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タタールスタン共和国の概要

タタールスタン共和国はロシア連邦有数の経済
発展地域です。モスクワの東800km、ボルガ川と
カマ川の合流点、大工業地域の中心に位置して
います。

タタールスタン共和国

行政中心地：カザン

•	 公用語：タタール語、ロシア語

•	 宗教：イスラム教、ロシア正教

•	 行政区分：43地区市町村と2市管区	
（カザン、ナベレジヌィエ・チェルヌィ）

•	 タタールスタン共和国首長：	
ルスタム・ヌルガリエヴィチ・ミンニハノフ

•	 タタールスタン共和国公式ウェブサイト：		
www.tatarstan.ru

67.8千km²
総面積

3.9百万人
人口

614.2km²
総面積

1.2百万人
人口
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エカテリンブルク

タタールスタン共和国は東ヨーロッパ平原、ロシア連
邦の真ん中、大きなボルガ川とカマ川の合流点に位
置しています。バシコルトスタン共和国、チュヴァシ共
和国、マリ・エル共和国、ウドムルト共和国と境界を接
しています。領土の長さ：南北290km、東西460km

外国とは国境を接していません。

	温暖大陸性気候
	+24.8	°С	 7月平均気温（最も暖かい月）
	−9.3	°С	 1月平均気温（最も寒い月）
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ロシア連邦大統領名誉賞受賞(2009年)

OAO「タトネフチ」取締役会会長、OAO「タトネフチェヒム投資
ホールディング」取締役会会長、OAO「スヴャジインヴェストネ
フチェヒム」取締役会会長、サッカー・クラブ「ルビン」理事会会
長。

2012年に実施された、ロシア地方指導者による実業家への「
友好的な政策」の調査で、ルスタム・ミンニハノフは第1位でし
た。

ルスタム・ミンニハノフ～ロシア連邦功労スポーツマスター。
モータースポーツの愛好家、プロのレースドライバーで、タタ
ールタスタン共和国、ロシア連邦、ヨーロッパ選手権を含む国
際大会に定期的に参加しています。ヘリコプターも操縦しま
す。国家管理機能における最新式情報技術の積極的な導入を
支持しています。

1996～1998年、タタールスタン共和国財務大臣。

1998年、タタールスタン共和国行政府を主導。

2010年3月25日、タタールスタン共和国首長に正式に就任。

経済学博士（2003年）。

ルスタム・ミンニハノフ
タタールスタン共和国首長
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教育
1804年に開校した「カザン連邦大学」は、モスク
ワ国立大学に次ぐ、ロシアで二番目に古い大学
です。国際的な質の高い高等教育の認可センタ
ー。Times	Higher	Educationのランキングで、ロ
シアの一流大学上位5位に入りました。100以上
の国と地域の数千人の留学生が学んでいます。

文化
タタールスタン共和国には、約2000の文化・余
暇的施設、1500以上の図書館、115の文化・芸術
分野の教育機関があります。	
36の演劇・演出施設、15のコンサート施設、共和
国サーカス「カザン」、動物園、植物園がありま
す。

カザンで行われる重要なイベント：
•	 タタール民族祭「サバントゥイ」
•	 ルドルフ・ヌレエフ国際バレエ祭
•	 フョードル・シャリャピン国際オペラ祭
•	 カザン国際イスラム映画祭

1518 	
館の図書館

152 	
館の博物館・
美術館

18 	
場の劇場
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観光
タタールスタン共和国は、地理的に恵まれた位
置、豊かな自然、数多くの歴史的遺跡、整備され
た交通・観光インフラなどの、観光に適した要素
がそろっており、高い潜在性があります。
カザンはタタールスタン共和国の行政中心地で
す。1000年以上の歴史のあるカザンは、ロシアの
大都市上位10位に入っています。カザンには異な
る時代の遺跡・記念物が1600以上あります。
タタールスタン共和国には地元の歴史、文化、記
念の博物館、美術館が150以上あります。タター
ルスタン共和国には、「カザン・クレムリン」、「ボ
ルガルの歴史的考古学的遺産群」、「スヴィヤシ
ュスクの集落島のウスペンスキー大聖堂と修道
院」の3カ所のユネスコ世界遺産があります。

スポーツ
タタールスタン共和国はロシア連邦有数のス
ポーツがさかんな地域です。第27回「ユニバー
シアード夏季大会」（2013年）、第16回「FINA世
界水泳選手権」（2015年）などの重要なスポー
ツ・イベントの開催地でもあります。また、2017年
「FIFAコンフェデレーションズカップ・ロシア大
会」、2018年「FIFAワールドカップ・ロシア大会」
の開催地です。
タタールスタン共和国はロシアの理想的なスポ
ーツ地域です。カザンには、世界レベルの水泳
複合施設やサッカー・スタジアム「カザン・アリー
ナ」があります。
タタールスタン共和国のスポーツのインフラに
は、選手と観客のための幅広いサービスが含ま
れています。
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タタールスタン共和国の経済
タタールスタン共和国は、ロシア連邦有数の経
済発展地域で、国の経済に大きく貢献していま
す。

