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広島上海事務所をリニューアルしました 

 広島上海事務所では、8 月に内装のリニューアルを行いました。 

これまでの業務内容はそのままに、より相談しやすい、よりお立

ち寄りいただきやすい事務所になりました。 

 また、このたびのリニューアルを機に、新しく展示棚を設置し

ました。（写真下） 

 こちらには広島県企業様のパンフレット等を展示し、事務所へ

来訪される方々に広島県の産業を知っていただく場としたいと考

えております。 

 展示のご希望があれば、ぜひお問い合わせください。 

 広島上海事務所では、現地の経済関連情報の収集・提供、ビジ

ネスマッチング及び便宜供与、広島県の観光ＰＲなどを精力的に

行っています。 

 上海にご出張の際には、新しくなった広島上海事務所に、ぜひ

一度お越しください。 
 

 
          西尾所長よりひとこと 

１０年以上の歴史が詰まった事務所をリニュ

ーアルいたしました。 

今後、より一層の“広島色”を打ち出していく

予定です。素敵なアイディアがあれば、どし

どしお寄せください。 

皆様のお越しを心よりお待ちしております！ 
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★☆★☆★ 海 外 レ ポ ー ト ☆★☆★☆ 
 

新車 1 台 400 万円と言われたら、どんな車

を想像するでしょうか？ベンツ？BMW？レク

サス？ベトナムでは、なんとトヨタのカローラ

の値段です。日本では新車価格 150 万円ぐらい

ですが、ベトナムでは 30～70％の高い輸入関

税に加え、40～150％の特別消費税が上乗せさ

れているので（電気自動車を除く）、この価格に

なります。 

そのため、ベトナムの乗用車の世帯当たりの

普及率はたったの 2.2%で、50 世帯に 1 台ぐ

らいの割合しか持っていません。ちなみに日本

は、100.8%で 1 世帯に 1 台は当たり前の計算

になります。このように車はベトナム人の憧れ

の存在であり、車を持っているイコールお金持

ちと思っても決して過言ではありません。また、

ベトナムの場合、自国産業保護、環境保護や交通

渋滞回避などのため、中古車の輸入は実質、禁止

されています。街を走る車は新車ばかりで、しか

も最近、人々が車を持ち始めたばかりなので、中

古車というものがほとんどベトナムにはありま

せん。 

そんなベトナムの 2016 年 7 月の 1 か月新

車販売数は、約 28,000 台です。日本の同時期

の新車販売台数は約 415,000 台でした。日本

と比べるとまだまだ少ないですが、これでもベ

トナムの新車販売台数は年々増えてきており、

前年の 7 月と比べ 22％も増加しました。 

2016 年 7 月に 1 番売れた車は、チュオンハ

イというベトナムの会社で、市場シェアは約

25％です。主力の商用車に加え同社が OEM 

（相手先ブランドによる生産）生産している韓

国起亜社の小型車モーニングなど乗用車が好調

な売れ行きです。2 番目は、市場シェア約

18.5％のトヨタです。ホーチミンの大手のタク

シー会社ビナサン（VINASUN）の車は全てトヨ

タ製です。また、購入を検討したいメーカーラン

キングでもBMWに次いで 2位にランクインし

ています。3 番目は、市場シェア約 10.7％のマ

ツダです。最近、マツダの車を見かけることが多

くなったと思っていたら、2016 年 7 月は前年

同月比 75.1％増の約 3,000 台を売上げました。 

マツダは地場のビナマツダを通じて生産・販

売しており、人気車種はコンパクトカー「マツダ

２（日本名デミオ）」、中型セダン「マツダ３（日

本名アクセラ）」、スポーツタイプ多目的車

（SUV）「CX-5」で、それらで売上げの約７割

を占めています。マツダが販売を伸ばした理由

として、ほぼ全てのカテゴリーに自社製品を投

入しているうえ、安定した価格、安全性と品質、

優れた低燃費技術が強みだと考えられ、今後も

売上げが伸びていくと言われています。 

このように、少しずつモータリゼーションの

兆しが見え始めているベトナムですが、本格的

に加速するのは2020年以降だといわれていま

す。その理由のひとつとして、現在交渉が進めら

れている TPP（環太平洋戦略的経済連携協定）

が大きく関係しています。現在、ベトナムは

3,000cc を超える乗用車に対して、なんと

70％の関税をかけています。これは TPP 参加

国の中で一番高い関税率で、それを 10 年かけ

て段階的に撤廃することになります。加えて、ベ

トナム人の所得が増えていることも理由のひと

つとして挙げられます。一人当たり GDP が

2016 年は約 19.8 万円ですが、2020 年は約

30.5 万円と 1.5 倍になることが予想されてい

ます。 

TPP によって現在より車が安価になり、また

ベトナム人が裕福になることで、モータリゼー

ションが到来し、いつの日かベトナム名物バイ

クの大渋滞や大暴走も見られなくなってしまう

日が来るかもしれません。そうなると、駐車場ビ

ジネスやカーアクセサリーなど車関係のビジネ

スチャンスが増えると言われています。車関係

ビジネスの海外展開などをご検討中でしたら、

モータリゼーションが起きる前の今がチャンス

かもしれません。 

ベトナム名物バイクとも、さようなら？     ホーチミン ビジネスサポーター 石川 幸 
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麻薬と汚職の撲滅を掲げ、7 月に新大統領の

