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カナダの競争力のある優位性
ソフトウェア産業

インベスト・イン・カナダ



カナダにおける最近の投資例

IBM
IBMが2011年、4,200万ドルを投じて、カナダで最も進んだコンピューティ
ング施設の1つ、IBM Compute Cloud Centreをトロントに開設。これでカ
ナダの企業は、使用する計算能力に応じた料金を支払うだけで、安心してア
プリケーションの開発、ホスティング、試験ができるようになった。この施
設を利用すれば、コストの削減、作業の効率化、そしてアナリティクスやモ
バイル・コンピューティングなど新技術へのアクセス向上を図ることが可能。

GOOGLE
Googleが2010年8月、自社のビジネスブランドの強化を目的とした、カナ
ダでの事業の拡大計画を発表。Googleは、カナダのトロント、モントリオー
ル、オタワ、オンタリオ州キッチナー・ウォータールー地方の事務所ですで
に150名を雇用している。

AGFA HEALTHCARE
診断イメージングとヘルスケアITソリューションのプロバイダー Agfa 
HealthCareが2010年2月、オンタリオ州ウォータールーに新たな研究開発
施設を建設すると発表。

HSBC
HSBCが2010年1月、ブリティッシュ・コロンビア州バーナビーにグローバ
ルなソフトウェア開発施設を開設。4,700万ドル※を投じて建設したこの施設
は、世界各地のHSBCの拠点向けにソフトウェア・ソリューションを開発す
る従業員850名以上を収容できる。

※ 特に注記がなければ、表示額の通貨単位はすべてカナダドル。

カナダに投資している
世界的な大企業

• Adobe Systems Inc.

• IBM Corporation

• Microsoft Corporation

• Oracle Corporation

• SAP AG

• Agfa HealthCare

• SAS Institute Inc.

カナダを代表する企業

• OpenText Corporation
（エンタープライズコンテンツ管
理）

• The Descartes Systems Group 
Inc.（ロジスティックス）

• 20-20 Technologies Inc.（設計）

• MKS Inc.（アプリケーション・ラ
イフサイクル管理）

• Bridgewater Systems 
Corporation（モバイル・アプリ
ケーション）

• Clarity Systems Ltd.（財務）

• Redknee Inc.（通信）

• Absolute Software Corporation
（資産管理）

• Platform Computing 
Corporation
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カナダのソフトウェア産業：革新的技術で世界をリード
Software Magazine誌に掲載された2010年のグローバル・ソフトウェア企業トップ500社のうち20社はカナダで創
業されており、国別割合で見ると、カナダは米国に次ぎ世界第2位となる。カナダの情報通信技術（ICT）部門は3万1,500
社の企業から成るが、このうちの実に79%がソフトウェア分野とコンピューター・サービス分野に属し、また2011年
の国内ICT部門の就業人口54万5,000人（推計）のうち、半分がソフトウェア開発に携わっている。

カナダのソフトウェア部門は、企業向けアプリケーション、Eセキュリティ、Eヘルス、イメージング、金融サービス
をはじめとする様々な分野で強みを発揮しており、過去5年間で米国系企業を中心とする外国からの投資が急増した。

カナダのICT労働力̶高度な教育を受け、経験が豊富で、忠誠心がある：カナダの労働力は高度な教育を受けている：全労働者の85%が大
学やカレッジで何らかの訓練を受けており、74%が高等教育（ポスト・セカンダリー）学位あるいはそれ以上を取得している。年齢的には、
カナダの労働力の70%近くが、経営者の重視する経験と高度な教育を兼ね備えた、25歳から44歳の年齢層に入る※1。また、現在の職場で
の勤続年数は、全被雇用者の46%以上が5年を超えており、ICT部門だけに限ると、50%が3年以上である。

研究開発： カナダではICT産業が民間部門のなかで最も多くの資金を研究開発に投じており、国内で研究開発費の多い上位10社のうち5社
がICT関連の企業である※2。カナダのソフトウェア産業は、研究開発活動に多大な投資をして、2002年以来、平均で年間14.5%の伸びを示
してきた。2009年時点で、この産業全体の研究開発費は10億ドルを超すと予想されている※3。

