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イタリアでの投資または、大きな寄付は、今、利益となる：

入国ビザ、滞在許可証と税制優遇措置

あなたは、EU以外の国に属しており、投資家ですか？

イタリアの会社、または革新的な新規企業に投資した場合、入国ビザ、ヨーロッパで有

効な滞在許可と大きな税制優遇措置を得ることができる。

あなたは、メセナですか？

文化的な取り組み、歴史的、芸術的遺産の修復、またはその他の社会奉仕プロジェクト

を支援するために寄付をした場合は、同じ利益を得ることができる。

これらすべては、２０１６年１２月７日の第３２１法によって規定されたものであり、

インベスタービザサービスは、投資する企業または、寄付プロジェクトを、探す手助け

をする。

私たちは、入国ビザと滞在許可を申請するサポートを提供する。

あなたは実業家ですか？イタリアにあなたの会社を創設し、入国ビザの取得を望んでい

ますか？

企業への資本投資や大きな寄付によってビザを取得することに加えて、イタリアの法律

は 、 自営業 /実 業 家 に 入 国 ビ ザ と 滞 在 許 可 の 付 与 を 規 定 し て い ま す 。

この場合も、イタリアの税務当局と、あなたの国での収入に対する非常に有利な課税に

同意することが可能です。

このビザを取得するための条件は、あなたがあなたの国で実業家であることを証明する

事と、最低50万ユーロのイタリアでの投資を約束し、少なくとも3つの新しい仕事のポ

ストを作り出す事です。

サイトの三つ目のギャラリー（ショーケース）には、イタリアで新しいビジネスを立ち

上げるために購入できるホテルや農場の興味深い売却提案があります。

他の分野に興味がある場合は、 info@investorvisa.it までメールでお問い合わせくだ

さい。

当社のサービスは、以下のリンクで：

www.investorvisa.it

これらの情報は、この投資家のための新しいビザの利点と、我々のサービスをどのよう

に利用することができるかを、よく理解してもらう為、アラビア語、中国語、ロシア語

、スペイン語に翻訳されている。投資や寄付、または他の情報を問い合わせる場合、英

語かイタリア語を使用する必要がある。
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JJUUSSWWEEBBととはは

有限会社JUSWEBは、ヴィテルボに本社を持つ会社である。２００３年に設立

され、外国人の法的地位と国内法令、国際法、そして欧州連合（EU）法におい

ての国際的移動性に関する、法的パブリシングの分野で活動している。2005年

から専門隔週誌、「Immigrazione.it」を出版している。雑誌は、第一号から、

国境パトロール役員および警察本部の入国管理事務所の研修と実践的なニーズ

に対応する為、内務省で採択された

JUSWEBは弁護士、会計士やジャーナリストの研修分野での認定機関として活

動している。www.formazionewebtv.itのプラットフォームを通して、2010年

からインタラクティブストリーミングでコースやセミナーを送信している。デ

ジタルツールを使って研修プログラムを提供するイタリアの最初の会社である。

同社は、イタリアで外国人の入国や滞在のためのアドバイスやサポートを提供

する。法律外の分野では、ウェブマーケティングとウェブコミュニケーション

に携わっている。インベスタービザサービスの管理において、immigrazione.it

雑誌の編集スタッフとトレーナーは、中国語、アラビア語、スペイン語の母国

の翻訳通訳者と、以下の専門家のネットワークによって支援されている。

情報と連絡先

JUSWEB srl
Servizio Investor Visa
Via Marconi, 10
01100 Viterbo - ITALIA

+ 39 0761 092025 /55 

info@investorvisa.it
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イイタタリリアアででのの投投資資とと寄寄付付

なな ぜぜ イイ タタ リリ アア でで ？？  会会 社社 、、 まま たた はは 革革 新新 的的 なな 新新 規規 企企 業業 へへ のの 投投 資資 、、