座についたフィリピンのドゥテルテ新大統領。

超法規的な麻薬犯罪容疑者の殺害、米オバマ大

統領に対する侮蔑発言でラオス・ビエンチャン

での米比首脳会議が中止になるなど、就任 100

日経つか経たないかで、世界のメディアの注目

を浴びています。それでも、国内では治安の改善

という目に見える成果を挙げ、支持率は上昇し

ています。経済政策の力量は未知数、と言われて

いますが、国家経済開発庁（NEDA）が発表し

た、第 2 四半期の実質 GDP 成長率は、旺盛な

個人消費と政府・民間双方の建設需要の伸びを

背景に支えられて前年同期比 7.0％と高成長を

記録。ドゥテルテ新政権にとっては好調な滑り

出しとなりました。 

＜2017 年も引き続き経済は好調、2020 年に

はタイと同規模に＞ 

人口増と１人当たり GDP の伸びもあり、

2017 年も引き続き経済は好調な伸びが見込ま

れ、アジア開発銀行（ADB）の予想では、2017

年の成長率は 6.1％と主要アセアン諸国ではベ

トナムに次ぐ成長率。フィリピン NEDA の予想

では 2017 年の成長率は 6.5 から 7.5％。IMF

では、2020 年にはタイの経済規模を凌ぐと予

想しています。 

 

＜旺盛な消費力、自動車販売もうなぎのぼり＞ 

1人当たりGDPは2016年に2,978USド

ル、2017 年には「自動車の普及が急増する」

と一般的に言われている、3,000US ドルを突

破すると見込まれていますが、自動車の販売台

数だけを見ると、既に急成長が始まっています。

2014 年、2015 年いずれも前年比 27～28％

増、さらに 2016 年第１四半期には前年同期比

37％という驚異的な伸びを記録しました。IMF

の予想によると、フィリピンの 1 人あたりGDP

は 2021 年には 4,588US ドル。自動車販売台

数は更なる伸びが期待されます。フィリピン政

府も自動車産業を後押しするため、「包括的自動

車産業振興戦略」を 2015 年に発表。フィリピ

ンで新規に生産される四輪自動車 4 モデルを対

象に、2016 年から 6 年で総額 270 億ペソ（お

よそ 700 億円）を支援。現地調達率 50％を達

成することが支援対象の基準となり、トヨタ、三

菱モーターなどが支援を申請しています。 

こうした中、マツダ車は販売台数では第11位

ですが、米系調査会社ＪＤパワーが 2016 年 8

月に発表した顧客サービス満足度調査で、ブラ

ンド別で初の首位を獲得しました。 

 

＜全国に広がるショッピングセンター＞ 

個人消費の伸びを背景に、ショッピングセン

ターも堅調です。フィリピン全土には約 215 の

ショッピングセンターが開業中で、マニラ首都

圏のショッピングセンターの中には世界トップ

15 に入る大型モールも複数あります。ショッピ

ングセンターの中にはおしゃれなカフェやレス

トランも並び、日本とそれほど価格の変わらな

い日本食店で舌鼓を打つフィリピン人も少なく

ありません。かつては「チャイナプラスワン」の

生産拠点として、輸出を視野に入れた投資が多

フィリピンのドゥテルテ新政権、経済は好調な滑り出し 

         シンガポール ビジネスサポーター 碇 知子 

経済成長率予測 

 

 

出所：ADB 

経済規模の推移と予測 

 

出所：IMF 

出所：ADB 
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かったフィリピンですが、ジェトロ・マニラ事務

所によると、ここ１年は内需ビジネスの進出案

件が増加中とのこと。出生率も高く、当分は人口

増加が見込まれているフィリピン。新政権はイ

ンフラ投資の加速も掲げているので、個人消費、

インフラ分野とビジネスチャンスはいろいろと

ありそうです。

 

 

 

