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エッシュボーンへようこそ！
ヨーロッパとドイツの中心 -
フランクフルト・ライン=マイン都市圏地方へようこそ！

上海
10 時間

東京
11 時間

ロンドン
1.5 時間

モスクワ
3 時間

ニューヨーク
8 時間
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6.5 時間

チューリッヒ

1 時間

パリ
1 時間

エッシュボーン－世界に近い場所

エッシュボーン

ソウル
10 時間

テルアビブ
4 時間

ムンバイ
8 時間



ヘッセン -強い経済力 & 国際的

• ドイツの州の中で第 4 位 * -ヘッセン州は、豊かさ、構造、雇用市場において高い評価を受けています

• 約 12,500 の外資系企業 -外資系企業の数がドイツ国内で最多

• 190 カ国から 105 万人が居住 (2017 年)

• 労働者 1 人につき 81,300 € の国内総生産 (ドイツ国内の平均を 10 % 上回る) (2017 年)

• 総粗付加価値の 75 % はサービス部門から生産

• ヘッセンの企業の 90 %以上は中小企業

ヘッセン州議会ESA - コントロールセンター 欧州中央銀行
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ヘッセン/ドイツ

*IW-Consult、ポートフォリオランキング 2012 年
住民数: 624 万人、労働者数: 343 万人 (2017 年 9 月 30 日)



• フランクフルトは、ドイツの30 の大都市のランク付け (立地指数) *で第 1 位。特に、教育、イノベーション、
国際性、インフラストラクチャーにおいて優れた評価を受ける

• 欧州の経済・商業の中心として第 3 位、世界では第 10 位**

• この都市圏地方は、経済、化学/医薬/バイオ科学、流通/交通、情報/通信技術、コンサルティング、文
化およびクリエイティブ産業の6 クラスターを特徴としています

• 大学とポリテクニック 15 校、私立およびキリスト教単科大学 12 校、芸術大学 3 校、アカデミー 7 校および
インターナショナルスクール 13 校が未来の担い手を育成

• 110 の領事館、60 の外国機関および商業興信所

フランクフルト・ライン=マイン -多様性に富む都市圏地方

欧州中央銀行とスカイライン フランクフルト国際空港 ゲーテ大学 サイエンスキャンパス

*    HWWI/Berenberg 都市ランキング、2015年度 (N = 30、住民数を基準としたドイツの大都市)
** QFC: 世界金融センター指数 24、2018 年
住民数: 572 万人、労働者数: 227 万人、学生数: 244,000 人 (2016 年)



フランクフルト・ライン=マイン -将来性のある都市圏地方

• ドイツ国内の金融 IT 地方ランキングで (ベルリンとミュンヘンに続き) 第 3 位*

• フランクフルトの TechQuartier = 金融 IT のための中央化された独立施設とコミュニティー
• 多様性に富むスタートアップおよび金融 IT イニシアチブ – Startup Safari、Fintech Forum、EY 

Startup Academy、Deutsche Börse Venture Network、Accelerator Frankfurt、Unibator (ゲーテ
大学) …

• フランクフルトのスタートアップの中心: Fintech、AI、Big Data & Analytics、Cybersecurity **

• フランクフルト・ライン=マインには少なくとも 32 の起業センター、18 のコワーキングスペースがあり、こ
れらは増加傾向にあります。当地方のスタートアップ エコシステムは繁栄を誇ります***

• 目標: 2022 年までにフランクフルト・ライン=マインを世界をリードするスタートアップ地域にすること****

フランクフルトの TechQuartier エッシュボーンのコワーキングスペース 基本計画 FinTech

*       comdirect、FinTech-Hub-Ranking, 2017 年
**     Startup Genome LLC、2018 年
***   知識地域フランクフルト・ライン=マイン、知識アトラス、 2018 年
**** スタートアップ地域フランクフルト・ライン=マインの基本計画、2018 年



大都市と自然の間に - マイン＝タウヌス郡

• マイン＝タウヌス郡は、ドイツ国内の 401 の郡の地域ランキング*で第 4 位

• マイン＝タウヌス郡は、将来性アトラス**において「非常に大きなチャンスを持つ」と第 13 位に評価

• デジタル化コンパス***において総合第 15 位

• 大都市ヴィースバーデン (州都 203.9 km²) と フランクフルト (248.3 km²) の間に位置する、ドイツ国内の最
小の郡 (222.4 km²) 

• 17,300 の企業において、労働者一人当たり 106,547 ユーロの国内総生産であり、マイン＝タウヌス郡はド
イツ国内総生産ランキング****で第 3 位