イイタタリリアアででのの文文化化的的活活動動へへのの寄寄付付、、入入国国ビビザザ、、滞滞在在許許可可証証のの取取得得とと

税税制制優優遇遇措措置置

あなたは、イタリアに住むか、または、自分の時間の一部を過ごしたいと思う

、イタリアを愛する多くの人々の１人であるかもしれない 。

あなたは、私たちの歴史的、芸術的遺産、風景の価値、我々の食文化、そして

世界にイタリアンスタイルを広めた会社の品質を既にご存知かもしれない。そ

して、ちょうど今、イタリアでの投資を考えているかもしれない。

イタリアは、ユーロ園で第３番目、そして世界的には、第８番目の経済力があ

る。そして、６０００万人の国内市場、5億人のEU、２億７０００万人の北ア

フリカ、中東の消費者にとってのゲートウェイである。イタリアは、機械や自

動化、ファッションやデザイン、食品や料理などの戦略的分野において独自の

ノウハウを持つ、ヨーロッパで二番目の工業国である。イタリアには、優れた

研究開発センターがあり、２０以上のイタリアの大学が世界トップ５００のラ

ンクに入っている。イタリアは、その風景、芸術、歴史、文化、料理を通して

世界に比類のない生活の質を、提供できる。

２０１７年度ベストカントリー：イタリアは、ファッションと文化的トレンド

の分野、芸術遺産と文化的影響力において世界一となった。 

これは、この八十年間オピニオンリーダとして知られているUSNewsの調査の

結果である。

http://www.usnews.com/news/best-countries/heritage-rankings。

2016年12月にイタリア議会で承認された新しい法律のおかげで、今、いくつ

かの重要な投資を行った場合、極めて簡単にイタリア、そして他の欧州諸国に

入国、滞在するチャンスがある。

これは、“投資者専用入国ビザ”である。

このビザは、文化遺産や社会奉仕プロジェクトの分野における重要な寄付を行

ったり、企業や政府機関債に投資した外国人に発行される。その家族へのビザ

も、非常に早い手順で交付され、しかもイタリアへの居住を定めた場合、１５

年間非常に有利な税務上の取扱いを受ける事となる。
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イタリアの法律は、すでに外国人に、色々なケースでの入国と滞在を認めてい

るが、このサイトで説明する、この特別な「投資家ビザ」とそれに関連する滞

在許可が与えられる可能性とは違う。

「「投投資資家家ビビザザ」」はは、、外外国国人人のの投投資資家家ややメメセセナナのの投投資資のの支支援援、、そそししててビビザザやや

滞滞在在許許可可にに関関すするる手手続続ききのの管管理理ののたためめにに作作成成さされれたたササーービビススででああるる。。

「「投投資資家家ビビザザ」」のの利利点点

新しい入国ビザは、投資家、またはメセナとそれらの家族に以下の点を可能と

する。（“移民単一テキスト”の第２６A条）

−２年間有効のイタリアへの入国と滞在、その後、滞在許可は、３年間更新可

能である。そして入国５年後に、無期限の滞在許可を得ることができる。

− 他の欧州連合（EU）諸国に入国し、半年おきに90日間滞在可能。

−投資家が望むならば、税務上の居住地をイタリアに移転し、イタリアの税務

当局と海外で発生した所得に対する税の定額料金に関して合意する事が可能で

ある。

投資家滞在許可に関連する可能性

ビジネス、観光、ミッション、などの半年おきの９０日間有効ビザとは異なり

、この新しい滞在許可は２年間の初期期間を持っており、期限後、３年間の延

長、そして最初の発行から５年後に、無期限の滞在許可に転換が可能である。

イタリアでの仕事と居住を義務付ける労働ビザ／滞在許可とは異なり、この新

しい投資家専用滞在許可は、自分の国に住み続けながら、他の場所でビジネス

を行う事、そして他のビザや許可証を申請することなく、いつでも自由に、イ

タリアに出入りし、無期限な滞在 を可能にする。

イタリアに住む許可を与えるが、別の国に移動するか、または、自分の国へ半

年以上戻ると許可を失う可能性がある、居住ビザ／滞在許可とは異なり、この

新しい投資家専用滞在許可は、前節で説明したように、自由に動く事を可能と

する。
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投資家専用滞在許可は、以下の親族とこれらの利点を共有する事を可能とする。