日本を含む先進国の経済が頭打ちになってい

る中で、新興国、特に成長の著しいアジアに注目

が集まり、タイにも日系企業からたくさんの投

資が行われてきました。しかし、タイも中所得国

の罠に直面、経済成長に陰りが見えてきており、

また、日本を上回る急速なペースで少子高齢化

が進んでいます。こうした課題から脱却すべく、

タイにおいても IoT および ICT の活用が現在非

常に注目されております。 

文化的側面から見れば、タイは SNS（ソーシ

ャルネットワークサービス）利用の先進国であ

り、IoT および ICT 活用の素地は大いにありま

す。facebook の利用者数は、日本は人口 1 億

2,632 万人のうち約 2,500 万人（19.8%）、

対してタイは人口 6,814 万人のうち約 3,900

万人（57.2%）と日本を大きく上回っています。

Instagram（インスタグラム）の利用者数につい

ても、日本と同数の約 800 万人と、人口比を考

えればいかにタイ人に SNS が浸透しているか

がわかります。SNS を活用することによって、

容易にたくさんの人にアプローチすることが可

能となっている今、この繋がりをどう活用する

のか、その「目的」こそが重要となってきます。 

身近な IoT 活用事例としては、ウェアラブル

ウォッチなどのウェアラブル端末が一般的にも

注目されていますが、建設現場や製造現場では

メガネ型のヘッドマウントディスプレーが使用

されるようになっています。これらにより、現場

での作業効率や生産性を大きく高めることが可

能となります。また、年中気温の高いタイにおい

ては、現場作業員を熱中症から守るために、電子

回路を組み込んだ作業着から作業員の状態や異

常等の情報を中央システムで集約・管理するこ

とも有効な手段です。このように、タイにおいて

も IoT の導入が始まりつつありますが、本格的

導入はまだまだこれからという状況です。 

IoT および ICT は新たなビジネスをどんどん

生み出しています。近年、巷で話題となっている

シェアリングエコノミーですが、タイにおいて

も高級タクシー配車サービスの Uber（ウーバー）

や民泊サービスの Airbnb（エアビーアンドビー）

はどんどん活用されるようになってきています。

ヒルトンホテルグループが 93 年間かけて 88

カ国 61 万部屋まで増やしたのに対して、 

Airbnb はわずか 4 年間で 192 カ国 65 万部

屋を管理するまでに急成長しています。急成長

ゆえの弊害の声もありますが、ICT を活用した

新たなビジネスは、今までの常識を超越した可

能性を秘めていると言えるでしょう。 

また、これから先はロボットや AI（人口知能）

が新たな段階に移行すると見られています。日

本ではネスレ日本がコーヒーマシン売り場にロ

ボットの Pepper を店員として導入し、すでに

120 店舗に広げています。ハウステンボス内の

「変なホテル」では従業員を人間ではなくロボ

ットが代行して人気を呼んでいます。このよう

な人からロボットへの動きは、今後のタイでも

進んでいくでしょう。世界的な潮流となってき

ている自動運転車も、日系自動車メーカーの生

産拠点となっているタイにも、いずれその波が

押し寄せてくることでしょう。 

あらゆるモノが IoT および ICT によって繋が

っていくからこそ、セキュリティ対策がますま

す重要になってきます。繋がるということは裏

を返せば、あらゆるモノが攻撃対象になるとい

うことです。IoT で繋がってしまえば、自動車さ

えも標的になります。万全のセキュリティ対策

を行ったうえで、IoT および ICT による新たな

ビジネスチャンスを注視していくことがこれか

ら重要となってきます。この分野に自信のある

企業や個人様のご連絡をお待ちしております。 

タイにおける IoT および ICT の動向      バンコク ビジネスサポーター 富永 勇三 
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中国では、旧暦の 8 月 15 日が「中秋節」で

