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8,3% 
del PIB  
 

RECEPCIÓN DE IED  
2007-2017  19.500 
MMM USD 
Promedio anual 

11% 
del promedio 
Anual Crecimiento 
IED 2007 – 2017 
  

 

Nº20 
de 202 economías   
en el mundo como 
receptor de IED 

 

Superficie Total:   
756.102,4 km² 
Población 
estimada al 2017:  
18.373.917 
personas 

 

CHILE 

* 

La Inversión  
extranjera, un  
motor de crecimiento 
para Chile 外国直接投資は 

チリ経済の成長エンジン 

2007年　-　2017年	
年間平均ＦＤＩ流入額	
195億5,000万ドル	

国内総生産の８.３％	 2007年　－ 2017年　	
ＦＤＩ 年平均１１％増 

ＦＤＩ流入額ランキング２０位 
（世界２０２カ国中）	

チリ	
総面積：756.102,4km²	
人口：18.373.917人　（2017年）	



Un Régimen de Inversiones Robusto 
y  Trato Igualitario ante la Ley 

•  Las compañías extranjeras localizadas en Chile son tratadas en Chile con los 
mismos derechos y deberes que las empresas chilenas. 

 

　　 チリに立地する外資系企業は、チリ国内でチリ企業と同様の権利と義務を有します。	

•  La legislación nacional permite el ingreso y repatriación de capitales sin costo.  
 

　　 チリの法律により、資本の所得および送金にコストがかかりません。	

•  Inversiones desde US$ 5 millones están exentas de impuestos a la importación 
de bienes de capital. 

 

　　 ５００万ドルからの投資は、資本財の輸入関税が免除されます。	

確かな投資制度と法の下の平等な待遇	



チ　リ 
El lugar para 
construir tu Futuro 
 
 

 El Chile de hoy cuenta con 
atributos  diferenciadores 
para atraer inversión 
extranjera. 

LIDERAZGO 
SOSTENIDO 

 

TALENTO  
SOFISTICADO 

 

AMBIENTE 
EMPRENDEDOR 

 

HUB 
LATINOAMERICANO 

 

TREND 
SETTER 

 

#Chile #BuildingyourFuture 

皆さまの未来を築く場所	

外国投資を誘引するため 
今、チリが有する注目すべき特性	 サステナビリティ 

リーダー	

磨き抜かれ
た人材	

起業家のため
の環境	

ラテンアメリカ
の拠点	

トレンドセッター	



 
 

2017 (est)  
PIB per-capita PPP  
US$24.797 
Fuente: World Economic Outlook – Banco Mundial 

 

Cuando Hablamos de IED somos líderes en América Latina 

1. Liderazgo Sostenido/ 

ラテンアメリカにおいて外国直接投資の先駆けとなる国、チリ 

制度的環境	
2016年 – 2017年　国際競争力指数	

Desde 1998, Chile ha sido el 
país más competitivo del 
ranking WEF… ¡Todos los años! 
 

2017年 
一人当たり購買力平価GDP、24.797米ドル 
出所：　世界銀行「世界経済見通し」	

南米初、そして、唯一のOEC
D加盟国	

1998年以降、毎年チリはWEFが発表する 
国際競争力ランキングで上位にランクして
います。	

1ª y única economía 
sudamericana en la 
 

2016年-2017年、WEF 
国際競争力ランキング	
（140カ国中）	

スイス	

中国	

チリ	

メキシコ	

コスタリカ	

コロンビア	

ブラジル	

インフラ整備	イノベーション	

ビジネスの洗練度	

市場規模	

技術適応力	

金融市場の発展	

労働市場の効率性	

商品市場の効率性	

高等教育	

初等教育・保険衛生	

マクロ経済	

フィンランド 

チリ	

ラテンアメリ
カ 

サステナビリティ リーダー 



Niveles de Riesgo Soberano de 
Clase Mundial:  
 