イノベーション：イノベーション文化を育むカナダの企業向けアプリケーション・ソフトウェア分野からは、IBM CognosやOpenText
など世界を牽引する一流企業が輩出している。カナダのソフトウェア部門には、IBM、Microsoft、SAP、SAS、Oracle、EMC 
Corporationをはじめとする数々の多国籍企業が投資をしてきた。トロントにあるIBMのソフトウェア研究開発ラボは、2,500人を超える
開発者を擁し、同社のラボとして世界3番目の規模を誇る。Microsoftがバンクーバーで運営する主要な開発センターは、同社が進める分
散ソフトウェア開発のグローバル戦略で中核的な役割を担い、Microsoftが提供する製品とサービス全体の50%以上を手がけている。SAP 
Canadaもモントリオール、トロント、バンクーバーで研究開発ラボを運営し、2,000人以上の従業員がここで働いている。

写真クレジット：Ubisoft（モントリオール）
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企業向けアプリケーション・ソフトウェア：カナダは、企業向けアプリケーション・ソフトウェア（EAS）関連の年間支出が10億ドルに近
付きつつあり、金融サービス、省庁、ヘルスケア、製造など主要な国内バーティカルマーケットの規模が大きい※4。また、世界最大のIT市
場で、EAS関連の年間支出が130億米ドルを超える米国と国境を接しているため、北米市場での事業展開を視野に入れている企業にとって、
カナダはビジネスフレンドリーな、当然の選択肢と言える。

Eセキュリティ：CA Technologies、McAfee、Symantec、Cisco Systems、EMC Corporationなどサイバーセキュリティ分野で世界をリー
ドする多国籍企業がカナダに進出している。またカナダのEセキュリティ企業には、RadialpointやCerticomなどがある。カナダでは国が
サイバー犯罪の撲滅に取り組んでいるため、省庁向けのソリューションを開発するビジネスチャンスもある。2010年にはEセキュリティ関
連の国内支出が4億4,000万ドルを超えた。カナダに進出した企業は、IT関連予算が潤沢で、Eセキュリティを優先課題とするヘルスケア部
門向けや金融サービス部門向けの市場に参入できる。

Eヘルス：カナダに拠点を置き、Eヘルス・ソリューションを提供する大手多国籍企業には、Microsoft、Agfa HealthCare、GE 
Healthcare、Philips Healthcare、IBM Canada、Canon Canada、Cerner、Siemens、McKesson、Carestream Health（旧Kodak 
Health Imaging）などがある。カナダ政府が今後10年間で「インフォストラクチャー」に100億から120億ドルの資金を投入すると公約し
たことで※5、ヘルスIT部門は、企業にとって最優先事業であり、大きなビジネスチャンスのある分野となっている。

※1 2000～ 2007年の情報技術関連職を対象とした労働力調査データの分析結果、Information and Communications Technology Council、2008年3月

※2 Canada’s Top 100 Corporate R&D Spenders、RESEARCH Infosource Inc.、2009年

※3 Canada’s ICT Industry：A National Perspective、Branham Group、2010年6月

※4 Forecast：Enterprise Application Software、2006-2011、Gartner Dataquest、2008年10月

※5 Canada Health Infoway、2008年
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固定給 追加報酬
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カナダの競争力のある優位性

優位点：
ソフトウェア設計部門の給与コストが比較的低い
ソフトウェア開発の上級エンジニアに支払われる報酬のコストを、各都
市間で比較して、右の図表に整理した。これを見ると、カナダの都市は、
東京、ニューヨーク、パリ、ロサンゼルスなど主な中心地に比べてこの
コストが低いことがよくわかる。ソフトウェア開発の上級エンジニアは、
プログラミングのあらゆる点について、社内のスタッフやクライアント
に直接、技術面のサポートと指導を行う。また、高レベルな分析、診断、
問題解決に対しても責任を負っている。

 図表の報酬額には、固定給に加え、報奨金および業績に応じた特別
手当などの追加報酬が含まれる。

優位点：
知的財産権の尊重
技術を革新的に活用して新製品を生み出すことの多いソフトウェア企業
にとって、知的財産の保護（特許権と商標の保護を含む）は必要不可欠
と言える。右の図表からわかるように、カナダでは知的財産の高レベル
な保護体制を整えている。

 各都市の知的財産の保護体制を評価し、右の図表に示した。8段階
評価で、0は知的財産の保護体制が「非常に脆弱」、7は「とても強固」。

出典： fDi Benchmark；World Economic Forum、
Global Competitiveness Report 2010-2011

出典： fDi Benchmark；Towers Watson、Global 50 Remuneration 
Planning Report 2010-2011

