中小機構CEO商談会活用マニュアル 【ベトナム国 基礎編】

ビジネスには現地拠点が求められる！

まずは基本情報を押さえましょう！

１）主な投資奨励分野

ドイモイ（自由化）および国際統合による民間企業の勃興、輸出拡大、直接投資・
援助大量流入等により下位中所得国（一人当たりGDP１９０１US$)に到達しています。
331,210㎢

面積

(日本の0.88倍)

人口(2013年）
通貨(2014年9月18日）
ベトナムドン（VND)

気候（ホーチミン）
実質GDP成長率（2013年）
GDP/人（2013年）
消費者物価指数（2013年）
外貨準備高（2013年）
失業率（2013年）
ベトナム日本商工会（2014年）
ホーチミン日本商工会（2014年）
在留邦人数（2012年）

8,969万人
0.01円/1ドン
1円/196ドン
1US$/20,915ドン
雨期：5-10月
乾期：11-4月
5.4%
1,901US$
6.6%
N.A.
2.2%
573社
690社
11,200人

３．ハイテク技術の活用、環境生態系保
存、ハイテク開発・インキュベーション
４．労働集約型
５．インフラ建設・開発
６．教育、人材育成、医療、スポーツ事業
７．情報通信
出典：JETRO
http://www.jetro.go.jp/jfile/country/vn/i
nvest_03/pdfs/vietnam_kisei_yuugu.pdf

US$(月)

地価

ホーチミン
US$(月)

US$(年)

法定最低賃金
工業団地購入

一般工
155 2,792
173
3292
技術者
355 5,985
347
5795
マネージャー
773 13,628
810 13461
一般職
389 6,389
512
8947
マネージャー
957 15,080 1193 16941
128US$/月…2014年1月より（ハノイ・ホチミンとも適用）
土地購入は不可

工業団地賃料

フォー1イA ６５～７０US$/m2 ミンフック工業団地 50US$/m2

製造業
賃金

US$(年)

非製造業

ア

ハノイ

ホーチミン

40年リース管理費・VAT含まず 42年リース管理費・VAT含まず

税制

法人所得税 22%（ハノイ・ホチミンとも適用）
個人所得税MAX 35%（ハノイ・ホチミンとも適用）
付加価値税（品目により異なる） 0/5/10%（ハノイ・ホチミンとも適用）
ロイヤルテイ送金課税 10%（ハノイ・ホチミンとも適用）

電気
料金

【ホーチミン開催】

VAT含む、使用量で変動 ハノイに同じ
一般用 0.05～0.12
US$/KWH

2014年10月９日ー10月11日
工作機械、シート加工、溶接技術,FA
http://www.metalexvietnam.com/en_site/index.html

産業用

0.36
US$/M3

0.46 製造業、VAT5% 環
US$/M3

境保護費10%含まず

(注）どちらも2014年10月から引き上げ予定

産業用

1.78
US$/kg

一般用

1.83
US$/kg

ガソリ
レギュラー
ン価格

US$/L

軽油
価格

US$/L

1.15
1.09

・ハノイは首都。公的機関との接点が
多い企業にとって重要
・日系大手メーカーの現地生産により
（ハノイ、 日系部品メーカーも増加
ハイフォ ・産業は伝統的にアパレル、手工業、
ン紅河
農業、食品加工業が活発
デルタ） ・通信や道路などのインフラ状況は南
部に劣る