Nº1 
En América Latina en el 
Índice de Gobernanza  
Fuente : Banco Mundial 

(promedio de 
inflación 2000-17) 
Fuente: Banco 
Central de Chile 

 

Aa3 (Moody’s) 
A+ (S&P) 
 
Fuente: Bloomberg  　 

1. Liderazgo Sostenido / 
Estabilidad y Respeto por la institucionalidad 

ガバナンス指標、ラテンアメリカ１位 
	

出所：世界銀行	

適切なインフレ率を維持する	
強い取り組み	
2000年-2017年のインフレ率平均　3.3％	

出所：チリ中央銀行	

ラテンアメリカで最も健全な財政状況 
 

構造的赤字　1.5％ 
 

出所：チリ財務省	

国際的レベルのソブリンリスク 

Aa3（ムーディーズ）	

A+（S&P）	

Fuerte compromiso para 
mantener niveles de 
inflación adecuados:  

3.3%  

安定した制度	

Posición fiscal más saludable 
de la región: 1.5% déficit 
estructural   Fuente: Ministerio de Hacienda de Chile 

サステナビリティリーダー 

出所：ブルームバーグ	



2. Talento Sofisticado /磨き抜かれた人材 
Somos un imán de talentos en LatAm 
ラ米地域の人材を引き寄せる国	

Ranking Pisa OCDE 2016 

Fuente: INSEAD, HCLI, ADECCO 

チリは、2017年度世界人材競争力に関する国際調査で	
上位34カ国にランクインしています。	
	

チリ	

数学	

科学	

2016年、OECDの学習到達度調査
（PISA）教育ランキング 

チリの大学は、コンピューター科学、	
テクノロジー、数学、経済、商業の分野	
において、ラテンアメリカ地域をリードしています。	
（2017年ARWU、世界大学学術ランキング）	Fuente:OCDE 

出所：世界協力
開発機構	

VisaTech Chile 
才能誘致プログラム	

ラテンアメリカの平均	

（出所：INSEAD, HCLI, ADECCO）	

人口 (百万)  
ブラジル	

チリ	

メキシコ	

コロンビア	

ベネズエラ	

コスタリカ	

アルゼンチン	

エクアドル	

国名 



3. Ambiente Emprendedor / 

Fuente: Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo de Chile 

Fuente: 2015-2016 WEF – Global 
Entrepreneurship Monitor , GEM 

  Reconocidos mundialmente por nuestro ecosistema vibrante 

起業家のための環境	

私たちが構築する活気あるエコシステムは世界的に認められています。	

１０９,,９８２の企業が 「company-in-a-day」	

制度の下、新規に設立。（２０１６年）	
出所：チリ経済・振興・観光省 

スタートアップ・チリ 
世界トップレベルの	
イノベーション企業	

	

スタートアップの企業経営者にとって	
最もイノべーティブな国	
	

	

出所：　２０１５年-２０１６年 WEF, グローバル・アントレプ
レナーシップ・モニター	

出所：GEDI, The Global Entrepreneurship and Development Institute	

チリはグローバル起業家精神ランキング １８位	
ラテンアメリカで１位　（１３８カ国中）	



26 acuerdos comerciales con 64 
mercados: 64,1% de la población 
mundial. 

Acuerdos para evitar la 
doble tributación con 
32 economías. 

Fuente: Alianza del Pacífico 
出所：太平洋同盟	

4. Hub de América Latina/ ラ米の拠点	

数多くの商業協定を世界の国と締結	

TLCs permiten acceso a 86,3% del PIB Mundial en 
condiciones arancelarias privilegiadas: 4.300 millones de 
consumidores potenciales. 
(Fuente: DIRECON) 