知的財産の保護

ソフトウェア開発の上級エンジニア
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カナダ各地のソフトウェア産業：概要

ブリティッシュ・コロンビア州
ブリティッシュ・コロンビア州のソフトウェア産業の中核を担うバンクーバーには、全世界で5ヵ所しかない
Microsoftの開発センターの1つMicrosoft Canada Development Centreと、カスタムソフトウェアのソリューショ
ンを開発するIBM Pacific Development Centreがある。ほかにも、Intel、Broadcom、3M、Oracle、Nokia、
ABAS Software、セイコーエプソンなどの大手多国籍企業が進出している。

バンクーバーが強みを発揮する市場分野としては、コンテンツ管理、SaaS（「サービスとしてのソフトウェア」を意
味するSoftware as a Serviceの略語）、Eコマース、セキュリティ、デジタルビデオ、ウェブ 2.0などが挙げられる。
また、ブリティッシュ・コロンビア大学、ビクトリア大学、サイモンフレーザー大学から優秀な人材を輩出している。

アルバータ州
Oracle、HP Enterprise Services（旧EDS）、Autodesk、CGIなどの大手企業が拠点を置くエドモントンは、カスタム・
プログラミング、デジタルコンテンツ制作、Eラーニング、エネルギー・資源産業向けソフトウェア、財務・プロセ
ス管理ソフトウェアのほか、地理空間・遠隔感知システムと関連ソフトウェアなど、数々の事業分野の優れた専門技
術で広く知られる。カナダ最大のICT研究開発コンソーシアムTRLabsも、エドモントンに複数の事務所を置いている。
ソフトウェア産業の人材供給源として、アルバータ大学や北アルバータ工科大学もある。

サスカチュワン州
サスカトゥーンには、Vecima Networks、CGI、GE HealthcareをはじめとするICT企業が300社以上もある。カナ
ダ最大の情報システム管理サービスのプロバイダー ISM Canada（IBM Canadaの子会社）もここに本拠を置く。

サスカチュワン州が誇るコンピューター・ソフトウェア、ヘルスケア管理システム、組み込みリアルタイムシステム
の専門技術は世界各地に輸出されている。また、Apple Inc.のiPhone向けアプリケーション開発の講座を、カナダ
で他校に先駆けて設けたサスカチュワン大学とレジャイナ大学から優秀な人材を輩出している。

マニトバ州
ウ ィ ニ ペ グ に は、InfoMagnetics Technologies、Sierra Systems、EPIC Information Solutions、PCGI、
Imaginet Resources Corp.、Momentum Healthware、Online Business Systems、Protegra、そして北米最
大の財務計画ソフトウェア開発・販売企業EISI（Emerging Information Systems）といった先進企業が形成する
ICT産業のクラスターがある。ウィニペグの研究開発施設としては、マニトバ大学が5,200万ドルを投じて建設した
Engineering and Information Technology ComplexやTRLabs、Eureka Project Business Incubatorなどが挙
げられる。

ウィニペグ大学、マニトバ大学、レッドリバー・カレッジの3校はいずれも、業界が求める人材の条件に合致した教
育や技能訓練を行っている。

ケベック州
モントリオールのソフトウェア部門は、業容が極めて多岐にわたり、Eコマース、顧客関係管理、エンタープライズリソース・プランニングなどの業務用ソフト市場で
優れた実力を発揮している。モントリオールには350社を超えるソフトウェア開発企業やソフトウェア・メーカーがあり、年間12億ドルの収入を生み、6,100人以上を
雇用している。

グレーター・モントリオールで事業を展開する主要な企業には、IBM Montréal Software Lab、CGI、DMR（富士通）、Dassault Systèmes、Ericsson Canada、
MediSolution、SAP、Société GRICSなどがある。また、世界的に知られる名門大学4校をはじめとする高等教育機関も7校あり、モントリオールはソフトウェア企業
に数多くの優秀な卒業生を送り出してきた。

