


面積: ３万９６００㎡ 

州の人口: １２０万人 

500 キロ 

147 キロ リャザン州はロシア欧州部の中心、 

モスクワから１４７㎞東南に位置する 

500キロ以内に: 潜在的な消費者が４０００万人住んでいる 

生産年齢人口: ７１万７千人 



 開発された道路網:  

М5 ウラル, М6 カスピ幹線道路 

中央ロシア, ポヴォーロジエ, ウラル, 南ロシア 

に続く大陸横断鉄道 

  Р-132 カルーガ・リャザンと言う連邦道路  オカ川、 リャザン港 

オカ川（航行可能） 
リャザン港 

М-6 

М-5 

リャザン 

М-4 

М-4 



大規模な機械工場 : 

リャザン国立機械器具工場, 360 番 航空機修理工場, ジル（トラック・重機メー
カー）, スコピン自動車部品工場, テプロプリボールと言うエネルギー試験計器
工場など。 

工場作業員数は14 000人以上である。 

 

リャザン州にはОГК-2(OGK-2)リャザン州国立発電所と言う欧州最大の発電所の
一つがある。OGK-2 の発電容量は3070MW。 

 

リャザン州にある天然ガス地下貯蔵量は１０億立方mである。 
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• 6つの高等教育機関（4つの大学を含む） 

• 27つの他市の大学の支部; 

• 20つの専門学校と各種学校. 

 

リャザン市には53の高等
教育機関,中等教育機関 ,
職業教育機関 が存在して

いる。 

• 10 000人は高等教育がある; 

•  5 000人は中等教育がある; 

•  4 000人は職業教育がある. 

毎年19 000人が 

卒業する 

 



リャザン国立 

機械器具工場 (GRPZ)



有限会社「エア・リ
キードリャザン 」  

工業用ガスの製造所 

 

有限会社「ガーヂアンガラスリャザン」 

世界最大の板ガラスとガラス製品の 

製造所の一つ 

 

有限会社「オートモティブ・
ライティング」  

自動車照明製品生産 

公開型株式会社「リャザ
ンヴェスト」  

Salamander の靴の生産 

有限会社「アビコル・ビ
ンチェル溶接機」 

溶接機の製造 

有限会社「マウザーパッ
ケージ」 

工業パッケージの製造 

 

有限会社 「ニャムノ・バン
ガ」 

ポリエチレン製のパッ
ケージの製造、販売 

有限会社「タツノ・エス・ベンチ」 

給油所のためのガソリンディスペンサー
と計測·制御システム. 



- 補助金の供与 
- 利潤税を20%から16%に減税 
- 企業資産税を2,2%から0,6%に減税 
- 州所有地の地代の50％減免 
- 投資プロジェクトに対するその他各種サポート 

-利潤税を20%から18%に減税 
 -企業資産税を2,2%から1,1%に減税 
 -州所有地の地代の20％減免 

優先投資プロジェクト 
(投資額３億ルーブル以上;  

現行生産の生産増強・ 設備投資 – １億ルーブル以上) 

主要投資プロジェクト 
(投資額5000 万ルーブル以上, 中小企業 の場合は 2000万ルーブル以上) 

リャザン州の税的優遇措置 



ヴァルスキーエ・イノベーショ
ン産業 パーク の設立 

(面積: 900 ヘクタール以上) 

観光クラスター 

「リャザンスキー」 

IT パーク 

セメント・クラスター 

製薬クラスター 

産業機械クラスター 

ルイブノエ地区 

テクノパーク 

農工クラスタ 

 



М6 「カスピ」 
幹線道路 

М5「ウラル」
幹線道路  

リャザン州国立発電所 

(発電容量: 3070MW) 



モスクワ市まで: 160キロ リャザン市まで: 20キロ. 最寄りの操車場「ルイブノエ市」まで : 2キロ. 
北西に地区の境界近くに「ルイブノエーウズノヴォ」と言う鉄道がある。  
２番カテゴリの電気供給を可能にするよう電力系統の変圧所（PS110/10kV）に２つの変圧器（2х40MV.A;32MW）を装
備する必要あり。 飲み水の供給量: 15 万立方メートル/年。 地区の境界にある高圧ガスパイプラインを使ってガスを
供給。 
 



モスクワ市まで: 176キロ リャザン市まで: 7キロ.  

地区の西境界近くにスパス・クレピキからリャザンまでのアスファルト道路がある。「ポリャーヌイ」と言う変圧所
（ 110/10 kV）を使うと電気供給量が10MW。 

更に地下水を汲み上げるためにボアホールを掘る予定。下水処理所からの排水は既存の排水路に機械式ポンプで
汲み取る。 
近くのガス集配所はガスを供給できる。 
  



http://mineconom.ryazangov.ru/ 

データバンクより 

182 の投資エリア 

120 の投資プロジェクト 

48 の投資計画 

便利な検索フィルター: 



製造業の生産出荷量 

固定資産投資量 

$ 40億 

$ 49億 

2010年 

2011年 22%増 

2010年 

2010年 

2010年 

2010年 

2010年 

2011年 

2011年 

2011年 

2011年 

2011年 

$ 9億 

$ 10億 8%増 
 

30%増 

5%増 
 

15%増 
 

10%増 

$ 12億 

$ 15億 

$ 1億60 万 

$ 1億540 万  

$ 32億 

$ 35億 

$ 493 

$ 562 

2011年に2010 年に対して5%増 
% 

建設工事費 

海外投資量 

地域の輸出入量 

平均月収 

域内生産量 



 

医療機関 

54 病院 

27 歯科医院 

15 診療所 

7  健康相談所 

 
義務教育 

408 幼稚園 

310 学校 

94 000 人の子供  

 

サービス 

コングレスホテル 

「フォルム」4* 

31 ホテル 

22 レクリエーション 

センター 

21 映画館 

GLOBUS, SELGROS, BEER HOUSE 

http://img-fotki.yandex.ru/get/4509/all-flesh.b/0_39b98_b5cc7a60_XL.jpg
http://www.catalog.price62.ru/foto_org/foto_1449/527_1.jpg


リャザン州の自然は休息、医療、狩猟や釣りに最適 
 観光（詩人セルゲイ・エセーニン、生理学者イワ

ン・パブロフ、ロケット研究者コンスタンチン・ツ
ィオルコフスキーの博物館); 
 イベント(航空祭「ロシアの空」、スコピンの祭り
「ゴンチャロフ」など); 
 オクスキー自然保護区, メシェラ国立公園(希少動
物保護区で日本の鶴もいる); 
 民芸 (シーロヴォ市のバスケット、スコピン市の
陶器、ミハイロフ市のレース 、カドム市の刺繍ヴェ
ニーズなど); 
 レクリエーションセンターとサナトリウム 
(「ソロチャ」、「プリオカ」、「松の森」（ソスノ

ーヴィ・ボール）、「地主の楽しみ」（バルスキ・
エザバーヴィ) 

リャザン州には天然記念物、歴史的建造物、ランドマークが 
３千以上、博物館が５０以上がある。 
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