 
世界の６４の市場と２６の商業協定を締結 
世界人口の６４,１％ 

FTA（自由貿易協定）により、世界GDPの８６,３％が特別関税制度の対象に。	
その滞在的消費者は、４３億人。	
（出所：DIRECON）	

世界の３２の経済国と 
二重課税回避に関する協定を締結。 

太平洋同盟により、2億2,100万人以
上の消費者へ市場を開放。	

La economía con más acuerdos comerciales del orbe 



Source: DIRECON 
出所： DIRECON 

4.1  Hub de América Latina/ 
Conectado al mundo y comprometidos con la globalización 

Aeropuertos/空港: 17  
Internacionales/国際線空港: 7  

Nacional/ 国内線空港:10 
Puertos/港: 17 

Índice Mundial de desempeño 
logístico 2016  

2º en América Latina 
– 46 en el mundo 

Fuente: Banco Mundial 
出所：世界銀行	

世界とつながり、グローバリゼーションに尽力します。	

2016年世界物流パフォーマンス指数	

ラテンアメリカ2位	
世界46位 

ラ米の拠点	



5. Trendsetter /  

El país con más 
netizens en el 
mundo (early adopters) 

32% 
 

Somos laboratorio natural para probar nuevas tecnologías 

チリ人の７６％がインターネット常時接続ユーザー	
「人口に対しインターネットユーザーの割合が高い国」１位	

「ラテンアメリカ地域でダウンロード速度が速い国」２位	

Líder en LatAm en 
“disponibilidad 
y uso de las últimas 
tecnologías” 
 
Fuente: Ericsson Consumer Lab 2015 
出所：2015年 Ericsson Consumer Lab	

トレンドセッター	

新技術を実証する自然の実験室	

主要都市では４G LTEが提供されており、国の 
91,21％において３Gが提供されています。	

28%  
brasil  
23%  
colombia 

CHILE 

CIUDADANOS DE LA RED 

インターネット利用率はブラジルの２８％、コロンビ
アの２３％に対し、チリは３２％	
ラテンアメリカ1位	

チリは最新テクノロジーの提供、利用に関し
てラテンアメリカの先駆的存在	

ラテンアメリカをリードするチリ 
2017年世界接続性指標（GCI）　世界２５位 出所：Huawei 

COMERCIO DIGITAL 

２０１５年グローバルオンライン小売市場指数で、チリは世界２０位。	
チリ人消費者はオンラインショッピングにおいてラテンアメリカの上位に。	

CONECTIVIDAD 

Consumidores chilenos son líderes en América  
Latina en compras online 

TOP 20  
según el Global Retail E-Commerce Index 2015   
(Fuente: AT Kearney) （出所：AT Kearney）	

Fuente: CEPAL 
出所：CEPAL	

Fuente: SUBTEL 出所：SUBTEL	



5.1 Trendsetter /  トレンドセッター	

Somos laboratorio natural para la energía verde y negocios sustentables 

Fuente: Gobierno de Chile 
出所：チリ政府	

チリは、エネルギー源の７０％を持続可能な
エネルギーとする目標を掲げました。	

Fuente: CInternational Renewable Energy (IRENA) – Min. Energía de Chile  
出所： CInternational Renewable Energy (IRENA) 、チリ・エネルギー省  	

チリはグリーンエネルギーと持続可能なビジネスの自然の実験室	

2016年、NCREへの投資世界ランキング2位（58カ国中）	

グローバルランク	

グローバルスコア	

導入の枠組み	

金融と投資	

バリューチェーン	

温室効果ガスに対する管理活動	

Ranking Global de Inversiones ERNC 
2016 / 58 Países fuente: Climatescope 

ラテンアメリカで発電されるソーラーエネルギーの
６０％は、チリで発電されています。	



Sectores 
priorizados 

Chile cuenta con sectores maduros 
y de alto valor agregado en los que 
exhibe ventajas competitivas y 
oportunidades de negocio para 
inversionistas extranjeros. 

