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60,000社以上
の企業が 
本拠地を置く

外資系企業 
220社以上

Fortune 500大
企業7社の本
拠地7

毎年20以上の国
際フェスティバル
開催

1 15ヶ国以上か
ら1 ,700名以上
の留学生

70以上の国際
クラブや組織

米国バージニア州	
リッチモンド地区
国際ビジネスに最適な場所



リッチモンドにある日系企業
30ヶ国から220社以上の外資系企業がリッチモンド地区に230以上の施設を有しています。こうした企業では21,000人以上を雇
用し、さまざまな製品とサービスを提供しています。当地区には以下を含め16 の日系企業が存在します：

ビジネスクラスター
リッチモンド地区は、Fortune 1000大企業から2人で起業するスモールビジネスまでを含め、60,000社以上の企業が本拠地を置
いています。最強のビジネスクラスターには次が含まれます：
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リッチモンド空港
は北米で2番目に

効率的な空港

輸送およびインフラ
n リッチモンドは戦略的地の利が活かせる、東海岸の中央、ワシ
ントンDCから約160㎞（100マイル）に位置しています。
n 都市部には三つの州間ハイウェイが通っており、アクセスに便
利。
n 全国の消費者の45％以上が一日の運転で届く距離以内に居
住。 
n	全米2大鉄道会社CSXとノーフォーク・サザンが鉄道貨物サー
ビス、アムトラックが旅客鉄道サービスを提供。
n リッチモンド国際空港（RIC）では、全世界の目的地に向けて乗
継便を含め1日約200便運航しています。全米最大級の国際空港
の1つワシントンダレス国際空港（IAD）は、リッチモンドから190㎞
（120マイル）に位置し、全国の約50の目的地に直行便を運航中。 
n リッチモンドマリンターミナル(RMT)はジェームス川のマルチ
モーダル型物流拠点です。また、リッチモンド地区の荷主はハン
プトンロードにある東海岸で3番目に大きいコンテナ港のバージ
ニア港から160 km (100 マイル)というメリットを享受できます。

UPSとFedExが
地区物流ハブを

展開

ブラザー工業株式会社 (Brother Industries, Ltd.) 電子及び電気機器

日立製作所 (Hitachi Ltd.) メインフレームコンピューター

川崎汽船株式会社（Kawasaki Kisen Kaisha） 海運

マツダ株式会社（Mazda Motor Corporation） エンジンおよびトランスミッションの再製造

住友商事株式会社（Sumimoto Corporation） 切削工具卸売

サンジルシ醸造（San-Jirushi Corporation） たまり醤油、アジア調味料、サラダドレッシング、スープ、クラッカー

帝人デュポン（Teijin Group & Dupont） 単体プラスチックフィルムおよびシート

和光純薬工業株式会社（Wako Pure Chemical Industries, Ltd.） 特殊化学製品

サプライ 
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n リッチモンドは埼玉市の姉妹都市です。
n バージニア州には12,000名以上、リッチモン
ド地区には約1,000名の日本語を話す人が住ん
でいます。
n  ワシントンダレス国際空港から東京まで直
行便が運航しています。
n 早稲田大学(リッチモンド大学)	 や名古屋学院
大学(ランドルフ・メイコン大学)など、日本の大
学との国際パートナーシップや交換留学生制度
があります。
n  地区で最も活動的な組織には、日本バージ
ニア協会、リッチモンド日本語補習校、バー
ジニア州アジア商工会議所、日本大使館（ワ
シントンDC）が含まれます。
n	地元のビジネスや文化的取り組みには、リ
バーシティ太鼓、リッチモンド生け花、リッチモ
ンド桜祭、アジア系アメリカ人フェスティバル、	