タタールスタン共和国には、豊かな天然資源、
強力かつ多様化された産業、高い知的潜在力、
高い労働の専門性があります。ロシアの農地の
2.2%を使いながら、国の農業生産量の4.4%を占
めています。工業分野には、石油化学複合施設（
石油の採掘、合成ゴム、タイヤ、ポリエチレン、幅
広い石油精製品の製造）、競争力のある製品（ト
ラック、ヘリコプター、航空機、航空機エンジン、
船舶、乗用車）を製造する大型機械建造企業、無
線機器などの最新電気機器の工場があります。

44.1%
ポリエチレン

ロシアの14トン以上のトラック市場におけるPAO「カ
マズ」の占有率（車両登録データに基づく）は、
2016年度、56%でした。

45%
合成ゴム

23%
タイヤ

タタールスタン共和国のロシア連邦経済におけ
る占有率：

タタールスタン共和
国GRP（域内総生産）
の中小企業のシェア

約
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タタールスタン共和国域内総生産

2016年GRP、%

その他 鉱業

加工業

貿易

建設

運輸・通信

農業

電気・ガス・水の
生産と供給

14.5%
8.7%

6.8%

7.6%

2.6%

19.2%

20.9%19.7%
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税制
連邦税

種類 税率
ロシア連邦 タタールスタン共和国

付加価値税 一般18%（商品、サービスの種類で違いあり：		
10%～子供用品、食品など、0%～輸出）

一般18%（商品、サービスの種類で違いあり：		
10%～子供用品、食品など、0%～輸出）

利潤税(収益税) 20	%（2	%～連邦予算、18	%～地方予算） 20	%、15.5	%までの減税あり*

物品税 商品種による

有用鉱物採掘税 有用鉱物種による

保険料 30% 30%

地域税

財産税 最大2.2	% 2.2%

自動車税 登録書類のエンジン馬力による エンジン馬力による0.1%までの減税あり

地方税
地税 最大で

土地区画に対して0.3%
その他土地区画に対して1.5%

地方自治体の出張機関の規範的文書による
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連邦税

種類 税率
OEZ「アラブカ」 OEZ「インノポリス」 TOSER「チェルヌィ」 投資プロジェクト	*

付加価値税 一般18%
（商品、サービスの種類で違
いあり：10%～子供用品、食品
など、0%～輸出）
自由貿易圏制度。

18	% 18	% 一般18%
（商品、サービスの種類で違
いあり：10%～子供用品、食品
など、0%～輸出）

利潤税(収益税) 2	%～最初の5年
7	%～次の5年
15.5	%～2055年まで

0	%～最初の5年	
5	%～次の5年	
13.5%～満了後

5	%～最初の5年
12	%～次の5年

15.5	%

物品税 商品種による

有用鉱物採掘税 有用鉱物種による

保険料 14% 14% 7.6% 14%

地域税

財産税 0% 0% 0% 0.1%

自動車税 0%
車両登録後10年間

0% エンジン馬力による エンジン馬力による

地方税
地税 0% 0% 0% 地方自治体の出張機関の規範

的文書による

*	投資プロジェクトを実施し、タタールスタン共和国と投資協定を締結した企業
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投資家に好条件を提示し、長期的

な関係を確立することを目標とし

ています。

タタールスタン共和国投資開発局

タタールスタン共和国には、投資を呼び込むた
めの特別機関が設立されました。

タタールスタン共和国投資開発局は、2011年6
月に設立されたタタールスタン共和国の執行機
関であり、以下の問題を担当しています。

•	 投資呼び込み

•	 投資プロジェクト随行・実現

•	 投資環境整備参加

•	 タタールスタン共和国投資価値向上

•	 国家・民間パートナー
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成功への4ステップ

投資開発局は、投資家に「ワン			コンタクト」を用意しています。投資家の活動手順は次の通りです。

1.	 投資開発局への申請

2.	 投資家の要件決定
•	 共和国の分野別情報資料を提供
•	 投資プラットフォームの選定
•	 関連官公庁との問題解決の支援

3.	 プロジェクトの法的支援
•	 必要書類作成の支援
•	 官公庁との書類の承認調整
•	 法律、税金、その他問題の情報支援

4.	 協定の署名:
•	 投資協定の調整と署名における官公庁との協力
•	 当事者間の投資協定締結プロセスの設定

5.	 プロジェクト開始

www.invest.tatarstan.ru
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invest.tatarstan.ru

タタールスタン共和国投資ポータル
タタール語、ロシア語、ビジネス英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、トルコ語、アラビア語、中国語、日本語、韓
国語の11カ国語で情報が提供されています。世界の3分の2の人がこれらの言語で話し、さらにこれらの国は共和
国にとって重要な潜在的協力国です。その外、投資ポータルの重要な特徴の一つは、迅速な回答です。必要な専
門家の連絡先をポータル上で簡単に見つけることができ、連絡できます。受信後24時間以内に、直接的な回答を
ユーザーに送ります。潜在的な国内外の投資家は、タタールスタン共和国の投資インフラ、機関・行政環境、および
タタールスタン共和国で実施されている投資プロジェクトに関する詳細な情報を得ることができます。タタールス
タン共和国首長のビデオのあいさつもポータル上にあります。シナジー効果をもたらすと予想される投資家のコ
ミュニティ「タタールスタン共和国投資家クラブ」もポータル上にあります。タタールスタン共和国を訪れる投資家
は、このクラブの正式メンバーになることによって、共和国の経済の中心に位置し、最新のニュースを受け取り、専
門分野だけでなく、個人レベルでの交流の機会を得ることができます。
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タタールスタン共和国が整える 
投資家向けの最良の条件