Minería e 
Industria Auxiliar

Industria 
alimentaria

Turismo 
sustentable 

Energías  
renovables

Servicios  
globales
グローバル
・サービス	

再生可能 
エネルギー	

鉱業および 
関連産業	

サスティナブル・
ツーリズム	

食品産業	

チリの成熟分野は、外国投資に対するビジネス
チャンスと競争的優位性を 
有し、高付加価値を産み出します。	

主要産業	



SERVICIOS GLOBALES Y ECONOMÍA DIGITAL 

Tenemos el talento, la infraestructura 
y tecnología para proyectar los 
servicios de su empresa hacia el 
mundo, en uno de los ambientes 
emprendedores más reconocidos del 
globo, y a un costo competitivo 

Fuente: SUBTEL 
出所：SUBTEL 

TALENTO   

PLATAFORMA  

PROYECCIÓN 

 

Fuente: Tholons 出所：Tholons 

グローバル・サービスとデジタル経済 

　人材	

プラットホーム	

プロジェクション	

チリはコスト競争力が高く、世界でも認められた起

業家のための環境を有する国であり、企業の皆様

が世界に発信するサービス企画に対応する人材、

インフラ整備、テクノロジーを兼ね備えています。 

「デジタルの国」　チリは７位に。また、2017年度サービス・グローバリゼーション指数（TSGI）の上位１００位内にサンティ
アゴとバルパライソがランクイン。	

グローバル・サービス事業のロケーションとして魅力度の高い国、世界９位	
（2016年、A.T.カーニー調査、グローバル・サービスロケーション指数）	

年間輸出額は３０億ドル。	
年間平均成長率は１１％で、世界平均を上回る。	

Talento de Exportación 
 

人材を送り出す	



SERVICIOS GLOBALES Y ECONOMÍA DIGITAL 

Lo que ofrecemos / 私たちが提供するもの	

  

Las empresas que buscan 
oportunidades de negocios en 
el sector se beneficiarán de: 
 
•  Infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones 

de primer nivel 
•  Disponibilidad de Talento para la industria. 
•  Zona horaria (EE.UU y el resto de América Latina). 
•  Ecosistema de emprendimiento tecnológico 
•  Amplia red de acuerdos comerciales y tributarios 
•  Incentivos para el desarrollo de negocios asociados 

a servicios remotos con alto valor agregado 

関連事業でビジネスチャンスを求める企業へのメリット	

•  最良の技術および通信インフラ設備	

•  事業への人材確保	

•  タイムゾーン（アメリカおよびその他のラテンアメリカ諸国）	

•  技術系起業のエコシステム	

•  商業協定と租税条約による広範囲なネットワーク	

•  高付加価値のリモートサービスに関連するビジネス開発

へのインセンティブ	
６０以上の多国籍企業の皆様が、世界の顧客へサービスを輸出する拠点として　　
チリを選んでいます。	

グローバル・サービスとデジタル経済 



SERVICIOS GLOBALES Y ECONOMÍA DIGITAL 

Servicios de Tecnología de 
Información 
情報テクノロジー・サービス 
 
Centros cautivos y outsourcing para: 
•  Desarrollo/ mantención  de software y aplicaciones 
•  Localización y testeo 
•  Soporte técnico 
•  Investigación y Desarrollo 

キャプティブセンターとアウトソーシング 
 

• ソフトウェアとアプリケーションの 
　　開発・メンテナンス 
• ローカライズとテスト 
• テクニカルサポート 
• 研究開発	

InvestChile  busca atraer empresas con foco en: 
InvestChileの企業誘致への焦点	

1

グローバル・サービスとデジタル経済 



SERVICIOS GLOBALES Y ECONOMÍA DIGITAL 

Servicios de Negocios 
ビジネスサービス 
 
Centros de Servicios compartidos y  
outsourcing en: 
•  Finanzas y contabilidad 
•  Abastecimiento 
•  Recursos humanos 
•  Data Analytics 
•  Análisis financiero 
•  Marketing y ventas 
•  Centros de excelencia 
•  Diseño e ingeniería 