a）１８歳以上であり、法的に世帯分離していない配偶者、または、結婚と同等

な関係にあるパートナー。

b)  配偶者の、又は未婚の婚外子で未成年の子供。

c）扶養親族（成人した子供）で、重度障害などの客観的な理由で、独自で生活

の基本 的なニーズに対応できない場合。

d）扶養親族（両親）で、出生国に他の子供がいない場合、又は、他の子供が、

証明された深刻な健康上の問題などの客観的な理由で、その両親の生活の基本

的なニーズ に対応できない場合。ただし６５歳以上。

イイタタリリアアにに税税務務上上のの居居住住地地をを移移転転ししたた個個人人にに対対ししててのの税税制制

優優遇遇措措置置

2017年以来、イタリアに住居を移転した個人は、海外で稼いだ収入の代替税の

支払いを選ぶことができる。しかし、これは、この選択をする前の１０年間の

うち、少なくとも9年間、イタリアの税務上の居住者ではなかったことが前提と

なる。

認定保有の売却により発生したキャピタルゲインに関連する特定の例外を除い

て、税はすべての所得対象に適用される。

代替税は、有効である各課税年度において、収入に関わらず、１０万ユーロと

する。 

登録者と再会することが許可されている家族の各メンバーにとっては、各課税

年度において、２万５００ユーロに減少される。したがって、イタリアで再会

した家族のメンバーが、海外で収入を得た場合は、認定保有の売却により発生

したキャピタルゲインに関連する特定の例外を除いて、登録者の１０万ユーロ

ではなく、２万５千ユーロの代替税を支払う事となる。

この選択は、提出期限内に、国税局に登録者がイタリアで住居を持つこととす

る課税期間に関する納税申告を届け、それに有効な応答を受け取った時点で可

能となり、その期間から有効となる。この選択は、15年以上持続し、申請者に

よって取り消すことができる。代替税の一部だけの支払い、又は、全く支払い

を行わなかった場合は、中止される。そして、取り消し又は、没収の場合は、

新しい選択は行使できない。申請者の家族は、外国収入に関して、通常の方法

で納税を、収めたい場合、この選択をしなくても良い。
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どどののくくららいいのの金金額額ををどどここにに投投資資すするるかか

法律は3つの投資の可能性を提供する。

a）イタリアの会社の資本金への少なくとも１００万ユーロの投資、又は

革新的な 新規企業への少なくとも５０万ユーロの投資。

b）文化遺産、景観遺産の復旧、文化活動の分野、又は教育、科学研究、

移民の管理の分野における公益の取り組みへの少なくとも百万ユーロの慈

善寄付。

c）イタリア政府により発行された債券への、少なくとも２００万ユーロ

の投資。

投資は、少なくとも２年間は維持しなければならない。

投投資資家家専専用用ビビザザのの申申請請ににおおけけるる要要件件。。

投資家は：

投資に割り当てられた金額を事実上持っており、その金額は、合法的な起源か

らきており、利用可能であり、イタリアに転送できる事を証明しなければなら

ない。

投資、又は慈善寄付への金額をイタリアへの入国日から3ヶ月以内に使用する事

を宣言しなければならない。

イタリア滞在中に自分自身をサポートするために、他の財源を持っていること

を証明しなければならない。
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会会社社へへのの投投資資。。

イイタタリリアア企企業業へへのの投投資資のの奨奨励励ととビビザザとと滞滞在在許許可可のの申申請請にに関関すするる、、当当社社ののササ

ーービビスス。。

イタリアの企業への投資を行うことを決めましたか？.