タタールスタン共和国は次の項目において	
ロシア第1位を誇ります。
•	 規範的法的調整
•	 ビジネス環境
•	 インフラと資源
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経済特区「アラブカ」	

www.alabuga.ru

経済特区（OEZ）「アラブカ」は2006年に創設されました。輸送と通関のインフラを備える完成さ
れた産業プラットフォームであり、税金・通関優遇措置が適用されます。世界的な企業がここに進
出しています。具体的には、Ford	Sollers、Saint-Gobain、Air	Liquide、Rockwool,	Sisecam、Hayat	
Group、3M、Coskunoz、Kastamonu、HAVI	Logistics、Armstrong、Dizayn	Group、RMA	Rus、Automotive	Glass	
Alliance	Rus、Huhtamaki	Foodservice	Alabuga、Drylock	Technologies、SARIA	Bio-Industries	Volgaなどの企業です。

アラブカに進出すると、次のような税優遇措置を受けることができます。

•	 利潤税(収益税)は標準税率20%ではなく、13.5%まで減税

•	 車両登録日より10年間自動車税免税

•	 財務報告への財産（資産）登録日より10年間財産税免税

•	 10年間経済特区の土地区画に対する地税免税

•	 課税の際に減価償却率上昇（減価償却率は標準減価償却率の2倍以下）

現時点での進出企業は49社
連邦政府および地方行政府から、経済特区「アラブカ」のインフラ整備に6億570万ドル以上が配分されました。
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経済特区「インノポリス」	

www.innopolis.com

インノポリスは、ロシア連邦の革新的な可能性を強化しながら、全国の若い高技能専門家を一つにする、新しい街
のプロジェクトです。経済特区は、入居者が事業を順調に進め、プロジェクトを効果的に開発するのに最適な条件
が整えられた、インノポリスのエコシステムの重要な部分、投資価値の不可欠な要素です。

インノポリスは、タタールスタン共和国にあるロシアの新都市です。インノポリスの経済の礎はハイテク産業です。
最新式の住居インフラ、エコロジー、安全の整った、教育と専門的な開発の幅広い機会のある、特別な都市です。

インノポリスに入居すると、次のような優遇措置
を受けることができます。

•	 特別な税制

•	 特別な通関制度

•	 優遇条件での必要インフラの使用

•	 優遇借地条件

•	 高技能人材の採用

•	 外国の高技能専門家を呼び込む機会の増加

•	 簡易化された官僚的管理

155,000人
入居予定

60,000
人の高技能専門家
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優先的社会経済発展区域「ナベレジヌィエ・チェルヌィ」は2016年に創設されました。

優先的社会経済発展区域(TOSER)は、「閉鎖都市」を含むロシア連邦構成主体の領域の一部で、ロシア連邦政府の
決定に従い、投資を呼び込むための環境を整え、経済発展を加速させ、入居者の活動に快適な条件をつくる目的
で、事業活動およびその他の活動の特別な法的制度が設けられています。

期間は10年、さらに5年の延長が可能です。

入居者の投資プロジェクトに対する要件は次の通りです。
•	 「ナベレジヌィエ・チェルヌィ」内で投資プロジェクトを実現

•	 許可される経済活動種

•	 雇用創出
•	 新しい企業～プロジェクトの初年度に20人以上
•	 既存の企業～過去3年の平均従業員数以上

•	 設備投資額は登記簿登録後1年間500万ルーブル以上、以降は5000万ルーブル以上。

•	 外国人人材の呼び込み

優先的社会経済発展区域	
「ナベレジヌィエ・チェルヌィ」
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テクノポリス	
「ヒムグラド」
www.himgrad.ru
テクノポリス「ヒムグラド」は、2006年に創設され
たロシア初の認可テクノパークです。運営会社は
OAO「イデヤ・カピタル」。

入居者は、小化学、ポリマー加工、ナノテクノロジ
ー、省資源およびエネルギー効率、医療技術の
分野の企業です。ヒムグラドは、サービスの質と
入居条件の面で国際企業の期待に応える世界ク
ラスのプラットフォームです。

工業団地	
「チストポリ」
www.chistopolinvest.ru
工業団地「チストポリ」は、道路、電気・ガス・水道
設備、下水処理設備などの共同インフラのある
292ヘクタールの産業領域で、建設準備中です。

インフラ
•	 集中ガス供給方式、インターネット接続

•	 45MW級ボイラー（カテゴリーII）

•	 575m3／時の水供給

•	 259m2／時の集中排水方式

131ha
のテクノポリスの面積

292ha
の工業団地6,900人

平均従業員人数（毎年550人増加）

8MW
の電力

260社
の入居企業

500,000m²
の施設面積
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KIP「マステル」
www.kipmaster.ru
創設日～2004年7月29日