2

共有サービスとアウトソーシング 

•  財務、会計 
•  供給 
•  人事 
•  データ分析 
•  財務分析	
•  マーケティングとセールス 
•  中核的研究拠点 
•  デザイン、エンジニアリング 

グローバル・サービスとデジタル経済 

InvestChile  busca atraer empresas con foco en: 
InvestChileの企業誘致への焦点	



SERVICIOS GLOBALES Y ECONOMÍA DIGITAL 

Infraestructura de Data Centers y 
Servicios en la nube 
データセンターおよびクラウドサービスの	

インフラ整備	
	

•  Servicios de co-locación 
•  Infraestructura como servicio 
•  Plataforma como servicio 
•  Software como servicio 

	
 

3

•  設置サービス 
•  サービスとしてのインフラ設備	

•  サービスとしてのプラットホーム 
•  サービスとしてのソフトウェア	

 

グローバル・サービスとデジタル経済 

InvestChile  busca atraer empresas con foco en: 
InvestChileの企業誘致への焦点	



SERVICIOS GLOBALES Y ECONOMÍA DIGITAL 

Internet Industrial,  Automatización & 
Analytics 
IT産業、オートメーション化＆アナリティクス	
 

Big data, IoT, Analítica, Inteligencia Artificial, Automatización y 
robótica aplicados a las siguientes industrias que Chile lidera: 
 

•  Minería 
•  Agricultura 
•  Finanzas 
•  Retail  
•  Smart Cities 

	

4

チリは、以下の産業にビッグデータ、IoT、 
アナリティクス、AI（人工知能）、オートメーション化、 
ロボット技術を　率先し、導入しています。 
 
•  鉱業 
•  農業 
•  ファイナンス 
•  小売り 
•  スマートシティ 

グローバル・サービスとデジタル経済 

InvestChile  busca atraer empresas con foco en: 
InvestChileの企業誘致への焦点	



ENERGÍA VERDE／エネルギー

Desarrollamos hoy al energía del futuro 
 

ENTORNO PRIVILEGIADO   

VANGUARDIA 

今、未来のエネルギーを開発する

恵まれた環境

最前線で

直近25年間で
消費エネルギー量は4倍に。
出所：CNE	

2016年〜2020年のチリの
エネルギー事業への
投資プロジェク額は150億ドル。
出所: Corporación de Bienes de capital 

再⽣可能エネルギーへの投資ランキング
地域1位、世界2位（58カ国中）
太陽エネルギー発電で地域1位
出所: Ranking Global Climatescope 2016 

チリの再⽣可能エネルギーのプロジェクトは
2014年から2015年の間で145%の増加。
出所：CNE	

再⽣可能エネルギーの発電は、
2015年から2016年の間で14%の増加。
（7,416GWhから8,430GWhに）



Lo que ofrecemos / 私たちが提供するもの	

  
 
 
Las empresas que buscan oportunidades de negocio en 
el sector se beneficiaran de: 
 
• Generar energía limpia en mejores condiciones de 
costo a nivel global 

• Producir sus bienes y servicios accediendo a energía 
verde más barata del orbe: paneles y módulos solares, 
baterías de litio y tecnología asociada de sistemas 
integrados.  

• Ser parte de la agenda de I+D en la energía del futuro: 
incentivos Programa Solar Estratégico  
 

ENERGÍA VERDE／グリーンエネルギー

関連事業でビジネスチャンスを求める企業へのメリット
•  世界的なレベルで低コスト化したクリーンエネルギーの⽣産
•  世界で最も安いグリーンエネルギーに取り組み、財貨・サービスを産出：
 統合システムに関連した太陽光パネルやソーラーモジュール、リチウム電池
•  未来のエネルギー源のためのリサーチ＆ディベロップメント（R＆D）の
 アジェンダの⼀環：インセンティブを確保した太陽光戦略プログラム