ニューファンドランド・ラブラドール州
マサチューセッツ州に本拠を置くProgress Softwareが2008年、セント・ジョンズに進出して技術事業の事務所を開設したが、同社がこの決定を下すにあたって
は、メモリアル大学の優秀な卒業生のプールがあることが大きな誘因となった。セント・ジョンズには、Verafin、Pathix、Q5 Systems、Camouflage Software、
ClearRisk、Greyfirst Corp.、xwave、Plato Consulting、zedIT Solutionsなど、企業向けソフトウェアやEヘルス関連の企業もいくつかあるが、顧客関係管理、
GPSアプリケーション、石油・ガス産業、海洋技術、鉱業、製造業、教育現場で使用されるソフトウェアに特化した企業が多い。
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インベスト・イン・カナダ \ソフトウェア産業 \ 2011

オンタリオ州
キッチナー・ウォータールーは、ICT分野で世界をリードするOpenTextや、BlackBerryのスマートフォンの設
計と製造を手がけるResearch in Motion（RIM）の所在地として知られる。キッチナー・ウォータールーで事業
を行うハイテク企業700社には、ウィルフレッド・ローリエ大学やウォータールー大学と緊密に連携できるといっ
たメリットがある。その起業家精神で有名なウォータールー大学コンピューターサイエンス学部の卒業生は、
いずれもここに拠点を置くMicrosoftやGoogleをはじめとした企業の間で人気が高い。診断イメージングやヘ
ルスケアITソリューションのプロバイダーでベルギーに本拠を置くAgfa Healthcareは現在、ウォータールーに
研究開発施設を新設している。大手多国籍企業としては他にOracle、Sybase、McAfeeに加え、カナダの企業
DALSAが挙げられる。

トロントは、ICT関連の中堅・大手民間企業の数がカナダで最も多い。また、トロントのICT部門は雇用と企業
数でも、サンフランシスコ、ニューヨークに次ぎ、北米第3位の規模を誇る。トロントで事業を展開する大手多
国籍企業の1つIBMは、同社のラボとして世界で3番目に大きく、2,500人を超える開発者を擁するソフトウェ
ア研究開発ラボをここで運営している。トロントに拠点を構える大手企業にはほかに、富士通、Roxio、ABAS 
Softwareなどがある。これらの企業は、トロント大学、ライアソン大学、センテニアル・カレッジ、マックマスター
大学の優秀な卒業生の受け皿となっている。

カナダの首都オタワには、National Research Council Institute for Information Technologyやカールトン大
学のAdvanced Real-Time Simulation Labなど、数々の研究機関がある。ここで事業を行う1,600社に及ぶハ
イテク企業を支えているのは、Ottawa Centre for Research and Innovation（OCRI）、Canadian Advanced 
Technology Alliance（CATA）、Information Technology Association of Canada（ITAC）である。

オタワには、IBM、Adobe、Research in Motionが運営するソフトウェア開発ラボもある。そして、オタワ大学、
アルゴンキンカレッジ、カールトン大学が、このソフトウェア産業のクラスターの基盤を支えている。

ノバスコシア州
ノバスコシア州には500社を超えるICT関連企業があるが、その大部分がハリファックスに集中している。こ
のICT産業を支えているのが、有力な教育機関と、州のIT産業の成長・振興推進に取り組む非営利団体Digital 
Nova Scotiaである。Keane、Xerox、RIM、CGI、IBM Canada、xwaveに続いて、カリフォルニア州に本拠
を置くeEye Digital Securityも最近、ハリファックスへの投資を始めた。

ニュー・ブランズウィック州
最近では、マサチューセッツ州に本拠を置くQ1 LabsとIneoQuestがセント・ジョンに進出している。E請求
書やEステートメントのデベロッパーとしてその名を知られるWhitehill Technologiesや、米国陸軍とオラン
ダ海軍に空間情報管理ソリューションを提供する大手企業CARISの拠点もここにある。セント・ジョンでは、
Innovatia、Mariner Partners、T4G、xwaveなどの企業が、Eコマース、ソフトウェア開発、技術支援、マル
チメディア、Eラーニング、VoIPアプリケーションの各分野の専門技術を提供している。優秀な人材の供給源と
して、ニュー・ブランズウィック大学、セント・トーマス大学、マウント・アリソン大学もある。