す。2016 年は 9 月 15 日にあたり、この日を

含む 3 日間は休暇となりました。「中秋節」は、

名月を賞し、家族団欒のひと時を過ごして、「月

餅」を食べるのが風習です。そして、もうひとつ

の顔として、日本の中元や歳暮のような贈答シ

ーズンとして知られており、例年、贈答用の月餅

商戦が繰り広げられます。これが年々エスカレ

ートし、過去にはアワビやフカヒレを餡に使っ

た極端に高額なものや、見た目の豪華さを優先

するあまりに過剰包装のものが出回るなど、話

題をさらうと同時に、問題視されてもきました。

習近平政権の反腐敗キャンペーンの影響によっ

て、贈答品は自粛されて、最近はあまり豪華な商

品は見られなくなりました。また、月餅の贈答自

体を取りやめたところも多く、月餅市場は勢い

を失っていました。 

しかし、今年の月餅市場は、2015 年 12 月

に月餅に関する新しい国家標準規格（GB 規格）

が施行されてから、初めて迎える中秋節という

ことで注目されていました。不勉強な筆者は、恥

ずかしながら月餅に国家標準があることを知ら

なかったのですが、内容がとても興味深かった

ので、みなさんにご紹介しようと思います。 

新国家標準 GB/T19855-2015「月餅」は、

2005 年度版を改定したもので、2015 年 12

月 1 日より施行されました。月餅そのものの品

質に関わる内容のほか、包装に関しても空間容

積率などを規定しています。一部を抜粋して紹

介します。 

＜月餅の分類について＞ 

・「地域ごとの味の特徴による分類」から「種

類ごとの特徴による分類」へ修正 

＜種類ごとの規定について＞ 

・「蓮蓉月餅」-ハスの実が餡全体の 60％を

下回ってはならず、ハスの実が 100％使わ

れている商品のみが純粋な「蓮蓉月餅」と表

示できる。 

・「栗蓉月餅」-栗が餡全体の 60％を下回っ

てはならない。 

・「広東風五仁月餅」-5 種類のナッツを加工

した餡を使用したもの。クルミ、アーモンド、

ピリナッツ、ヒマワリの種、ゴマという 5 種

類に限らない。 

・果物を使った月餅は、使用される果物が餡全

体の 25％を下回ってはならない。 

・肉製品を使った月餅は、使用される肉または

肉製品が餡全体の 5％を下回ってはならな

い。 

・海産物を使った月餅は、使用される海産物が

餡全体の 5％を下回ってはならない。 

この他にも、数種類の月餅それぞれのたんぱ

く質や脂肪、糖の含有量、衛生管理、品質検査方

法、輸送方法まで細かく規定されています。 

ただ、この国家標準は強制基準ではなく、推奨

基準のため、規定があるからといって、市場にあ

る月餅全ての安全性を保証するものではありま

せん。 

この時期に中国に訪れると月餅を受け取る機

会も多くなります。それをお土産にする出張者

もいることでしょう。月餅は、糖分やカロリーが

高く、肥満の原因となるため、食べ過ぎないよう、

中国の消化内科医も注意を呼びかけていること

を忘れずに、中国の伝統文化を感じてください。 

 

 

 

 

8 月 21 日（日）～24 日（水）の 4 日間、ニ

ューヨーク市、ジャビッツセンター（展示場）に

て、NY NOW というホーム（家庭向け）＆ギフ

トの展示会が開催されました。もともと、ニュー

ヨーク国際ギフトフェアと称して年に 2 度、開

催されてきましたが、2013 年より NY NOW

となり、現在では、ギフトアイテムを中心としつ

つも、ホーム寄りにコンセプトを振ったような

構成の展示会となっています。2 月と 8 月、年

に 2 度開催される、消費者向けではなく、いわ

ゆる B to B の展示会です。展示会の構成は、米

国市場のセグメントとも言えますので、参考ま

でにご紹介します。大きくは、Home（ホーム）、

Lifestyle（ライフスタイル）、Handmade（ハ

ンドメイド）に分かれています。 

＜ホーム＞ 

・アクセント・オン・デザイン：もっとも華やか

なセクションで、名前のとおり、デザインにこ

だわった商品、ブースが特徴。評議会による出

展審査あり。 

中国の名物「月餅」にも国家標準規格            広島上海事務所長 西尾 麻里 

米国最大のギフト関連展示会        ニューヨーク ビジネスサポーター 蝉本  睦 
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・ホーム及びテキスタイル部門：インテリア及び、

繊維関連製品 

・テーブルトップ＋グルメ関連商品：キッチンや

ダイニング関連商品 

＜ライフスタイル＞ 

・ベビー＋チャイルド：ベビー及びキッズ関連商

品部門 

・ギフト：ギフト全般 

・パーソナル・アクセサリー：ファッション小物

など 

・パーソナルケア＋ウェルネス：化粧品、香水、

スキンケア、バス＆ボディケア、美容アクセサ

リー、ヘアケア、自然関連商品など 

＜ハンドメイド＞ 

手作りの商品をフィーチャーした部門。作家、

デザイナーがブースを構えるケースが多い。 

 

 多くの海外企業も参加しており、日本からも

数十社の企業がブースを構え参加しています。

筆者が 2008 年にジェトロ NY に着任した時、

当時のジェトロパビリオンの参加は 6 社、現在

では 30 社程度のパビリオンになっており、日

本企業の参加も年を重ねるごとに増えてきてい

ると感じます。なお、他に、アクセント・オン・

デザイン内の「アクセント・オン・ジャパン」と

いうコーナーや、今年は「メイドインジャパン」

のグループ出展コーナーなども設けられていま

したし、インテリア雑貨の山崎実業（奈良）、テ

ーブルウェアのキントー（滋賀）などが比較的大

きなブースで参加されていました。 

 

小さな専門店と大手チェーンのバイヤー 

NY NOW の特徴の一つは、地元ニューヨーク

に限らず、全米から小さなお店のバイヤーが多

数来場することです。そして、ミニマムオーダー

（最小受注条件）は 300 ドルや 500 ドルとい

った少額の取引も認めている出展者が多いので、

専門店バイヤーもどんどんオーダーをしていき

ます。 

もう一つの特徴は、アメリカの大手小売店舗

のバイヤーなども訪れることです。彼らが展示

会場でオーダーをつけることはあまりありませ

んが、新商品の見定め、新規サプライヤーの発掘、

トレンドの分析などで、その後の商談のきっか

けをつかむこともできます。 

 