ENERGÍA 
VERDE 



MINERÍA／鉱業

Creando una minería de futuro productiva y sustentable 
⽣産性、そして、持続可能⽣のある未来の鉱業を創⽣

LOCACIÓN 恵まれた環境

EXPERIENCIA  経験

VISIÓN DE FUTURO  未来へのビジョン

鉱業輸出：300,3億ドル
Source: Central Bank of 
Chile 

チリは世界の銅⽣産
量の28%を占有

⾼度の専⾨的知識を有
する労働者:
20万⼈

チリのリチウム埋蔵
量: 世界の54％

2015年〜2023年、鉱
業投資プロジェクト
の実施: 158億7900
万ドル

2016年、鉱業技術・
鉱業サービスの
輸出: 4200万ドル



Chile es un mercado donde están presentes los 
principales actores del sector a nivel mundial.  
Las empresas que buscan oportunidades de 
negocios en el sector se beneficiarán de: 
 
•   Un mercado local maduro y competitivo 

•   La posibilidad de expandir sus ventas 
optimizando la logística de abastecimiento de 
bienes y servicios para sus clientes 

Chile exporta servicios 
mineros a 39 mercados 

チリは39の市場に向け鉱業サービスを提供
世界トップレベルの主要役者が揃うチリ市場
関連事業でビジネスチャンスを求める企業へのメリット：
•  競争⼒に優れ、成熟している市場
•  皆様の顧客に対する財貨やサービス供給のロジスティッ

クスを最適化し、
 その販売を拡⼤する可能性

Lo que ofrecemos / 私たちが提供するもの	

  

MINERÍA／鉱業



•  Chile tiene el 54% de las reservas mundiales de litio 
(Cochilco) 

•  チリは世界のリチウム埋蔵量の54%を占有 
 

•  El Salar de Atacama tiene las más grandes reservas de 
mineral a bajos costo de producción.

•  アタカマ塩湖は低い⽣産コストで鉱⽯埋蔵量は最⼤
 

•  Chile está incrementando su capacidad de producción 
•  ⽣産性を⾼めるチリ 

o  2016 producción alcanzó 79,000 tons LCE.
          2016年⽣産量79,000トン 

o  2020 producción estimada superior a150,000 
tons LCE (50% Albemarle - 50% SQM), 
manteniendo 42% de participación en el 
mercado global 

          2020年の推定⽣産量は150,000トン（50% Albemarle、
          50%SQM）を超え、世界の市場シェアの42％を維持

  

Creando una minería de futuro productiva y sustentable 
⽣産性、そして、持続可能⽣のある未来の鉱業を創⽣

リチウムとチャンス

MINERÍA／鉱業



INDUSTRIA ALIMENTARIA SOFISTICADA／洗練された⾷品産業

Alimentos saludables para el mundo 

DIVERSIDAD 

CAPACIDAD  

REDES 

2016年、⾷品輸出額:156,07億ドル 
Fuente: Banco Central de Chile 
出所：チリ中央銀行 

世界に向けた健康⾷品

恵まれた環境

物流パフォーマンス指標
ラテンアメリカ2位、世界46位
Fuente: Banco Mundial 
出所：世界銀行 

ワイン輸出量:
アメリカおよび南半球１位、世界４位
Fuente: Banco Central de Chile y OIV 
出所:チリ中央銀行、OIV 

サーモン、冷凍サーモン輸出量:世界１位
年間輸出額は３０億ドルを超える。   
出所:　チリ中央銀行、PROCHILE 

ネットワーク
 

キャパシティ

世界⾷品安全指数、ラテンアメ
リカ1位
世界24位（113ヵ国中）
出所: The economist Intelligence 
Unit & Dupont 



Lo que ofrecemos / 私たちが提供するもの	

  

Chile es un mercado maduro para la producción y 
exportación de: 
 
•   Ingredientes funcionales y alimentos sofisticados. 
•   Bioproductos y sus precursores, nutracéuticos con 

uso en la agricultura. 
•   Además existen incentivos para la llegada e 

implementación de centros de I+D+I para adición 
de valor en la industria alimentaria. 