OAO「KIP『マステル』」は、生産・技術、消費の用途の競

争力のある商品とサービスづくりを目的とした、効率的

で回収スピードのはやい投資プロジェクトに開放され

ています。KIP「マステル」は、機械建造分野に特化した、

比類なき工業団地です。中小企業関係者をつなげる場

所です。大企業にとって費用対効果の低い自動車部品

を生産し、費用対効果をあげることが急務であったた

め、工業団地の建設は急ピッチで進められました。

工業団地	
「チュリャチ」
工業団地「チュリャチ」は2012年に創設されました。農

村地域にある初期の団地です。専門分野ではなく、様

々な分野の製品の原材料に基づいたプラットフォー

ムです。製造発展の無限の可能性を秘めたポリマー

材料に特化しています。

工業団地「チュリャチ」は、次を目的として創設されま

した。

•	 2015年までに、30～35のハイテク工場を呼び込む

•	 2015年までに350～450人、2018年までに900人以上

の雇用を創出し、チュリャチ地区の人口流出を5割以上

削減する

•	 地方予算の歳入を25～35%増やすことに寄与する	

•	 チュリャチおよび周辺地域で、起業家精神を育てる新

たな機会と刺激をもたらすことに寄与する

•	 さらなる発展のため、最新式の生産・科学実験的インフ

ラの礎をつくる

260
社の入居企業

60,000m²
の事務所

369,500m²
の工場
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工業団地「カムスキエ・ポリャヌィ」
2008年に創設された「カムスキエ・ポリャヌィ」は、自動車、家具、繊維、包装材料、消費財用のポリマー加工を専門

とした工業団地です。タタールスタン共和国にポリマー加工のハイテク工場ネットワークをつくることを目的とし

て、創設されました。

現時点で、総面積は230ヘクタール以上であり、次を含む、必要なインフラがすべて整っています。

•	 能力60MW、自由熱供給源10Gcal／時の自動モジュラー式ボイラー

•	 最大10MWの電力

•	 12気圧の新しいガス管による給ガス、3気圧レベルの消費者への給ガス分配点

•	 最大5000m3／日の作業用・飲料用集水器の給水

•	 最大5000m3／日の作業用・トイレ用下水システム

•	 通信（固定電話、携帯電話（Megafon、Beeline、MTS））、インターネット（光ファイバー）

交通アクセスが次の通りに便利です。

•	 「ニジネカムスク－チストポリ－カザン」道にあります

•	 連邦道路M7「ボルガ」まで90kmです

•	 国際交通回廊「ヨーロッパ－中国西部」の一部「シャリ－バヴルィ」高速道路（建設中）まで90km

•	 「ナベレジヌィエ・チェルヌィ－ザインスク－アリメチエフスク－ブグリマ」道まで50km

•	 最寄りの都市は次の通りです。ニジネカムスク（50km）、ナベレジヌィエ・チェルヌィ（90km）、チストポリ

（60km）、ザインスク（50km）、アリメチエフスク（100km）、カザン（190km）、モスクワ（1000km）

•	 最寄りの鉄道駅は次の通りです。ニジネカムスク（50km）、ザインスク（50km）、クルグロエ・ポレ（75km）

•	 国際空港「ベギシェボ」まで70km

さらに、最大500m2のオフィススペースを借りることも可能です。また、専門の警備会社のサービスもあります。

www.kamapark.ru
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産業
タトネフチ
www.tatneft.ru
タトネフチは、タタールスタン共和国のアリメチ
エフスクに本社を置く、ロシアの垂直統合石油ガ
ス会社です。ロシアでは6番目に大きい石油会社
です。

OAO「タトネフチ」の業種は次の通りです。
•	 石油とガスの調査および採掘

•	 ガス・石油精製およびマーケティング

•	 石油製品

•	 銀行サービス（子会社「バンク・ゼニト」および
「バンク・デヴォン・クレジット」を通じて）

カマズ
www.kamaz.ru
カマズは、タタールスタン共和国のナベレジヌィ
エ・チェルヌィにあるロシアのトラック・メーカー
です。
1976年に創設されました。今日、大型モデルは、
東欧、中南米、中国、中東、インドネシア、インド、
北アフリカを含む、世界の多くの地域に輸出され
ています。カマズ・トラックは「ダカール」ラリーで
記録的な13回の優勝を果たしています。
カマズはロシアおよびCIS諸国の最大手トラッ
ク・メーカーです。年間4万3000台を製造してい
ます。

43,000
台のトラックを年間製造
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カザンの	
ヘリコプター	

www.russianhelicopters.aero
「ロシア・ヘリコプター」は、ヘリコプター分野の世界
的な大手企業で、ヘリコプターを開発、製造するロシ
ア唯一のメーカーです。また、最新式の民間ヘリコプ
ターおよび軍用ヘリコプターを設計、製造、試験、メン
テナンスできる世界でも数少ない企業の一社です。
ホールディング「ロシア・ヘリコプター」は、国営企業「
ロステフ」の傘下にあります。「ロシア・ヘリコプター」
は次の通り、世界市場の最も有望な部門のリーダー
です。
•	 ロシアおよびCIS諸国で第1位のメーカー
•	 中重量級、超重量級ヘリコプターの部門で世界
第1位のメーカー