資金を割り当てる場所を正確に知らない場合は、我々は投資者の投資額と他の

ニーズに応じて、いくつかの選択チャンスを提供する。優先度を指示した後、

金融取引のあらゆる面を直接取り扱う為、会社、またはそのアドバイザー（公

証人、代理店、会計士や弁護士）と、連絡を取らせ、交渉が終わった時点で、

入国ビザの申請をサポートする。

ビザを取得したら、イタリアに入国し、３ヶ月以内に投資を締結する義務があ

る。

金融操作は、二人の証人の前で、公証人の関与を通して、公正証書によって保

証される。公証人を直接知らない場合は、各州において、クロスボーダー取引

においての専門知識に基づいて、我々が選択した公証人の中から選ぶことがで

きる。公正証書は、法律上の要件を満たしていることを示すと同時に、投資家

専用滞在許可の発行を要求するために重要な文書になる。滞在許可の申請は、

我々が世話をする。

すでに投資する企業や寄付金の受取人を知っており、単独、または信頼できる

専門家を通して全体の金融操作を管理すると決定した場合、当社は、ビザ／滞

在許可の申請の支援を提供する。
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メメセセナナ、、大大ききなな寄寄付付

歴史、芸術、景観遺産の評価、文化支援としての寄付、又は科学的研究や

その他の公益プロジェクト、入国ビザと滞在許可の申請に関する当社のサ

ービス。

メセナとして大きな寄付をすることを決めたが、どこに資金を配分するか正確

に分からない場合は、我々はその寄付額と他のニーズに応じて、いくつかの選

択チャンスを提供する。優先度を指示した後、寄付のあらゆる面を直接取り扱

う為、寄付するプロジェクトの責任者、またはそのアドバイザーと、連絡を取

らせ、交渉が終わった時点で、入国ビザの申請をサポートする。ビザを取得し

たら、イタリアに入国し、３ヶ月以内に寄付をする義務がある。寄付は、二人

の証人の前で、公証人の関与を通して、公正証書によって保証される。公証人

を直接知らない場合は、各州において、クロスボーダー取引においての専門知

識に基づいて、我々が選択した公証人の中から選ぶことができる。公正証書、

法律上の要件を満たしていることを示すと同時に、投資家専用滞在許可の発行

を要求するために重要な文書になる。滞在許可の申請は、我々が世話をする。

すでに寄付するプロジェクトを知っており、単独、または信頼できる専門家を

通して全体の金融操作を管理すると決定した場合、当社は、ビザ／滞在許可の

申請の支援を提供する。
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公公共共文文化化財財のの維維持持、、保保護護おおよよびび復復元元へへのの寄寄付付のの税税制制優優遇遇措措置置

イタリアに税務上の居住地を移転した個人と法人は、イタリアで発生し

所得税から公共団体に属している歴史的建造物の修復や評価、又は、オペラ交

響財団や伝統劇場に寄付した額の割合を控除する権利がある。
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投投資資やや寄寄付付ににおおいいててのの六六つつのの手手順順

1.投資家は、二つのデータベースのいずれかで、興味を持つ取引を見つけ次第、

サイ トに登録し、以下のサービスの中から選択する：

a）会社への投資

b）個人又は公共団体の芸術的/歴史的遺産やその他の公益事業の価値化を目的

とす るプロジェクトへの寄付

c）ビザと滞在許可のみの申請。

２.Juswebは要求を評価し、投資の種類に対応するデータベースにアクセスす

る為 の許可を発行する。

３．投資家が一つ、又はそれ以上の提案に関心がある場合、Juswebは、追加情

報を提供し、それが会社への投資であるか、それとも寄付であるかにより、会

社の担当代 表者、又はプロジェクトの責任者の参加を得て* web会議で会議

をオーガナイズする；web会議に、参加するには登録費の一部を支払う必要が

ある。

４. 契約の条件が成立すれば、当事者は他の形で交渉を続けていく。

５．契約に合意すれば、投資家はJuswebに、技術委員会宛に異議なしの申請、

担当のイタリア大使館にビザの申請を指示する。そして残りの登録費を、振り

込む。 

６.ビザを取得した時点でイタリアへの入国後8日以内に、投資家、又はメセナ

は、JUSWEBを通して滞在許可を申請し3ヶ月以内に公正証書に署名する。  

*Web会議は、イタリア語、又は英語で行われる。第二の場合は、Juswebの通訳が携わる。母

国語がアラビア語、ロシア語、スペイン語、中国語の投資家の場合は、基本的にはイタリア語

か英語がベースであるが、これらの言語の通訳も確保している。
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イインンベベススタターービビザザののココスストト