ホリデー、ギフト商戦へのラストチャンス 

アメリカにおけるギフト関連の需要が最も盛

り上がるのは、クリスマスやサンクスギビング

などのホリデーが連なる10月から12月です。

ホリデー商戦とも呼ばれ、ギフト需要のみなら

ず、個人消費も盛り上がります。 

大人になり、年を重ねるにつれ、クリスマスを

含むホリデーには多くのギフトを用意すること

になります。また、毎年同じものをあげるわけに

もいかず、ホリデーシーズンになると、皆、血眼

になってギフトを探します。 

そして、そういったお客さんを目当てに、あり

とあらゆるお店が、ギフトにもなるような商品

を仕入れます。仕入れの計画は大きな会社であ

れば、前年から、そして小さなお店などは直前ま

で仕入れを行いますが、一つの手段が、この NY 

NOW となるわけです。ホリデーシーズンは９

月からおそくとも 10 月頭には入荷しないとい

けませんから、この８月の展示会は、今年のホリ

デーシーズンを念頭におけば、もう最後の最後

のチャンス、ということになります。 

 

出展にあたって 

出展にあたっては、アメリカの小売店の視察

などを含めて、展示会を事前に一度視察される

ことを強くお勧めします。一度見ているのと見

ていないのでは、準備にあたって、効率が全く異

なります。 

 もう出展が決まっている場合は、アメリカの

バイヤー向けの価格、ミニマムオーダーはいく

らか、納期はどれくらいと説明するか、受注書は、

など数多くの準備を行う必要があります。日本

の 25 倍の国土の米国、遠い地方からやってく

る、年に 2 回のこの展示会で主だった買い付け

をしなければならないバイヤーの方は、買う、買

わないの判断をほぼその場で行う必要があり、

真剣に商品を見定めています。そのようなバイ

ヤーに対して、初回参加でも、はっきりとした提

案ができるように準備をし、のぞむべきでしょ
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う。特に価格情報は必須です。日本では、小売価

格の何パーセントという提案を行うかもしれま

せんが、アメリカは、小売価格は参考までに伝え

ることはあるものの、バイヤー側で自由に設定

するものという考えが基本であり、提示する価

格は、卸価格のみで大丈夫です。なお、その価格

は、アメリカまでの送料や通関諸費用・関税など

を含んだ価格であることが望ましいですが、し

っかりとした考えのもとに算出していれば、最

初は FOB JAPAN でも構わないと筆者は考え

ています。 

 

最後に 

数百ドルといったオーダーをかけてくる小さ

な小売店舗、さらには、1,000 店舗を超えるよ

うな巨大な小売企業との商談、この二つが同時

に味わえる、ダイナミックな展示会が、この NY 

NOW です。その場で受注することができる、と

いうのがまさに、日本の展示会との大きな違い

でしょう。そのようなことからも、アメリカ市場

になれていく、という意味で、当該分野において、

まずは出展を検討すべき展示会と筆者は考えて

いますので、広島の皆様も是非、一度ご視察に来

られてはと存じます。

 

 

 

 

