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項目 

• 裾野産業の開発政策 

• 裾野産業の製品の市場機会  

• 日系企業の投資機会 
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裾野産業の開発政策 
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関連法律文献 

• 法律 67/2014/QH13 (投資法) 

• 法律 71/2014/QH13 及び政令12/2015/ND-CP (税
務法) 

• 政令75/2011/NĐ-CP (投資と輸出信用) 

• 政令111/2015/NĐ-CP (裾野産業の開発・優遇政
策) 

• 首相の決定: 1556/QD-TTg  (2012), 1290/QD-TTg 
(2014), 1342/QD-TTg (2014), 1901/QD-TTg (2014), 
1829/QD-TTg (2015)... 
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裾野産業に投資優遇措置 

投資優遇措置
の形式 

通常率 優遇率 参考文献 

法人税（CIT)率
の優遇 

22% 
2016年1月 
1日からは
20％ 

- 4年間免税 
- 次の9年間は50%減税の
適用期間 

- 15年間に税率10％ 

投資法(第15条); 71税法 (
第1条、第5項、CTI率 (第1
３条、第１項) 

輸入税の優遇 固定資産を設置するための
商品の輸入税を免税する; 

投資プロジェクトを投資プロ
ジェクトを実施するための材
料、消耗品、部品 

投資法(第15条); 輸出入税
法 (第1６条) 

土地に関する
優遇 

地代、土地使用税を減税・
免税する 

投資法(第15条); 2013年土
地法（第110条）及びと
地方のガイドライン 
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裾野産業の開発支援 
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他の支援政策 

• 裾野産業工業団地:  
– 70年超えない期間に土地配分、土地リース； 

– 工事完了日・プロジェクトの実施開始日から最大20年間の地代免除;  

– 減免期間や削減率は各省によって決定される (ハノイ、ホーチミン、 バ
リア－ブンタウ、ドンナイ、ハナム、ハイフォン、バックニン…) 

• 裾野産業開発プログラム (建設中) 
– 企業能力の高度化 

– 人材育成 

– 情報の普及・共有により意識を高める 

– R&Dの促進、技術の移転・適用・革新 

– データベースの開発・更新 

– 裾野産業での国際協力の促進 

• 裾野産業協会; 自動車部品製造企業協会 (VAPMA) 
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市場機会  
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裾野産業の市場機会 
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国内市場の規模（自動車） 
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自動車部品の輸入 

自動車のギアボックスと
部品輸入(1,000 米ドル) 

自動車付属品輸入 

(百万米ドル) 

 

Source: UN Comtrade, 2014 



自動車業の部品・付属品の需要 

TT 部品名 数量／年 会社名 

1 プレス加工、溶接の細部 42.000 部 

TMV 
2 

プラスチック射出成形、真空、吹き付
け用細部 

42.000 部 

3 電気細部、機能制御細部 42.000 部 

4 高級な金型   

Thaco 

5 バス用ホイール 1.200 車/年 

6 バスのカバーの製造に使われる鋼 1.200車/年 

7 電気電子部品 33.000部/年 

8 キャビン・ドアの部品 33.000 部/年 

9 自動車インテリア 33.000部/年 



自動車業の部品・付属品輸入 



各農業機械種類の供
給源 

主な農業機械の生産量 

Nguồn: SIDEC, 2014 

機械のタイプ 
生産量 

(個/年) 

対応能力(% 国内

需要) 

中耕機  43.700 
20% 

ハーベスター 15.100 
30% 

処理や収穫後の保存の設備 3.500 30% 

他の機械 30.500 20% 

国内市場の規模 (農業機械) 



農業機械輸入 

ベトナムの農業機械の
輸入構造 

ベトナムでの農業機械輸出
入の状態 (百万米ドル) 

Source: UN Comtrade, 2014 



農業機械業の裾野産業の需要 

部品・付属品名 数量／年 

ピストン 80.000 個 

シリンダライナ 80.000個 

Đệm nắp xy lanh 80.000個 

Bộ vòi phun 80.000個 

Dàn tay cấy lúa 500 dàn 

Hệ thống thủy lực 1.000 bộ 

重要な部品に集中：: 大きい
ザイズのエンジン（３０CV  以

上）、エンジン部品、油圧シス
テム、ギロチン、コンバインハ
ーベスター（チェーン、エンジ
ン、ギロチン、油圧システム） 

Đơn vị: 1.000 USD 



農業機械業の裾野産業の需要 

農業機械部品輸入, 2013 



輸出市場の規模(電子) 
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電子部品の輸入 

集積回路輸入(8542) 電話部品輸入(851770)  



