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1. 1. ベトナムの位置および人口ベトナムの位置および人口
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2. 2. ベトナムの主な社会経済指標ベトナムの主な社会経済指標
 

-- 面積：面積：3232万万9,560 km9,560 km22 

(12(12万万88,,066066平方マイル平方マイル)) 
-- 人口：人口：8,6508,650万人（万人（20082008年年66月現在）月現在）

 -- 主要都市：主要都市：
 + + ハノイハノイ

 + + ダナンダナン
 + + ホーチミン市ホーチミン市
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-- 国家経済国家経済  

+ GDP+ GDPおよびおよび11人当たりの人当たりのGDPGDP 

+ + 輸出額輸出額  

+ + 輸入額輸入額
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3.3. ベトナムの主要産業ベトナムの主要産業

2007年のGDPに占める3大経済部門の割合

38%

42%

20%

サービス業

工業

農業
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-- 20082008年、加工業は産業総生産の年、加工業は産業総生産の  84.5%84.5%、輸出総収入の大半（、輸出総収入の大半（GDPGDPのの  70%70%）を占める）を占める  

-- 輸出額と加工業における発展の輸出額と加工業における発展の  
重要性の観点から、次の産業が重要性の観点から、次の産業が  
重視される。重視される。



77

-- 縫製・繊維縫製・繊維  

-- 企業数企業数2,5002,500社、従業員数社、従業員数200200万人万人
 -- 20082008年の輸出額年の輸出額

 9191億ドル億ドル
 -- 年成長率年成長率

 20%20%（金額）（金額）
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-- 履物・革製品履物・革製品  

-- 企業数企業数380380社、従業員数社、従業員数5500万人万人  -- 20082008年の輸出額年の輸出額  4747億ドル億ドル  -- 年成長率年成長率  18%18%（金額）（金額）
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-- 電子機器・コンピューター部品電子機器・コンピューター部品  

-- 輸出額が輸出額が1010億ドルに達した億ドルに達した  20042004年以降、高い成長率を維持年以降、高い成長率を維持  -- 20082008年の輸出額年の輸出額  2727億ドル億ドル
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4. 4. 食品加工業食品加工業  4.1. 4.1. 現況現況
 -- 加工業全体の生産額の加工業全体の生産額の23%23% 

-- 主要製品群：魚介類、食肉・主要製品群：魚介類、食肉・
 

保存加工肉、生乳・乳製品、保存加工肉、生乳・乳製品、
 

酒類・清涼飲料、加工果物・酒類・清涼飲料、加工果物・
 

加工野菜など加工野菜など



1111

4.2. 4.2. ベトナムの消費者動向ベトナムの消費者動向
 

-- 手頃な価格、種類の豊富さ、手頃な価格、種類の豊富さ、
 

品質の良さから、ベトナムの消費者は品質の良さから、ベトナムの消費者は
 国産の食品を買う傾向にある。国産の食品を買う傾向にある。
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-- 工業化によってスーパーマーケットや工業化によってスーパーマーケットや
 ショッピングセンターなど近代的なショッピングセンターなど近代的な

 流通経路が整うのにともない、流通経路が整うのにともない、
 保存食品の利用が一般的になっている保存食品の利用が一般的になっている

 

-- 11人当たりの人当たりのGDPGDPの増大とともにの増大とともに
 購買力が高まっていることが、購買力が高まっていることが、

 食品・飲料の生産や国内消費に食品・飲料の生産や国内消費に
 大きな影響を及ぼしている大きな影響を及ぼしている
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4.3. 4.3. 加工食品の輸出加工食品の輸出  

-- 輸出能力輸出能力
 

-- 食品・飲料の主な輸入市場食品・飲料の主な輸入市場
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4.4.4.4. 20102010年までの発展の方向性年までの発展の方向性

製品製品 単位単位 生産量生産量

加工果物・加工野菜加工果物・加工野菜 千トン千トン 17,00017,000

輸出向け加工肉輸出向け加工肉 千トン千トン 2,0002,000

生乳生乳 百万リットル百万リットル 1,3211,321

水産物水産物 千トン千トン 420420

清涼飲料清涼飲料 百万リットル百万リットル 1,6501,650



1515

4.5. 4.5. 食品の安全性に関する法規制食品の安全性に関する法規制  
-- 20032003年年77月月2626日、国会が日、国会が

 法令法令
 

12/2003/PL12/2003/PLを公布を公布
 

-- 20042004年年77月月99日、首相が日、首相が
 命令命令

 
163/2004/ND163/2004/ND--CPCPを公布を公布
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-- 主な規制主な規制
 