北部

（ダナ
ン・クア
ンナム
省）

製造業、VAT5% 環境保
護費10%含む

水道
上記税含む、使用量で変 0.25～0.54 上記税と同様、使用
料金 一般用 0.2～0.5
US$/M3 量で変動。
US$/M3 動。

ガス
料金

輸出でも現地拠点が必要です。営業、ショールーム、在庫機能、メンテ機能など現地パートナーに
どこまで求めて販路開拓するのか、事前に研究しましょう。

ハノイ
ホーチミン
製造業110KVA以上、
0.04～0.11
産業用 US$/KWH VAT含、時間帯で変動 ハノイに同じ

工業団地情報です。工業団地は、全国を広くカバーしています。

中部

1. 音・電気・高熱を遮断する素材の製造。木材に代わる 12. 薬草の原料の開発、薬草からの薬品製造。東洋医学
合成材質、耐熱材、建築用プラスティク、ファイバーグ
治療の基礎科学を研究、証明、及びその検査基準を
ラス、及び特殊セメントの製造
構築する案件。薬草が薬品になるまでの臨床試験。
東洋医学治療の臨床試験、治療、利用。新しい薬草
2. 着色金属及び精製金属の製造
使用の調査と用途開拓
3. 金属及び非金属製品のモールド金型の製造
13. 電子製品の生産
4. 発電所、電力供給施設への建設投資
14. 以下の分野の機械・設備・備品製造:
5. 医療機器の製造、及び天災・災害・危険な伝染病用
石油ガス・鉱物・エネルギー・セメント。大型リフト設備
のための治療薬保管倉庫の建設
製造。金属加工と冶金設備の製造
6. 有毒物試験設備の製造
15. 高電圧施設、大型発電機製造のための投資
7. 石油化学物質の開発
16. ディーゼルエンジン製造、船舶の製造・修理、運輸
8. コークス、及び活性化石炭の製造
船舶と漁獲船舶の機械・部品製造、動力・水力、圧
縮機製造への投資
9. 植物の保護薬品、殺虫剤、動物・水産物予防治療薬、
獣医薬品の生産
17.製造:建設設備・建設用車両・機械、輸送業界の技術
10. 薬原料、流行病の予防治療薬、ワクチン、バイオ医療
設備、 汽車・旅客車エンジン
製品、及び薬草、漢方薬
18. 農林業の生産用工具・機械・設備・部品・修理機、及
11. バイオ試験施設、薬品能力評価施設、及び薬品の生
び食品加工機械、灌漑設備機器製造のための投資
産・保管・検査・試験及び薬草の栽培・収穫・加工に
19.
繊維、衣服、皮革業界の製造設備への投資
おいて優良基準に達するための施設建設への投資

２） 現地状況のチェックはベトナムの国際展示会で！

ベトナムでの
コストのアイデアです！(21,035VND/1US$)
ハノイ

1.新素材、新エネルギー、ハイテク製品、
バイオ製品、製造機械の生産
２．農林水産品の養殖・加工、製塩、人工
家畜種・種苗の開発、新規家畜種・種
苗の開発

・ダナンは国内3位の商業都市
・東西回廊の起点。ラオス、タイ、ミャ
ンマーへ繋がる交通の要衝
・リゾート開発、観光業、漁業が盛ん
・クアンガイ省にベトナム初の石油精
製工場が稼働中

・ホーチミンは国内最大の商業都市で
最大の消費市場
（ホーチ ・アセアン市場へのアクセスも良く、海
上輸送も活発
ミン、ド
ンナイ
・国内で最も産業集積が進み、部品調
省、ビン
達の選択肢も多い
ズオン ・渋滞,土地・オフィスの賃料高, 中間管
省）
理職の採用難が問題

南部

（三菱東京URJ銀行投資ガイドブックより作成）

48kg VAT含まず
12kg VAT含まず

1.35
US$/kg

VAT10%含む

1.95～1.96 VAT10%含む、
US$/kg 9/12/48ｋｇの３段階

政府決定価格、VAT含む ハノイに同じ
政府決定価格、VAT含む ハノイに同じ

（出典）ジェトロセンサー 2014.5月号

【工業団地のチェックポイント】
①電力供給は安定しているか
②工業用水は十分か、水質は大丈夫か
③ガスの供給力は十分か
④電話回線、ネット通信は大丈夫か
⑤地盤や排水処理能力は大丈夫か
⑥周辺の隣接施設（銀行、日本食など）
は充実しているか

地域別工業団地、入居企業、
連絡先などは次のURLがお役
に立ちます。
http://www.asean.or.jp/ja/as
ean/know/country/vietnam/i
nvest/industrialestate/index.h
tml/

入居日系企業もわかります！

*METALEX Vietnam 2014

＊NEPCON Vietnam
2014年10月９日ー10月11日
表面実装機器、計測機器、電子機器製造サービス
http://www.nepconvietnam.com/en_site/index.html

＊Vietnam International Food Processing Industry Exhibition
2014年10月22日ー10月25日
食品加工機械、設備
http://www.vietnamprintpack.com/

＊Vietnam International Textile&Garment Industry Exhibiton
2014年10月29日ー11月1日
織物機械、紡績機械、編機、織機、洗浄機械
http://www.vtgvietnam.com/

*Plastic & Rubber Industry Exhibition (ViewtnamPlas)
2014年11月5日ー8日
プラステック、ゴム関連
http://www.vietnamplas.com/hcm/

* VIETWATER 2014
2014年11月12日ー11月14日
バイオ排水システム、ボイラー水処理、工業用水処理、飲料水品質分析
http://vietwater.com/

＊Internatinonal Industry Machiery Exhibition
2015年7月1日ー7月3日
フライス盤、ボーリング盤、研磨機、金属切断装置、メタル成形機械
http://www.machinery-vietnam.com/

【ハノイ開催】
＊ベトナム国際産業見本市
201４年10月21日ー24日
工作機械(金属切削/形成）、包装機械、プラステック
http://www.viif.vn/en/Scripts/default.asp

＊Vietnam Manufacturing Expo2015
2015年8月26日ー8月28日
工作機械、金属加工技術、ツール、溶接技術、自動車部品、
http://www.vietnammanufacturingexpo.com/
（注）：当商談会マニュアルは2014年9月末現在のものです。 情報の正確性の確認・採否はお客様の責任と判断で行なってください。参考
文献や検索結果の利用に関連して万一損害やトラブルが生じたとしても中小機構は責任を負いません。また、複製・転載を禁じます。