9月10～12日に、日本政府観光局（JNTO）

が主催する「ジャパントラベルフェア」がジャカ

ルタのショッピングモール「コタ・カサブランカ」

にて実施されました。筆者も会場を訪れてみま

したが各ブースとも家族連れで大変な賑わいで

した。日光江戸村の忍者ショーなどのアトラク

ションも現地の人たちに大変喜ばれていました。

旅行会社 20 社、航空会社 5 社、地方自治体な

ど 11 団体が参加し、開催期間中に日本行き航

空券が 3,000 枚以上売れたとのことです。 

JNTO では、今年の訪日インドネシア人観光

客数の目標を25万人に設定していますが、8月

までの累計実績は 16 万人です。昨年実績は 20

万人、一昨年は 15 万人ですので伸び率でみる

とインドネシア人の勢いは大変大きなものがあ

ります。ちなみに中国からの昨年の訪日客数は

499 万人、韓国も 400 万人です。地理的に両

国より遠いインドネシアを単純に比較できない

ものの、まだまだ大きな伸びしろがあることが

分かります。 

この種のイベントは頻繁にジャカルタの各所

で行われています。エイチ・アイ・エス（HIS）

は9月16～18日に「Cool Japan Travel Fair 

2016」を実施しました。これに先立ち HIS は

インドネシアの大手銀行である BNI との業務提

携を発表しています。160 万人の同行顧客の多

くが中間層あるいは富裕層ですが、この購買力

のある層に戦略的に旅行商品を売り込んでいく

動きです。 

また、インドネシアのナショナルフラッグ・キ

ャリアであるガルーダインドネシア航空もガル

ーダ・インドネシア・トラベル・フェア（GATF）

というイベントを年に二回開催しています。こ

ちらは 150 社以上の旅行会社が出展し、10 か

所以上の市内のショッピングモールで同時開催

するという大規模イベントですが、今年度は

2,500 億ルピア（約 20 億円）の売り上げと 15

万人の来場を見込んでいるとのことです。 

筆者の職場でも日本旅行はちょっとしたブー

ムですが、最近はリピーターも増えて、「広島へ

行きたいのでいろいろアドバイスをくれ」とか

「広島へ行ってきたが素晴らしかった」という

声が聞こえるようになってきました。 

彼ら彼女らとのやりとりから感じるのは、英

語による情報発信が極めて重要だということで

す。先日、とある同僚が「広島のお好み村という

ところに行きたいが、ウェブサイトを見るとお

店が沢山ありすぎてどこに行ったらいいかわか

らない、おすすめの店を教えてくれ」と相談に来

ました。お好み村に英語のホームページ

（http://www.okonomimura.jp/foreign/en

glish.html）があるとは思いませんでしたが、イ

ンドネシアでも情報収集の主流はインターネッ

トですので、ネット検索にひっかかりやすいこ

と、できればスマホでも見やすい画面であるこ

とは顧客獲得上、重要な要素です。 

もう一つの観点はアクセスです。外国人にと

ってハードルが高いのが交通手段ですが、「銀座

から箱根にいって一泊して帰りたいが、帰りは

羽田に行きたい。英語の時刻表が見つからずに

ますます盛り上がるインドネシアの訪日需要 

                     ジャカルタ ビジネスサポーター 割石 俊介   
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困っている」「新宿に泊まるが新幹線に乗るには

どうしたらいいのか。大きな荷物を持っている

が乗り換えは大丈夫なのか」「郊外の旅行に行き

たいがスーツケースはあらかじめ羽田空港に送

っておきたい。どこに頼めばアレンジしてくれ

るのか」といった様々な質問が私のところに寄

せられてきて、さながら訪日旅行よろず相談窓

口のようになっています。 

広島企業の皆様の積極的な情報発信により、

広島を旅行するインドネシア人観光客が増える

ことを期待しています。 

 

 

 

 

アジアでは高齢化が急速に進んでおり 20 年

後には東アジア約 22 億人の人口のうち高齢化

率は約 20％になる見通しで、高齢者関連市場は

潜在的に約 1,800 兆円に膨らむとの推計です。

経済大国 2 位となっている中国でも、高齢者人

口は毎年平均約 1,000 万人の増となっており

ます。日本では整備された健康保険により、高齢

者の持病予防から治療、リハビリ等への対策が

充実しておりますが、中国では医療費が高額な

ことから、老人と言われる年代になってから突

然、そして繰り返し発症する、白内障、高血圧、

糖尿病の合併症などの治療費や介護に家族が困

惑しております。家庭での介護が困難になって

来た場合、昨今では、養老介護施設への入居を選

択する家庭も増えてまいりましたが、養老施設

では施設内での医療行為が禁止されており、病

気への対応ができず、入居者に負担となってい

ました。 

これを解消すべく、この度、内陸で初めて、老

人専門医療、養老介護及び痴呆症の対応を一体

化させた施設「優護家」が運営開始しました。 

この施設では、日本の医療、介護養老システム

を取り入れたいとのことから、今回、「中日医療、

介護養老セミナー」を広島四川経済交流事務連

絡室と共催で開催しました。 

また、中国でも 2020 年から介護保険を導入

することが決まっており、すでに中国国内に 14

ヶ所モデルとなる施設が指定されています。成

都、重慶にもそれぞれ指定施設がありますが、日

本の介護の「おもてなし」を手本とした人材教育、

設備導入に力を入れているところです。一方、日

本では中国からの介護実習生の受け入れが可能

になるとのことで、介護分野での日中の交流が

より一層進むものと思われます。 

日本型介護が官民連携してアジア富裕層向け

に開拓されておりますが、中国内陸部にも目を

向けて、潜在的に膨らんでいる市場に参入して

頂ければと思います。

中国内陸部での福祉施設                重慶 ビジネスサポーター 吉川 孝子 
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2016 年 8 月 25 日、ベトナム商工省エネル