•	 攻撃ヘリコプターの部門で世界第1位のメーカー
ホールディングに属する企業は、世界で最も売れてい
る技術や記録を更新している技術の開発企業です。

	
	

www.zdship.ru
OAO「A.M.ゴーリキー・ゼレノドリスク工場」は、2005
年に産業活動110周年を迎えたロシアの大手企業で
す。PMSP「A.M.ゴーリキー・ゼレノドリスク工場」の生
産・技術ベースは、中小規模の様々な船舶の建造を
可能にするすべての最新造船種を網羅する工場複合
体から構成されています。強力なクレーン設備、冬期
水域解凍システムのある進水湿ドックを備えた閉鎖
式造船台で、先進ブロック工法によって船舶が建造さ
れています。これにより、気象条件に左右されること
なく、年中、高度な技術的準備のできている船舶の進
水、係留試験を実施できます。

A.M.ゴーリキー	
ゼレノドリス	
ク工場
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プロスタ・マ	
ラコ	

www.tatarmilk.ru
「プロスタ・マラコ」は、タタールスタン共和国の最大
手牛乳加工企業であり、ロシア唯一の一貫生産農業
工場です。	

牛乳工場は9工場あり、うち5工場は共和国有数の大
規模工場です。すべて、ハイテク機器を備えた最新式
の工場です。

NEFISグル	
ープ	

www.nefco.ru
「NEFISグループ」は、ロシアの大手日用品メーカー
です。油脂製品と家庭用化学品を生産しています。

OAO「NEFISコスメティックス」は、家庭用化学品（石
鹸、洗剤、ドライクリーニング剤、液体洗剤）、ローソク、
工業用脂肪酸、グリセリン、可塑剤、浮遊剤、樹脂など
の化学製品のメーカーです。

インヴェント
企業グループ「インヴェント」は、エネルギー、石油・ガス、建設、産業市場で活動するロシアの大手製造・エンジニアリング・
ホールディングです。配電機器、高電圧ケーブル、熱技術製品、金属構造、石油化学および石油生産用化学薬品などを生産
しています。

ニジネカムスクシナ
shinakama.tatneft.ru
PAO「ニジネカムスクシナ」は、ロシアおよびCIS諸国における最大手タイヤ・メーカーです。KAMA、KAMA	EUROなどの車の
タイヤを生産しています。科学技術センター「カマ」の専門家による開発品を含む200以上のサイズとモデルのタイヤがそろ
っています。外国メーカーのFiat、Volkswagen、Skodaの自動車工場用として正式に認定されたタイヤを納入する、ロシア市
場初のサプライヤーです。OAO「ニジネカムスクシナ」はロシア市場の第1位のサプライヤーです。
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ニジネカムスクネフチェヒム
www.nknh.ru
ロシア最大の石油化学複合体は、ニジネカムスクにあります。ニジネカムスクネフチェヒムはイソプレンゴムの
世界市場で43%のシェアを誇り、合成ゴムの世界市場の主要な参入企業となっています。16%はブチルゴムです。
同社のゴムを、世界の大手タイヤ・メーカーすべてが使用しています。ロシア最大手のスチレン・プラスチック（ポ
リスチレンとABS）メーカー、ロシアの大手ポリエチレン・ポリプロピレン・メーカーで、ロシアのプラスチック市場
で上位に位置しています。すべてのプラスチック工場がここ15年で建設された施設であるため、最新式の世界的
に認められた技術に基づいており、幅広い製品を提供する能力があります。

製品は、合成ゴム、プラスチック、モノマー、オレフィン誘導体などです。
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タタールスタン共和国の世界ブランド
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輸送インフラ
輸送は、タタールスタン共和国の生産・社会インフラの重要な側面の一つです。交通の連絡は、地域の領土保
全、経済空間の統一の主な指標です。タタールスタン共和国とロシアの他の地域を結びつけ、世界経済システム
との統合の基礎になっています。
タタールスタン共和国は次の主な交通路の交差する場所に位置しています。
•	 シベリア、ウラル、東欧、ロシア西部を結び、東西に延びる道路および鉄道路線
•	 黒海、沿ボルガ、モスクワ州、レニングラード州を結び、南北に延びる道路、鉄道、川

タタールスタン共和国には発達した交通網があります。次の道路、鉄道、4本の航行河川を中心としています。ボ
ルガ川、カマ川、ビャトカ川、ベラヤ川、石油・ガス・パイプライン、多数の航空路。

タタールスタン共和国を通る共和国道、連邦道の総延長は1万4600km。うち1071.8kmは連邦道（M7「ボルガ」
、M5「ウラル」、「カザン－ウリヤノフスク」、「カザン－オレンブルク」）です。主な鉄道は、ゼレノドリスク、カザン、
アグルィズ（モスクワ－エカテリンブルク道の一部）を通り、また共和国南東部の産油地域（モスクワ－チェリャビ
ンスク道の一部）を通ります。大きな交通ハブは、カザン、アグルィズ、ゼレノドリスク、ブグリマ、ナベレジヌィエ・
チェルヌィの都市です。