プリンス・エドワード・アイランド州
シャーロットタウンには、DeltaWare Systems Inc.、Timeless Technologies、Bell Aliant、CGI、xwave、
Cogsdaleといった大手企業が拠点を構えている。シャーロットタウンのソフトウェア産業が専門とする分野は、
最新ソフトウェア開発、ヘルスイメージング・アプリケーション、財務／人事部門向けデータベース開発、革新
的で独自仕様のラーニング・アプリケーションなど幅広い。プリンス・エドワード・アイランド大学は、高度な
技能を有する卒業生をソフトウェア産業に送り込んでいる。
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優位点：
プログラミング部門の給与コストが比較的低い
上級プログラマーは、プログラミング関連の複雑な問題を処理すると
ともに、一連の基本ソフト（OS）アプリケーションなどシステム・ソフ
トウェアの設計、デバッギング、ドキュメント化、試験に携わる。

 図表の報酬額には、固定給に加え、報奨金および業績に応じた特
別手当などの追加報酬が含まれる。

優位点：
研究開発部門の給与コストが比較的低い
米国、アジア、ヨーロッパの同レベルの都市と比べて、カナダの都市
は研究開発担当の幹部社員に支払われる給与コストが低い。

研究開発部門のトップは、自社の研究開発業務全体を統括するが、一
部の国の研究部署や単一の製品ラインを対象とした大規模な研究開発
センターの研究部署を指揮する場合もある。彼らが管理するのは、極
めて専門性が高く、長期的な開発が必要とされる製品が多い。

 図表の報酬額には、固定給に加え、報奨金および業績に応じた特
別手当などの追加報酬が含まれる。

カナダの競争力のある優位性

固定給 追加報酬

出典： fDi Benchmark；Towers Watson、Global 50 Remuneration Planning 
Report 2010-2011
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優位点：
低い社会保障負担金
カナダの労働者には、非常に充実した社会保障制度が整備されている
が、雇用側にとってそれが大きな費用負担になるわけではない。カナ
ダでは、雇用側が支払う社会保障の負担金は概ね、米国やヨーロッパ
の一部諸国に比べて少ない。

 右のグラフは、従業員の社会保障に対する雇用側負担金を従業員
給与に対する割合（パーセント）で示したものである。

出典： fDi Benchmark；Deloitte International、International Tax and 
Business Guide（2009年10月）；Towers Watson, 2009/2010 Global 50 
Remuneration Planning Report；PricewaterhouseCoopers、global tax 
summaries（2009年10月）；Towers Watsonのデータ（2010年8月）に基づくfDi 
Intelligence、International Social Security Associationのデータ（ISSA；2010
年8月）に基づくfDi Intelligence

企業が負担する社会保障費
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優位点：
世界トップレベルのインフラ
カナダは、近代的かつ世界トップレベルの公共インフラを誇り、これ
が都市やコミュニティーの経済成長を支えている。カナダの道路、橋、
鉄道、港湾、空港は便利な場所にあり、堅牢な造りで、よく整備され
ていて、保安面の心配もまったくない。

 輸送・交通、電話通信、エネルギーなど、インフラの全体的な質
を数値化して、右の図表に示した。8段階評価で、0が「未整備」、
7が「よく整備されている」。

出典： fDi Benchmark；World Economic Forum、The Global 
Competitiveness Report 2010-2011

インフラの全体的な質
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手頃なコストで高いクオリティ・オブ・ライフ
カナダの都市に住めば、手頃なコストで高いクオリティ・オブ・ライフを実現できる。特にエドモントン、サスカトゥーン、ウィニペグ、トロント、キッ
チナー・ウォータールー、モントリオール、ハリファックスなどの都市は、他の都市と比べて、生活費が安いうえに、クオリティ・オブ・ライフが高い。
Economist Intelligence Unitは2011年、世界で一番住みやすい街の調査で、バンクーバーを第1位にランクした。この調査では、トロントとカルガリー
も上位10位以内に入っている。

 ニューヨークシティーを基準（ウェイト＝100）として、クオリ
ティ・オブ・ライフの要素を評価し、下の図表に整理した。

生活費指数 クオリティ・オブ・ライフ指数

 ニューヨークシティーを基準（ウェイト＝100）として、住宅費を
含めた様々な生活費を評価し、下の図表に整理した。
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カナダの競争力のある優位性