ギー総局と同省傘下の広報機関は、ハノイでベ

トナムのエネルギー政策及び再生エネルギーを

テーマとした「ベトナム・エネルギーフォーラム

2016 年」を開催しました。同フォーラムでの

商工省エネルギー総局副総局長レー・トアン・フ

ォン氏の発表によれば、ベトナムにおける電気

消費量の年間平均伸び率は2006年～2010年

で 13.07%、2011 年～2015 年で 11%とな

っています。 

ベトナムの2015年の総エネルギー消費量は、

石油に換算して5,500万トン（TOE）で、2020

年には約 1 億トン（TOE）になり、2050 年に

は 3 億 1,000 万トン（TOE）になる見込みで

す。現在、ベトナムはエネルギー輸出国ですが、

エネルギー輸入国になりつつあると指摘されて

おり、2020 年には発電のために、石炭総需要

の 31%に相当する年間 1,700 万トンを輸入し

なければなりません。 

他方、近隣諸国に比べると、ベトナムの電力料

金は政府によりコントロールされているため安

く設定されています。その結果として電気消費

を促している一方、電力生産者の参入を阻むこ

とになっていると指摘されています。政治問題

を引き起こさずに売電価格の決定メカニズムを

変え、売電価格の引き上げをすることが大きな

課題となっています。（ベトナムの現在の電力料

金は約７セント USD/kWh） 

ベトナム政府は2015年に再生エネルギーに

関する方針も打ち出しました。現在注目される

再生エネルギーとしては水力発電の他に風力発

電、ソーラー発電、バイオマスエネルギー及びバ

イオガスが取り上げられています。2016 年 5

月 24 日にベトナム商工省および UNDP（国連

開発計画）が共催した「エネルギー開発セミナー」

では、ソーラー発電分野が有望であるとし、投資

家を同分野に参入させるべく、政府によるソー

ラー発電の買取価格を内陸に設置したソーラー

発電の場合 15 セント USD/kWh、離島に設置

した場合19セントUSD/kWhに設定すべきと

提言しました。 

米国の GE 社はオバマ大統領が本年 5 月にベ

トナムを公式訪問した際、ベトナム商工省との

間で風力発電に関する合意書を締結しました。

同合意書によれば、GE はベトナムに協力し

2025 年までにベトナムでさまざまな新規の風

力発電プロジェクトを立ち上げ、新規風力発電

による総発電能力を 1,000 メガワット（1 メガ

ワット＝1,000kW）にすることを目標としてい

ます。 

ソーラー発電及び風力発電の分野においては

日本企業も素晴らしい技術を持っており、ぜひ

ベトナムにおいても活用されることを期待して

おります。 

 

 

9 月 2 日、大連を含め、7 つの新たな地域で

「自由貿易区」の設置が国に許可されました。自

由貿易区といっても、何ができるか、範囲が広く

分かりにくいのですが、一言で言えば、今まで外

資に対する規制等があり進出が難しい分野であ

っても、自由貿易区であれば参入しやすいとい

えます。例えば外資旅行社、外資医療関係、外国

商品の直接販売などなど。具体的に何ができる

かは、この自由貿易区に入居する企業の分野等

によります。 

地域によってビジネスチャンスを感じる企業

も違いますが、大連の場合は、やはり日本、韓国

が近いことから、日系銀行、自動車販売、日本、

韓国の医療関係（健康診断、リハビリ、美容整形

など）、旅行社、越境 EC 販売（自由貿易区に未

通関商品を在庫しておき、ネットで注文を受け

大連で「自由貿易区」を設置             大連 ビジネスサポーター 劉  瑛 

ベトナムのエネルギー政策と課題         ハノイ ビジネスサポーター 中川 良一 

 

 

 ベトナム及び他国の電力料金（2015 年）単位：セントUSD/ｋWh 

 出所：UNDP資料 

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ  中国   ｲﾝﾄﾞ  ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ  ﾏﾚｰｼｱ  ﾌｨﾘﾋﾟﾝ    ﾀｲ    ﾍﾞﾄﾅﾑ 
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てから輸入の手続き、発送を行う。消費者に商品

が届くまでの時間が大幅に短縮され、購買意欲

が高まる。ある程度売れる商品を一括して送付

することができるから輸送コストが安くなる。）

などでしょう。 

法人設立等の手続きが簡略化され、自動車な

ど商品は直接販売されることによって、代理店

などのマージンがなくなります。また，旅行社も

外資系の参入によって自由貿易区域外の地域よ

りコストが安くなります。また、医療関係は通常

の関税制度が適応されない自由貿易区内のみで

許可されることから、医療設備の輸入コストも

安く抑えられます。 

中国人の日本で買い物をするブームが弱まっ

てきましたが，逆に健康診断・治療のために行く

方が増えています。親戚も胃癌の疑いがあり，検

査・手術を求めて医療ビザで東京に行くなど，身

近にも健康診断等で日本に行く人が増えていま

す。中国国内でも同じレベルの診断、手術ができ

る病院・医者はないわけではありませんが、中々

予約できないとか、対応が粗末で丁寧ではない

ことや、手術医も毎日多くの手術に追われ、丁寧

に一人一人のために手術案を考えて慎重に手術

してくれる保証がないことから，保険がきかな

くても、日本人患者の 2 倍のお金を掛けても日

本の先端医療を受けるという患者さんの気持ち

を身近に感じます。 

ただし、日本の病院や医者に予約を入れるの

はとても大変です。仲介機関を通すしかなく、検

査後手術までの待機時間が長くあります。それ

であきらめてしまった方も多いのが実情です。

もし大連で検査ができ、手術が必要となれば日

本へ紹介する仕組みが構築されれば、患者とし

てはもっと決心しやすくなり，日本で治療を受

ける人が増えていくものと思います。 

同様に，自由貿易区での外資医療関係の仕組

みが充実されれば，多くの人が活用していくも

のと思われます。

 