• およそ 5人に 1人のフランクフルトからの通勤者はマイン=タウヌス群で勤務*****

• タウヌス、エリアパーク、アップルワインルートなど都市近郊のレクリエーションエリア

• IW-Consult、2018 年 –地域ランキング –レベル比較 (N = ドイツ国内の 401 の郡)
**       Prognos、2016 年 – (N = ドイツ国内で 402 の郡)
***    Prognos、デジタル化コンパス、2018 年 (N = ドイツ国内の 401 の郡)
**** リサーチグループ「Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder (州の国民経済計算)」 2014 (比較: インゴルシュタット、第 1 位: 117,828 €))
*****フランクフルト都市連合、観察年 2016 年
住民数: 235,708 人、労働者数: 95,387 人 (2016 年)

商業地区エッシュボーン タウヌスの景色ショッピングセンターMTZ

エッシュボーン

マイン＝タウヌス郡



マイン＝タウヌス郡の最東端にあり、大都市フランクフルトのすぐそばに位置するエッシュボーンの人口は、
21,300 人であり、35,600 人以上が仕事に従事しています。

エッシュボーンは近代的なオフィスセンターであると同時に、魅力的な住居および生活品質を備えた緑に囲ま
れた都市です。

エッシュボーン -国際的なオフィスセンター



エッシュボーン - マイン＝タウヌス郡の経済の原動力

• 4,350 の企業 –シンクタンクからグローバルに展開している企業まで – エッシュボーンは皆様に適したオプシ
ョンを提供します。

• 100 社を超えるハイテク企業が所在するエッシュボーンは、フランクフルト・ライン=マイン地方のもっとも重要
なイノベーションの中心地となっています。 企業は、高速グラスファイバーネットワークが整った商業地域の
優れたインフラストラクチャーを利用できます。ボーダフォン、BT、サムスン、LG、安川電気、SAP などの IT、
電話通信、ハイテク企業の他にも、ドイツ銀行、Deutsche Börse AG、 コメルツ銀行、PSD 銀行、 EY、
Rödl & Partner、アボット、テルモ、NSK などの財務・コンサルティング産業、化学薬品およびライフサイエン
ス産業の企業も多数存在します。

• ドイツ連邦経済技術省輸出管理局、Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
GmbH (GIZ) などの当局もエッシュボーンに所在を置いています。

EY ドイツ証券取引所GIZ SAP



エッシュボーン -世界に近い

エッシュボーン

フランクフルト
ジャンクション

フランクフルト
国際空港

エッシュボーンから車でわずか 10 分の距離にフランクフルト国際空港があります。
ここから、世界中のすべての地域にすばやくアクセスできます - ビジネスの成功を保証
99 の航空会社 - 311 の行先 - 97 カ国* - 6,450 万人の搭乗客**
(*フランクフルト国際空港、2017 年)



エッシュボーン -最適な交通インフラストラクチャ

エッシュボーンは、A 66 ヴィースバーデン/フランクフルト、
A5ハノーバー/バーゼル、A3 ケルン/レーゲンスブルクの近く
南北と東西を結ぶルートの中心に位置します。
また、鉄道 (ICE) でも最適に結ばれています。

ケルン
1 時間

アムステルダム
4 時間

ブリュッセル
3 時間

バーゼル
3 時間

ハンブルク
3.5 時間

ベルリン
4 時間

ミュンヘン
3 時間

エッシュボーン



エッシュボーン -快適な生活

商業の発展に伴って、エッシュボーンの人口も大きく増加しまし
た。新しい住宅地が開発され、新しい学校、スポーツ施設、
幼稚園、遊び場、公園、その他のインフラストラクチャ設備が
整えられています。

約 100 のクラブが市民にバラエティーに富むアクティビティーを
提供しており、同じ趣味を持つ仲間を見つけることができます。
また、文化面でもさまざまな催し物をお楽しみいただけます。

人口数： 21,396人 (2017年)

購買力： 30,589 EUR/住民1人あたり (GfK、2018年)

133.3 % (ドイツ =100 %)

固定資産税 B： 140 %

夏の一日、エッシェンプラッツ

ニーダーヘーヒシュタット彫刻公園



EschBORN FOR BUSINESS
成功を導く 5 つの商業地区



エッシュボーン - ビジネスに適した都市

国際的に展開する企業が集まるエッシュボーンの商業地区は、新しい企業に魅力的なオプションを提供しま
す。

エッシュボーンに拠点を置く一流企業には、アボット、シスコシステムズ、コメルツ銀行、コンパスグループ、ドイツ
銀行、Deutsche Börse AG、EY、ファーウェイ、ICICI 銀行、LG、Orange Business、ランスタッド、サ
ムスン、SAP、スウォッチ、techem、ボーダフォン、VR Leasing、安川電気などがあります。

エッシュボーンでは、高品質の建造・環境面に優れたオフィスが多数建築されました - エッシュボーンは引き

続き発展しています。また、企業を優遇する事業税回収率と優れたネットワークがこれらの発展に適していま
す。

事業税回収率:  330 % (2016年1月1日以降)