出典： fDi Benchmark；The Financial Times Ltd.のデータに基づく
fDi Intelligence

出典： fDi Benchmark；The Financial Times Ltd.のデータに基づく
fDi Intelligence

8



インベスト・イン・カナダ \ソフトウェア産業 \ 2011

ソフトウェア開発センター

コスト要因 使用量（面積）

プロパティ 平方メートル

総専有面積（都市部の賃貸事務所） 2000 m2

従業員の種別 人数

一般管理部門

事業部マネージャー 1

情報技術部門

コンピューター・オペレーター 28

プログラマー 25

上級プログラマー 6

ソフトウェア開発の上級エンジニア 8

上級ウェブ開発者 3

ソフトウェア開発エンジニア 14

技術エンジニアリング専門家 6

ウェブ開発者 5

研究開発／エンジニアリング部門

研究開発チームのリーダー 2

管理部門

秘書 2

合計 100

投資先のベンチマーク
これまでに紹介してきた表やグラフは、The Financial Times Ltd.が提供するサービスであるfDi Benchmarkを用いて作成されたものである
（www.fdibenchmark.com）。このfDi Benchmarkは検索ツールで、業界承認のデータベースと立地評価に基づき、特定の部門および投資プロジェク
トについて、世界中の国や州／地方、都市の魅力を評価する。

 ソフトウェアの製造や開発を行う企業の主要なクラスターがある場所として、今回のベンチマークの対象としたカナダ国内外の都市：ダラス、
エドモントン、ハリファックス、キッチナー・ウォータールー、ロンドン（英国）、ロサンゼルス、モントリオール、ニューヨークシティー、パリ、
ローリー・ダーラム、サンフランシスコ、シアトル、上海、東京、トロント、バンクーバー、ワシントンDC、ウィニペグ

 下に示した企業プロフィールは、従業員100人規模の都市部にあるソフトウェア開発センターを想定している。

ウェイト付けを行うモデルの概要 ウェイト

労働力の需給供給力と質 40%

産業のクラスターの存在 35%

インフラとアクセスのしやすさ 10%

一般的なビジネス環境 10%

生活環境 5%

クオリティモデルの各特性／適用ウェイト

5
10

10

35

40
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インベスト・イン・カナダ
ビジネスは私達にお任せください

カナダの競争力のある優位性
カナダが誇る数々のメリットと比類なきポテンシャル：企業が世界規模で
優れた実績を上げることのできる場所

高学歴労働力
カナダは、高等教育達成度が経済協力開発機構（OECD）加盟国のなかで2番目に高い。
（出典：IMD、World Competitiveness Yearbook 2010）

ビジネスをしやすい環境 
Economist Intelligence Unitが、今後5年間のビジネス拠点として、カナダをG7諸国のなかで1位
にランク。（出典：Economist Intelligence Unit、Business Environment Ranking、2011年3月）

堅調な経済
2009年第3四半期から、カナダの経済は6四半期連続で伸びを示し、世界的な経済危機で落ち込んだ
雇用と生産が完全に回復。（出典：カナダ財務省、Budget 2011）

金融の安定
過去3年間にわたり、カナダは世界で最も健全な銀行システムを持つ国であるとWorld Economic 
Forumが評価。

低い税率
カナダは、G7諸国のなかで新規事業への投資に課せられる税全体の税率が格段に低く、また法人税
の税率もG7諸国のなかで最も低い。（出典：カナダ財務省、2010年）

科学研究および実験的開発
カナダには「科学研究および実験的開発（SR & ED）プログラム」という非常に手厚い租税優遇措置が
あり、研究開発主導の諸部門のコストがG7諸国のなかで最も低い。
（出典：KPMG、 Competitive Alternatives 2010；OECD）

NAFTA
カナダが北米自由貿易協定（NAFTA）の加盟国であるため、大陸全体のGDPが16兆3,000億米ドルを
超える北米の、4億4,800万人強に上る消費者に投資家はアクセスすることが可能。
（出典：World Bank、World Development Indicators Database、2010年）

暮らしやすく、働きやすい場所
世界トップレベルの大学、世界的に高い評価を受けている医療制度、清潔で、誰にでも親切な街、美
しい景色。これらが、カナダに投資し、働き、暮らし、子育てをするのに最適な国にしている。
（出典：国連開発計画、Human Development Report 2010；Economist Intelligence Unit、
Global Liveability Report 2010）

お問い合わせの際は下記までご連絡下さい。
在日カナダ大使館 商務部
〒107-8503 東京都港区赤坂 7-3-38
電話：03-5412-6200　ファックス：03-5412-6254
Email：jpn.commerce@international.gc.ca
URL：www.investincanada.gc.ca
カタログ番号 FR5-38/6-2011J-PDF
ISBN 978-0-662-03535-0
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