電子部品の輸入 

韓国から電子部品の輸入, 2013 



電子部品の輸入 

日本から電子部品の輸入, 2013 



輸出市場の規模(繊維) 
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DM原材料の輸入 
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日本企業の投資へのチャンス 
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チャンスーチャレンジ 

• チャンス: 

– 日本企業がベトナムに良い印象を与え、各地方に温かく
迎えられる 

– 日本は工業の戦略パートナーと見られる(ベトナムー日本
の工業化戦略と6産業の実施計画が承認された) 

– 新たな自由貿易協定（ＴＰＰ、ＶＮ－ＥＵ）により、協力のチ
ャンスが開かれる 

• チャレンジ： 
– 優秀な人材の不足 

– 言語の壁 

– 決定を出せるまで時間がかかる 
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電子工業の裾野産業 

 HS番号 製品名 投資地 

8542 集積回路 

- 家庭用電化製品はビンズオ

ン省; 聴覚電子設備はタイグ

エン、バクニン、バクジャン、ハ

ノイ、ハイズオン; ＩＴ製品と関

連サービスはハノイ、ホーチミ

ン、ダナン 

8534 回路基板 

8529 

８５．２５から８５．２８までのグループの製品

の専用部品或いは主に使われる部品 

(トランシーバ電波、レーダー、画面、プロジ

ェクター) 

8541 

ダイオード、トランジスタ、同様の半導体設

備、感光性半導体部品、パネルやモジュー

ルに組み立たるか否か光電池、発光ダイオ

ード、組み立てた圧電性結晶 



自動車産業の裾野産業 

 HS番号 製品名 投資地 

870829 車体、ドアやベルトの部品とアクセサリー 

ビンフック、ハイズオン、ク

アンナム、ダナン、ドンナイ

とベンチェー 

870840 ギアボックスとスペアパーツ 

870899 他の部品 (8708グループ) 

870850 ディファレンシャルが付いている車軸 

870893 クラッチと付属品 



農業機械および付属品、部品 

HS番号 製品名 投資地 

中耕機 (トラクター、プラウ..), ハーベスタ

ー、処理や収穫後の保存の設備 
ハノイ、ハイズオン、ハイフ

ォン、ホーチミン市、ロンア

ン、ドンナイ 
843390 ハーベスターとクラッシャーの部品 



エンジン 

HS番号 製品名 投資地 

840734 
1,000ccを超えるシリンダー容量による燃

焼エンジン 

840820 
自動車用ディーゼルまたは半ディーゼル

圧縮点火による燃焼エンジン 

840991 電気スパークによる燃焼エンジンの部品 

841330 
燃料ポンプ、潤滑油、燃焼エンジンを冷

却する部品 



鉄骨製作 

HS番号 製品名 投資地 

7208 

600 mm以上の幅でクラッドメッキされていな

いフラットに圧延した熱間圧延の鉄又は非

合金鋼の製品 

7225 
フラットに圧延した600 mm以上の幅の合金

鋼 

7219 
フラットに圧延した600 mm以上の幅のステ

ンレス鋼 

7210 

600 mm以上の幅でクラッドメッキされたフラ

ットに圧延した熱間圧延の鉄又は非合金鋼

の製品 



繊維産業の裾野産業 

 Value 

Design Sales 

CMT 

2020年までの投資要求 

-天然繊維（綿、ジュート、麻、絹...）  
-合成繊維（PE、ビスコース...） 

-生地、化学薬品、助剤、染料と衣
服の付属品（縫製、デイジー、ラベ
ル、MEX、ジッパー、...）  
-投資誘致, 染色業界の生産性の
強化,先端技術の導入, 非有毒性
で、環境に優しい。 
(2030年をゴールに、2020年まで
の裾野産業の計画) 



ご清聴、ありがとうございました！ 

thuyntx.ipsi@moit.gov.vn 
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