 

INDUSTRIA ALIMENTARIA SOFISTICADA／洗練された⾷品産業
 

チリは⽣産業、輸出業の成熟している市場

•  機能性⾷品素材と洗練された⾷品
•  農業で使⽤のバイオ製品とその前駆物質、栄養補助⾷品
•  かつ、⾷品産業での付加価値のために、R＆D＆I（

研究・開発・イノベーション）センターの設置と実現
にインセンティブが存在



TURISMO／観光業

La gran aventura de América Latina 

RECONOCIMIENTO  

ラテンアメリカのアドベンチャー

認識

2016年にチリに訪れた外
国⼈観光客は
560万⼈、前年⽐26％増
Fuente: Ministerio de 
Economía, Fomento y 
Turismo　出所:　経済・振
興・観光省 

国際会議協会（ICCA）によ
るランキング
地域３位、世界３４位
出所:　ICCA 

2016年、アドベンチャ
ー・ツーリズムの
⽬的地の第１位。2度⽬
の受賞。
出所: World Travel Awards 

年間国内線の便数は１
千万便以上
出所: JAC 

クルーズ客船の寄港：
237／前年⽐45％増
出所: SERNATUR 

訪れるべき世界の52カ所
のランキング
アタカマ砂漠: ２位
出所: The New York Times 

DEMANDA  需要



Lo que ofrecemos / 私たちが提供するもの	

  

TURISMO／観光業

Las empresas que buscan oportunidades de negocio en el 
sector se beneficiaran de: 
 
•  El desarrollo de nuevos focos de atracción turística 
sustentable, con potencial de inversión en infraestructura. 
•  Diseñar e implementar plataformas tecnológicas destinadas 
perfeccionar y diversificar la oferta de bienes y servicios 
turísticos en Chile. 
•  Negocios con potencial en nuevos servicios para polos de 
atracción turística consolidados. 
•  Desarrollo de una oferta turística de negocios, en el sector 
MICE (Meetings, incentives, conferencing, exhibitions). 

LA GRAN 
AVENTURA DE 

AMÉRICA 
LATINA 

関連事業でビジネスチャンスを求める企業へのメリット

•  インフラへの投資可能性を拓く、持続可能な新たな観光名所の開
発

•  チリ国内の観光関連の財貨やサービス提供の改良、多様化を 
⽬的としたプラットフォームの設計と導⼊

•  統合された観光地の柱への新たなサービスの可能性を秘めた需
要の⾼いビジネス

•  MICE（Meeting、Incentive Travel、Convention、Exhibition/
Event）によるビジネス・トラベル誘致の展開



Apoyo a Proyectos Estratégicos 
en etapa de Pre-Inversión 
 
 
 
Implementación de Proyectos 
de Inversión Tecnológica (IFI) 
 
  
Ley I+D 
 
 
Innovación Tecnológica 
Empresarial 
 
 
 
 
 

投資へのプ
ログラムと 
インセンティブ	

投資前の段階での戦略的プロジェクトに対するサポート	

ビジネス・テクノロジー・イノベーション	

R&D Law	

技術投資のプロジェクトの実施（IFI）	



Para atraer la inversión extranjera que requerimos, hemos 
diseñado una serie de servicios que como agencia 
entregamos a los potenciales inversionistas.  

InvestChileが提供するサービス	

求められる外国投資の誘致に、私たちはエージェンシーとして 
滞在的な投資家へ提供する一連のサービスを企画します。 

	



www.investchile.gob.cl/japan  
 
Es la plataforma gratuita de información y servicios. 
 
El 1er punto de contacto de los inversionistas hacia nuestro país. 
 
インフォメーションおよびサービスを提供する無料ウェブサイト 
 
チリ市場へ参入する投資家の皆様の最初のご相談を承る窓口です。 

詳しい情報はこちらまで 
お問い合わせください。	




