名地区産業用地（生穂地区）

9

Harima
Shingu
I.C.

Sayohirafuku I.C.

Hikami I.C.

Kobe Kita I.C.

Seidanmihara
I.C.

Shin-Meishin
Expressway

Wadayama I.C.

San-in Kinki Expressway

Takarazukakita
S.I.C.

Kawanishi I.C.

Amagasaki I.C.

Nishinomiya I.C.

Awajishimachuo S.I.C

Hidaka-kannabe
Kogen I.C.

Yoka-hyonosen I.C.

Yabu I.C.

Santo I.C. Tosaka R.

Aogaki I.C.

Sinonsen
hamasaka
I.C.Igumi I.C.

Kuto I.C.

Amarube I.C.

Kasumi
I.C.

Satsu 
I.C.

4
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Best Portal Zone インタビュー
兵庫県進出企業の声

P&Gジャパン合同会社
社　長

スタニスラブ･ベセラ WEBSITE
https://jp.pg.com/

兵庫県のビジネス環境についての
印象をお聞かせください。Q1

1973年より日本での営業を開始。洗剤、紙おむつ、ヘアケア、化粧品、小型家電製品などのブランドを通
じて、180ヵ国以上で暮らしと密接につながった製品とサービスをお届けする日用品メーカーです。

P&Gジャパン本社のある神戸は多様な異文化を
受容する事が根付いた歴史のある街です。グロー
バル企業の外国人従業員であっても不安なく世界
トップクラスの質の高い生活を送ることができ、ビ
ジネスに集中できる環境が兵庫県にはあります。
また飛行機・新幹線・幹線道路へのアクセスの良
さから国内外を問わず移動しやすい事も兵庫県
の良いところだと考えています。

兵庫県に進出されて30年近くになりますが、
定着されている理由についてお聞かせください。Q2

P&Gが約30年に渡りこの地に定着しているのは、神戸の街の素晴らしさと様々
な産業を有する兵庫県の多様性が理由です。
企業のビジネス伸長を図る為にはすべての従業員が充実した生活を送れる住
環境が必須です。長時間の通勤が不要で、週末には海や山等の自然や街にも
短時間でアクセスでき、外国人であっても家族と共に安心して生活できる素晴
らしい環境は兵庫県の魅力です。この地を拠点に、世界で最も厳しい目をもっ
た日本の消費者の生活をよりよくするために生み出す製品は、後に世界中の消
費者に納得してもらえる製品に繋がります。これからもこの地でより多くの消費
者の生活をより良くする製品開発に取り組みたいと思っています。

MGI Tech Japan 株式会社
代表取締役　

曹 永恒 WEBSITE
https://jp.mgi-tech.com/

兵庫県へ進出を決めた
理由についてお聞かせください。Q1

MGI Tech Japanは、2017年に神戸に設立し、知的イノベーションを通じライフサイエンスを導くために
核となるツールやテクノロジーの構築に取り組んでいます。低価格のヘルスケアソリューションを実現す
るよう、次世代シーケンサー、試薬及び関連製品の研究開発、製造と販売に注力しています。

昔から兵庫県は世界中の国々と深いつながりが
あり、私たちは、その異文化への深い理解と共生
のあり方に感銘を受けました。また、京阪神エリ
アの経済規模や、多くの大学、さらに全国屈指の
医療産業都市があることによるバイオ研究機関
の集積は弊社にとって極めて魅力でした。

兵庫県の進出から定着に係る
支援制度についての魅力をお聞かせください。Q2

外資系企業がスムーズに事業展開するため、兵庫県は様々な進出・定着に係る支
援を用意しており、弊社も活用させていただきました。例えば、弊社神戸オフィス
の賃料補助や、県主催の大学生との交流イベントの参加など、多岐にわたります。
また、兵庫県からは、定期的に連絡があり、直面している問題の解決策を提案し
ていただいています。このような支援により、弊社は日本に進出して以来、急成長
しつつ、安定した事業運営ができています。