固定資産税 A (B): 170 % (140 %)



エッシュボーン - 5 つの商業地区

西部商業地区

キャンプ・フェニックス・パーク

東部商業地区

ヘルフマン・パーク

南部商業地区



エッシュボーン -南部商業地区

50 ヘクタール、約 21,000 の雇用口、
A66 沿い、S バーン駅があり、ドイツ銀
国、BAFA、BT、Zühlke、gft、
Deutsche Börse、ボーダフォン、サムソ
ン、ファーウェイ、EY、バーベイタム、
goldgas、SAP、LG などが所在します。



エッシュボーン -キャンプ・フェニックス・パーク

24 ヘクタール、約 1,200 の雇用口、
A66 沿いにあり、XXXL、Mömax、
NSK-Europe、Toyota Nix、Rewe、
Sanitär Richter & Frenzel、dm、KFC
、Poco、denn‘s Biomarkt、Aldi、
Fressnapf、Elements、Küchen 
Atelier Grohs、Golfhouse などが所
在します。



エッシュボーン -西部商業地区

40 ヘクタール、約 8,400 の雇用口、
A66 へつながる L3005 沿い、S バーン
駅があり、シスコシステムズ、安川電
気、Fotoco、D-Link、VR-Leasing、
techem、Monster、Unielektro、
Kotra、テルモ、G+K Automobile、
Siemens Healthcare などが所在しま
す。



エッシュボーン -東部商業地区

10 ヘクタール、約 2,500 の雇用口を

提供し、Selgros、Aldi、Lidl、

BabyOne、NuSkin、Das Futterhaus、

Reddy Küchen、McTREK, 

Dt.Apothekerverein、Ingenico、

Rossmann などが所在します。



エッシュボーン –ヘルフマン・パーク

7.7 ヘクタール、約 2,500 の雇用口、

この最も近代的な商業地区には、コ

メルツ銀行、ウォーターズ、コンパスグ

ループ、Accovion、ConCardis、アボッ

ト、ランスタッド、メルキュール ホテルズ

などが所在します。



リンク

エッシュボーン 拠点紹介 2018
www.eschborn.de/wirtschaft/expose-und-standortmagazin/

エッシュボーンの地区計画、標準地価
www.eschborn.de/de/wirtschaft/bebauungsplaene-bodenrichtwerte/

フランクフルト・ライン=マインの数字データ
www.eschborn.de/fileadmin/eschborn/Bilder/Wirtschaft/FRM_in_Zahlen_2017_deutsch-1.pdf

産業市場
www.frankfurt-main.ihk.de/images/broschueren/Gewerbemarktbericht%202016.pdf

知識白書 2016 -ベンチマーク調査:フランクフルト・ライン=マインとドイツの大都市
www.wissensportal-frankfurtrheinmain.de/media/custom/2393_153_1.PDF?1467719975

フランクフルト・ライン=マイン クラスター調査 -ネットワーク化による競争メリット
www.wissensportal-frankfurtrheinmain.de/media/custom/2393_60_1.PDF?1401268162

Prognos –将来性アトラス 2016
www.prognos.com/publikationen/zukunftsatlas-regionen/zukunftsatlas-2016/

ニューカマーズガイド
www.newcomers-network.de/rhein-main/newcomers-guide/

http://www.eschborn.de/wirtschaft/expose-und-standortmagazin/
http://www.eschborn.de/de/wirtschaft/bebauungsplaene-bodenrichtwerte/
http://www.eschborn.de/fileadmin/eschborn/Bilder/Wirtschaft/FRM_in_Zahlen_2017_deutsch-1.pdf
http://www.frankfurt-main.ihk.de/images/broschueren/Gewerbemarktbericht%202016.pdf
http://www.wissensportal-frankfurtrheinmain.de/media/custom/2393_153_1.PDF?1467719975
http://www.wissensportal-frankfurtrheinmain.de/media/custom/2393_60_1.PDF?1401268162
http://www.prognos.com/publikationen/zukunftsatlas-regionen/zukunftsatlas-2016/
http://www.newcomers-network.de/rhein-main/newcomers-guide/


連絡先

Adnan Shaikh
エッシュボーン市長

T    + 49 (0) 61 96 / 490 - 100 
F    + 49 (0) 61 96 / 490 - 400
M    a.shaikh@eschborn.de

Dong-Mi Park-Shin
経済発展担当責任者

T     +49 (0) 6196 / 490 - 107
F     +49 (0) 6196 / 490 - 480
M     wirtschaft@eschborn.de

エッシュボーン市当局
Rathausplatz 36 
65760 Eschborn 
Germany
www.eschborn.de

mailto:a.shaikh@eschborn.de
mailto:wirtschaft@eschborn.de
http://www.eschborn.de


皆様のお越しをお待ちしています。
エッシュボーンへようこそ！