大陸間回廊「西ヨーロッパ－中国西部」はカザンを通過します。タタールスタン共和国には貨物港3港、旅客港4港
（カザン、ナベレジヌィエ・チェルヌィ、チストポリ、ニジネカムスク）、河川ターミナル6カ所があります。カザン河
港は、ヨーロッパ・ロシア、バルト海、白海、カスピ海、アゾフ海、黒海の統一深水系と結ばれています。

タタールスタン共和国は、東ヨーロッパ最大のパイプライン・センターです。主要な石油・ガス・パイプラインは、
アリメチエフスクとブグリマから、北東（ペルミ）、東（ウファ）、南東（オレンブルク）、南西（サマラ）、西（カザン）に
放射状に分岐しています。タタールスタン共和国からヨーロッパ諸国に石油を輸送するパイプライン「ドルジバ」
の起点です。

共和国の主要都市は、ロシアとCISの37都市、外国と定期航空便で結ばれています。	
また、国際空港「カザン」および「ベギシェボ」の2空港が共和国にあります。



カザン、上空からのパノラマ
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「	スヴィヤシュスク地域間複	
合物流センター」

2010
プロジェクト開始

2010
建設第1期

2016～2018
経済特区創設、投資施設建設

スヴィヤシュスク地域間複合物流センター（SMMLTs）は、連邦道に出ることが可能な国際交通回廊「南北」と「東西」
の交差する場所に位置しており、沿ボルガ川の貨物輸送の交通・物流システムの中核になり得る施設です。

ターミナルは、沿ボルガ全域の輸出入貨物の大きなハブとなり、また国際交通回廊の貨物輸送の重要な河港にな
ります。

国際交通回廊の貨物輸送により、「ドア・ツー・ドア」の宅配のコストを最小化し、国内外の消費者の輸送サービスに
対する基本的要求を満たすことができます。

SMMLTsの施設
•	 鉄道・自動車道ターミナル

•	 河港

•	 積み込み・積み下ろし・プラットフォーム

•	 サービス施設
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2,233km
ロシア通過

3,425km
中国通過

2,787km
カザフスタン通過

交通回廊「西欧－中国西部」
このプロジェクトの主なメリットは、既存の代替交通回廊（シベリア鉄道やスエズ運河を通る海路など）と比べて優
れている、距離の長さと所要時間の短さです。

海回廊では45日、シベリア鉄道では14日かかりますが、中国の連雲港を出発してヨーロッパに入る交通回廊「西
欧－中国西部」では10日しかかかりません。このプロジェクトには、次の主要な3方向があります。中国－カザフスタ
ン、中国－中央アジア、中国－カザフスタン－ロシア－西ヨーロッパ。

すでに、道路の強度および耐久性を著しく高める、コンクリート被覆を含む新しい建築材料の広範な使用が始まっ
ています。

回廊サンクトペテルブルク－モスクワ－ニジニ・ノヴゴロド－ニジニ・ノヴゴロド－カザン－オレンブルク－アクト
ベ－クズル－オルダ－シムケント－タラズ－コルダイ－アルマトイ－ホルゴス－ウルムチ－蘭州－常州－連雲港
の総延長は8,445kmです。
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カザン・エクスポ
展示センター「カザン・エクスポ」の建設は2018年までに完了する予定です。ここでプロのスキルの世界大会「国際
技能競技大会2019」が行われます。

カザン・エクスポは、主に次の3つの部分から構成されています。大展示パビリオン3館、仮設パビリオン設置領域、
ホテル。また、プレスセンター、事務所、VIP／ビジネス・ゾーン、ワークショップ、小売スペース、外食ゾーン、医療施
設、698台の駐車場もあります。

大規模な国際イベントの国内有数の会場になります。

169,000m²
総面積

65百万米ドル
投資総額

113,000m²
展示センター
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国際技能競技大会2019
国際技能競技大会は、2年おきに異なる国で開催される若者のプロのスキルの国際大会です。

2019年にロシアで初めて開催されます。その開催都市がカザンです。カザン国際技能競技大会2019は、新しい高み
と大きな展望、新しいグローバル・パートナーを引きつける機会、プロジェクト実施で新しい市場に参入する機会で
す。

カザンには、参加者数の多い大規模なイベントの豊富な開催経験があります。2019年までに、カザンでサミット、会
議、フェスティバル、競技大会を含む20以上の国際スポーツ・イベント、40以上の国内外のイベントが開催される予
定です。重要な有形遺産と無形遺産、経験、必要なインフラと資源のあるカザンは、野心的なプロジェクトを開催で
きます。

www.worldskills.ru
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外国企業のロシアでの登記