+ + 加工施設加工施設
 + + 加工する原料・その他の物質加工する原料・その他の物質

 + + 保管保管
 + + 輸入・輸出輸入・輸出
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-- 主な規制主な規制
 

+ + 安全性および品質基準の安全性および品質基準の
 

公表と適用公表と適用
 

+ + 広告・標示広告・標示
 

+ + 監督機関監督機関
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4.6. 4.6. 食品産業における事業に食品産業における事業に  
関する法規制関する法規制  

-- 20052005年年66月月1414日、商法成立日、商法成立
 

-- 20052005年年1111月月2929日、共通投資法成立日、共通投資法成立
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-- 20052005年年1111月月2929日、統一企業法成立日、統一企業法成立
 

-- 20082008年年66月月33日、法人税法成立日、法人税法成立
 

-- ASEANASEAN自由貿易協定（自由貿易協定（AFTAAFTA）と）と
 

共通効果特恵関税（共通効果特恵関税（CEPTCEPT））
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5. 5. ベトナム食品産業に対するベトナム食品産業に対する  
海外からの投資海外からの投資  

5.1. 5.1. 現況現況
 -- 19881988～～20082008年に登記資本金総額年に登記資本金総額4242億億

 米ドルにのぼる米ドルにのぼる350350件の外国直接投資件の外国直接投資
 （（FDIFDI）計画）計画

 -- 20082008年、年、3535件で総資本件で総資本44億億3,4003,400万ドル万ドル
 ののFDIFDI計画を認可計画を認可

 -- 食品加工業の海外投資企業は大半が食品加工業の海外投資企業は大半が
 100%100%外国資本外国資本
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-- 55大外国投資企業大外国投資企業
 

-- エースコック・ベトナム（日本）エースコック・ベトナム（日本）
 -- 味の素ベトナム（日本）味の素ベトナム（日本）

 -- ユニリーバ・ベストフーズ・ユニリーバ・ベストフーズ・
 

ベトナム（オランダ）ベトナム（オランダ）
 -- 味元ベトナム（韓国）味元ベトナム（韓国）
 -- 味丹ベトナム（台湾）味丹ベトナム（台湾）
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5.2. FDI5.2. FDI優遇措置優遇措置
 

-- 共通投資法に基づくさまざまな共通投資法に基づくさまざまな
 

措置措置
 

-- リストリストBB（瓶詰・缶詰ジュース）への（瓶詰・缶詰ジュース）への
 

投資に対する優遇措置投資に対する優遇措置
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-- 主な優遇措置主な優遇措置
 

+ + 法人税法人税
 

+ + 土地貸与土地貸与
 

+ + 輸入税輸入税
 

+ + 損失救済措置損失救済措置
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6. 6. 日本の食品会社への期待日本の食品会社への期待  

-- ベトナムを投資対象とする理由ベトナムを投資対象とする理由
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共通の食文化共通の食文化
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将来性将来性のあるのある食品食品市場市場
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-- 世界市場への食品輸出国となる世界市場への食品輸出国となる
 

可能性可能性
 

-- 日本の投資家向けの優先部門日本の投資家向けの優先部門
 

○○
 

魚介類魚介類
 

○○
 

加工農産物加工農産物
 

○○
 

食食  材材  
○○

 
果果  汁汁
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ベトナム貿易振興庁ベトナム貿易振興庁  

-- 産業通商省（産業通商省（MOITMOIT）の下部組織）の下部組織
 

-- 世界に向けた貿易と産業投資の世界に向けた貿易と産業投資の
 

振興を担当振興を担当
 

-- 連絡先：連絡先：
 20 Ly 20 Ly ThuongThuong KietKiet St, Hanoi St, Hanoi 

ホームページ：ホームページ：www.vietrade.gov.vnwww.vietrade.gov.vn
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ありがとうございました！ありがとうございました！
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