バージニア州アジア工商会議所祭が含まれま
す	。

n リッチモンド地区は教育水準が高く、25
歳以上の人口の60%がカレッジ教育を受け
ているか、学士号以上の学位を有していま
す。
n リッチモンドの都市部には、州全
体の40以上の地区から労働者が
集まります。
n 受賞暦がある評価の高い公
立校はさまざまな私立校や教
区学校で補完されています。
n バージニア州コモンウェルス
大学の26の大学院課程と専門プロ
グラムは最高クラスです。
n リッチモンド大学は国際ビジネスプログ
ラムで4位にランクされ、学部生の60%以上
が留学した経験があります。

n 公立校と私立校で国際バカロレアプログ
ラムが利用でき、生徒に21世紀に相応しい
グローバルな教育機会が提供されます。

n  受賞暦がある評価の高い公立校はさ
まざまな私立校や教区学校で補完
されています。

n Community College Workforce Al-
lianceを通じて労働力開発コ－
スとサ－ビスが提供されます。

n  地元の国際コミュニティによ
る言語と文化クラスを週末と夜間

の特別学校で受講できます。

一流の労働力と教育システム

外国直接投資 
に適したトップの 
中規模米国都市 

- fDi Intelligence、 
2019年7月

バージニア州に住
む日本語を話す人

は12,000人以上

リッチモンドは
埼玉市の姉妹都

市です

リッチモンドにあるメイモント公園の日本庭園

日系コミュニティとの繋がり

リッチモンドについてのデータ

人口 130万6172人 
(全米で44番目の規模)

労働者数 
25歳～64歳 68万912人

中央値年齢 38歳

タイムゾーン
東海岸 

（リッチモンド、ワシントン、 
ニューヨーク）GMT-5時間

面積 14,807 km²（5,717平方マイル）

天候
温暖湿潤気候
平均気温（7月）25.6°C
平均気温（1月）2.1℃

リッチモンドに住む
n  受賞歴のある当地区の住居選択肢は、ダウンタウンにある倉庫を
改装したアパートからゴルフコース、ウォーターフロントコミュニテ
ィ、農園まで幅広くあります。
n 活気あふれるアートと文化のコミュニティに
は、20以上の美術館やギャラリー、リッチモンド交
響楽団、リッチモンドバレエ団、バージニアオペ
ラ、コンサート、音楽フェスティバル、遊園地や
130以上の史跡があります。
n 約30のゴルフコースと100以上の公園。
n トレイルランナーが選ぶ7大都市の1つであ
り、UkropのMonument Avenue 10Kは全国でもトップ	
クラスにランキングされています。
n 米国最高レベルのアーバンマウンテンバイクトレイルシステムがあ
り、2015年ワールドチャンピオンシップの自転車イベントが開催され
ます。

ビジネスに最適
な州 

- CNBC、 
2019年7月

リッチモンド大学
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バージニア州 - ビジネスに最適な州
n 2012年以来、国際企業により2万600人以上の新規
雇用と、40億ドルの投資
n 40ヶ国以上から700社を超える外資系企業の拠点
n  1972年から州法人所得税は国内で6番目に低い
6%維持
n 適度な給与を保証する労働権利法により、組合加
入率が低く、失業手当や労災費用は全米一番低い
n 労働生産性は上位10州にランクイン

リッチモンド都市部：商業の中心部 
リッチモンドはバージニア州の州都で、商業、政府、
教育の中心地です：
n 会計、金融、法的サービスプロバイダーを含め、
国際的な実績を持つ多言語スタッフですべてのビ
ジネスサポートサービスが利用可能
n Fortune 500大企業７社、Fortune 1000大企業3社の本
拠地
n 約30校の大学に約80,000名の学生が在籍し、年間
14,000以上の学位が授与
n 生活費は5パーセント全米平均より低く、ニューヨ
ークやロサンゼルスなどの大都市よりも大幅に低
め
n  リッチモンド都市部は363都市で全米44番目大規
模経済圏
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Greater Richmond Partnership, Incは、リッチモンド市、チェスターフィールド、ハノーバー、ヘンライコ各郡を代表する地域経済開発グループです。	

新規投資や規模拡大を計画する国内企業と外資企業に立地支援やその他のサービスを提供します。