今日、ロシア連邦には、外国の事業展開の3つの主な方法が
あります。
•	 子会社
•	 現地事務所
•	 支社

第1案：子会社
有限責任会社（OOO）
OOOは、企業の所有者（創業者）に義務づけられる要件が
最も小さい（最も少ない）、一般的な法的独立形態（法人）の
一つです。OOOの（株式）資本には、株主証として機能しな
い株式、したがって、ロシア法の要件に従い、指定されたロ
シア国家協会の有価証券として登録対象になることのない
株式があります。企業の各所有者の（資本における）出資比
率（株式）は、資本への（金銭的）貢献の規模によって定めら
れます。

株式会社（AO）
株式会社は通常、より複雑な要件が課されるもので、ロシア
で新しい企業を設立する際に用いられます。具体的には、次
の通りです。
株式会社には、公開株式会社（出資者は無制限）と非公開
株式会社（出資者は50人以下）の2つの主要な形態があり
ます。
株式会社の資本金は、ロシア法の要件を満たす株式会社の
株数に配分されます。
この形態の登記は財務機関で行われます。

第２案：現地事務所
外国企業は現地事務所を用いて、ロシアで商業活動を行う
ことができます。外国企業の現地事務所は独立した法人で
はなく、ロシアで外国企業の利益を代表する場所です。現地
事務所長は、外国企業によって任命され、代表人の権限に
基づいて活動します。現地事務所は、ロシア連邦司法省ま
たはロシア商工会議所（選択は認定条件に影響）に登記さ
れます。
認定に加えて、現地事務所の登記プロセスには、税務署へ
の登記、統計データと国家予算外基金の主な内容、銀行口
座の開設が含まれます。

第３案：支社
外国企業は支社を用いて、ロシアで商業活動を行うことがで
きます。外国企業の支店は、独立した法人ではありません。機
能の全部または一部を実行する、企業の下部組織です。支店
には、独立した商業活動を行う権利があります。支店は、ロシ
ア連邦司法省国家登記所で認定されなければなりません。
認定に加えて、支店の登記プロセスには、財務機関への登
記、主な内容が含まれます。



41

タタールスタン共和国投資開発局

移民政策	

外国人および無国籍者は、ロシア連邦が認める有効な身分
証明書類、ロシア出入国ビザを提示する必要があります。外
国人の身分証明書類は、ロシア連邦の国際条約に従って認
められたもの（外国人のパスポートまたはその他の書類）
です。
ロシア連邦へのビザなし入国は、ロシア連邦とビザなしの
出入国および滞在に関する相互的な国際協定に署名してい
る国の市民に許可されます。（相互ビザなし出入国協定は、
アゼルバイジャン、アルメニア、ベラルーシ、モルドバ、カザ
フスタン、キルギス、タジキスタン、ウズベキスタンとの間で
結ばれています）

ロシア連邦の市民権は、次の理由、出生によって取得でき
ます。
•	 ロシア連邦の市民権の一般的な手続きの承認の結果
として

•	 ロシア連邦の市民権の簡易的な手続きの承認の結果
として

•	 ロシア連邦の市民権の回復の結果として
•	 当該のロシア連邦法またはロシア連邦の国際条約で
定められるその他の理由に基づいて

一般的な手順と簡易的な手順の違いは、根拠、条件、書類審
査期間、（すべての必要かつ適切に手続きされた書類の提
出日より、一般的な手順で1年以内、簡易的な手順で6カ月
以内）および決定権限です。決定を行うのは、一般的な手順
ではロシア連邦大統領、簡易的な手順ではロシア連邦移民
局のロシア連邦構成主体の出張所長です。いかなる市民権
の付与クォータもありません。社会的、人種的、民族的、言語
的、または宗教的な属性を理由に、ロシア連邦の市民権を
取得する優先権は確立されていません。
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タタールスタン共和国にある	
総領事館と代表部

ベラルーシ
大使館部門
g.	Kazan’,	ul.Karla	Marksa,	61	
420015、+7	(843)	236-99-48

イラン
総領事館
g.	Kazan’,	ul.Spartakovskaya,	6	
420107、+7	(843)	526-58-49

カザフスタン
総領事館
g.	Kazan’,	ul.Karla	Marksa,	8/13	
420111、+7	(843)	202-05-92

ハンガリー
大使館部門
g.	Kazan’,	ul.Spartakovskaya,	6	
420107、+7	917	266-26-99

トルコ
総領事館
g.	Kazan’,	ul.Gor’kogo,	23/27	
420015、+7	(843)	299-53-10

フランス
名誉領事館
g.	Kazan’,	ul.Vladimira	Kulagina,	1	
420054、+7	(843)	278-49-59
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タタールスタン共和国の在外代表部

カザフスタン
ルスタム・ヴァリウロフ
在カザフスタン・タタールスタン共和国全権代表部
所在地：RK	g.	Astana,	ul.Bogembai	Batyra,	6,	ofis	VP-2
電話：+7	(7172)	230-210、+7	(7172)	230-225
FAX：+7	(7172)	230-210
E-mail：tatpred@gmail.com

フランス
イスカンデル・ユスポフ
在フランス・タタールスタン共和国全権代表部
所在地：45	rue	de	Lourmel,	75015	Paris,	France
電話：+33	(1)	462-230-03
FAX：+	33	(1)	462-230-04
E-mail：lskander.fr@mail.ru