インベスタービザサービスは、2回の別々の支払いによって行われる。

最初の支払いは、１０００ユーロ＋消費税22％（ステップ３）であり、以下の

サービスが含まれる。

1）英語で通訳の助けを借り、寄付をするプロジェクトの責任者、または投資す

る企業とWeb会議への参加。必要に応じて、アラビア語、中国語、ロシア語、

スペイン 語の通訳も用意される。

2)イタリアに住居を移転することを決定した場合、イタリアの法律および国際

条約に より要求される、その特定の投資と税制に関する税務上のアドバイス。

3)投資家が別の投資を評価するために、他のweb会議への参加を求めた場合、

各 web会議におき、そのコストは８００ユーロ＋消費財22％に削減される。

ビザと滞在許可に関する第二の支払い。

会社や寄付をするプロジェクトの責任者との予備的合意に達した場合、投資家

は入国ビザと滞在許可証（ステップ5）に関連する実務をJuswebに委託する。

この場合、コストは、ビザの数（投資家のみ、あるいは親族も含む）によって定

められ、そのコストはサービスへの登録の際に、通知される。（ステップ2）。

サービスには、以下の点が含まれている：

１）経済開発省（事業計画の作成を含む）への異議なしの申請の起草。

２）ビザの申請での支援。

３）滞在許可申請の準備に関する地元の警察との手続きにおいてのサポート

投資家は、移転、通訳、税制支援などの、更なる追加サービスを、要求するこ

とができる。その費用は別途見積もりとする。
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そそののほほかかのの情情報報

合計百万ユーロと定められた寄付に割り当てられる最低額には、プログラムへ

の登録費、公正証書の費用、そしてもちろん、寄付の担当者、または寄付され

る方の責任者の旅行費、滞在費などは、含まれていない。しかし、投資計画に

おける、専門家への報酬を含めることは可能である。

Juswebとそのパートナーの責任は、このWebサイトに記載された活動

の管理に限られており、投資や寄付の後の段階、ここで説明されている予備的

な手続き以外は、対象にならない。
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投投資資とと寄寄付付のの提提案案 -- デデーータタベベーースス

イインンベベススタターー：：企企業業投投資資申申請請デデーータタベベーースス

このデータベースには、イタリアのいくつかの企業からの資金調達の要求が記

録してある。要約シートはいくつかの一般的なガイドラインを提供する。会社

についての詳細を知りたい場合、我々のサービスに加入することができ、投資

をする義務なく、すべての技術的および経済的情報を受け取ることが、可能で

ある。

GGOOLLDDEENN DDOONNOORR:: 文文化化遺遺産産ままたたはは、、寄寄付付にによよりり賄賄わわれれるるププロロジジェェククトト

ののデデーータタベベーースス

その有効利用、修復、実現化の為に、寄付を受け入れられる、城、ヴィラ、宮

殿、歴史的な街と他の文化、科学研究、教育や移民管理の分野での公益プロジ

ェクトのデータベース。

要約シートはいくつかの一般的なガイドラインを提供する。寄付するプロジェ

クトについての詳細を知りたい場合、我々のサービスに加入することができ、

寄付をする義務なく、すべての技術的および経済的情報を受け取ることが、可

能である。

ビビザザとと滞滞在在許許可可申申請請ののみみ

入国ビザと投資家専用滞在許可の申請手続きの支援担当のサイトセクション。