トルコ
アイラト・ガタウリン
在トルコ・タタールスタン共和国全権代表部
所在地：Turkey,	Istanbul,	Ruzgarlibahce	Sok.
Yesa	Is	Merkezi,	Blok	1,	Kat	6,	Kavacik
電話：+90	(216)	537-77-00
FAX：+	90	(216)	537-77-02
www.tatartrade.com

アゼルバイジャン
アルフレド・ザキロフ
在アゼルバイジャン・タタールスタン共和国定常代表部
所在地：Respublika	Azerbaidjan,	g	Baku,
ul.Suleimana	Rustama,	55a
電話：+	994	(12)	440-96-29、+	994	(12)	441-89-94
E-mail：postpred.az@mail.ru

トルクメニスタン
ルスラン・カビロフ
在トルクメニスタン・タタールスタン共和国全権代表部
主要事務所：744001,	Turkmenistan,	g.Ashhabad,
pr.Bitarap,	102	kv.28
電話/FAX：+7	(99312)	21-76-34
追加事務所：744000,	Turkmenistan,	g.Ashhabad,
ul.Bitarap	Turkmenistan	shaely,
602	uchebno-servisnyi	tsentr	«KamAZ»
電話/FAX：+7	(99312)	23-40-25(26)

全権代表部：
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タタールスタン共和国通商・経済代表部

ベラルーシ
イレク・ガフィヤトゥリン
在ベラルーシ・タタールスタン共和国通商・経済代表部
所在地：Respublika	Belarus’,	220012
g.	Minsk,	ul.K.Chornogo,	21a
電話：+375	(17)	268-13-54
FAX：+375	(17)	268-13-59
E-mail：tatarstan_bel@mail.ru

ウクライナ
ロスチスラフ・ヴァヒトフ
在ウクライナ・タタールスタン共和国通商・経済代表部
所在地：Ukraina,	252021	g.	Kiev,	ul.Grushevskogo,	28/2
電話：+38	(044)	253-55-88
FAX：+38	(044)	253-35-15
E-mail：office@tprt.com.ua

ウズベキスタン
ラミリ・シャキロフ
在ウズベキスタン・タタールスタン共和国代表部
所在地：Respublika	Uzbekistan,	700031
g.	Tashkent,	ul.V.	Vahidova
電話：+998	(71)	12-03-017
FAX：+998	(71)	252-40-22
E-mail：prtuz@mail.ru

キューバ
レイラ・タゼジノワ
在キューバ・タタールスタン共和国通商・経済代表部
所在地：Cuba,	N1,	vedado	Ciudad	de	la	Habana
電話：+53	(7)	204-98-66
FAX：+	53	(7)	204-56-65	(+8)
E-mail：adci@enet.cu

フィンランド
アリビナ・ラヒムリナ
在フィンランド・ロシア連邦通商代表部付属タタールスタン
共和国通商・経済代表部
所在地：Neovostoliiton	Kaupallinen	Edustusto
Suomessa,	Tehtaankatu	1	C
00140	Helsinki	14	Finland
電話：+358	(9)	664-528
FAX：+358	(9)	652-435
E-mail：tat.repr@kolumbus.fi
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チェコ
ズファル・アブドゥルガレエフ
在チェコ・タタールスタン共和国通商・経済代表部
所在地：Sibirske	nam.,	1027	16000	Praha	6	CR
電話：+420	224-311-268
FAX：+420	220-517-081
E-mail：tatarcz@volny.cz

スイス
グゼリ・サリホワ
在スイス・タタールスタン共和国通商・経済代表部
所在地：Switzerland,	1204,	Geneva,	Rue	de	la	Rotisserie,17
電話：+41	(22)	310-85-57
FAX：+	41	(22)	310-85-57
E-mail：tatarstan@bluewin.ch

アメリカ
ロベルト・ガリウリン
在アメリカ・ロシア連邦通商代表部付属タタールスタン共和
国通商・経済代表部
所在地：USA,	2001,	Washington,	Connecticut	Avenue
電話：+1	(202)	232-59-88
FAX：+1	(202)	232-29-17
E-mail：Roert.Galiullin@tatar.ru

中国
マルセリ・ギリャゾフ
在中国タタールスタン共和国通商・経済代表部
所在地：100600	中国北京市東城区東直門内大街馬杓胡同甲27号
電話：+86-10-844-076-28
FAX：+86-10-844-076-28
E-mail：Marsel.Gilyazov@tatar.ru
ウェブサイト：http://www.russchinatrade.ru

アラブ首長国連邦
ティムール・ハイルジノフ
在ドバイ・タタールスタン共和国通商・経済代表部
E-mail：RepresentationDubai@tatar.ru
所在地：Dubai	(UAE)	Р.О.Box	116742	Business	Bay,
Citadel	tower,	office	2903
電話：0097	143	605	477
FAX：0097	143	605	477
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420049	Russia	Respublika	Tatarstan,	Kazan’
Agronomicheskaya	d.	11,	420049
電話：+7	(843)	570-40-01
FAX：+7	(843)	570-40-01
e-mail：tida@tatar.ru

www.tida.tatarstan.ru

www.invest.tatarstan.ru