 

南インドのチェンナイはもうすぐ 10 月を迎

え、これから約 3～4 か月間は一年で最も過ご

しやすい季節に突入します。経理の業界で言い

ますと、2016年3月期の会計監査や決算登記、

税務申告、年次株主総会も終えて、ホッと一息つ

いている時期とも言えます。さて、2016 年 10

月 1 日から発効される日・インド社会保障協定

の具体的な内容が発表されましたのでご紹介し

たいと思います。 

前々回の記事にも簡単にご紹介しましたが、

今回の協定発効にともなう大きなポイントは

(1)日印両国における保険料の二重負担の解消 

(2)年金および積立金の受給条件の緩和 

(3)申請書類の代理受付 

の３点に集約することができます。 

それではまず(１)から見ていきましょう。 

(1)日印両国における保険料の二重負担の解消 

派遣期間が 5 年を超えない駐在員の場合にの

み、日本年金機構から適用証明書（COC：

Certificate of Coverage）を取得することによ

って、例外的にインドの社会保障制度に加入す

る必要がなくなります（※なお、自営業者は当該

協定の対象外）。具体的には、日本側で取得し

た適用証明書を駐在員がインドまで持参した上

で社内に保管しておくことになります（＝提出

義務はなし） 

(2)年金および積立金の受給条件の緩和 

日本の老齢年金の受給資格要件は保険加入期

間 25 年間。一方で、インドの年金（EPS）の

場合には保険加入期間 10 年間です。これまで

は、例えば下記のようなケースでは、日本の保険

加入期間が合計で 23 年（＝25 年を満たさな

い）、そして、インドの保険加入期間が 3 年（＝

10 年を満たさない）となるため、日本でもイン

ドでも年金受給資格を得られませんでした。つ

まり、これまでのケースはほとんどがインドで

支払っている当該 EPS に対する年金保険料は

単なる掛け捨てのコストとして認識せざるを得

ませんでした。しかしながら、今回の日・インド

社会保障協定の発効によって、保険期間の通算

が認められるため、例えば、下記のケースでは通

算後の保険加入期間はトータルで26年となり、

日本においてもインドにおいても両国で年金受

給資格を得ることができ、それぞれの国おいて

年金保険料を支払った期間に応じて、年金が給

付されることになります。 

日・インド社会保障協定の具体的な内容および手続きについて 

        チェンナイ ビジネスサポーター 田中 啓介  

年金加入期間 15 年 

（日本） 

年金加入期間 8 年 

（日本） 

年金加入期間 3 年 

（インド） 
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(3)申請書類の代理受付 

最後のポイントが日本での書類代理受付です。

これまではインドの積立基金や年金の受給申請

はインドの担当窓口でしか受け付けてもらえま

せんでしたが、2016 年 10 月 1 日以降は、日

本の年金担当窓口も代理で書類の受付を行って

くれるとのこと。今回の日・インド社会保障協定

の発効にともない作成された新しい申請書類フ

ォーマットも用意されているようで、日本語、英

語、ヒンディー語の３言語が併記されているの

で、すでに日本に帰任されている方にとっては

書類作成および申請が日本でできるのでとても

有り難い話です。がしかし、、、日本年金機構の

担当者に話を伺ってみたところ下記の観点から

いろいろとまだハードルは高そうです。 

 

●日本側は単なる窓口機能で、原則、書類をその

ままインドに受け渡すのみ 

（※書類の不備等があった場合の対応や、還

付までに要する時間が不透明） 

●日本の口座を受け取り用口座として指定でき

るはずだが実績がないので不透明 

●申請書類によって１ルピーの印紙貼付が必要

（＝インド側で準備する必要あり） 

●申請書類によってインド側の雇用主による記

載内容の証明（署名・押印）が必要 

●積立基金や年金受給後は、受給額に応じてイ

ンドで確定申告をする必要あり 

 

 

蔡英文総統の 5 月 20 日の就任以来、台湾と

中国の間に２つの変化が見られます。 

ひとつは新総統が中国とは政治的に距離のあ

る民進党候補として選出された総統であること

から、中国大陸政府が台湾との経済貿易関係を

縮小させようと意図していることです。もうひ

とつは新政権が中国のこの圧力を回避し、中国

に依存しない対外経済発展の方向として、新南

向政策を打ち出していることです。 

新政権が中国の圧力に屈することなく安定的

な経済発展を続けて行くには、従来経済貿易額

で多額の取引をおこなっていた中国への依存度

を弱めようとの意図が見えます。 

台湾の近年の経済成長率は次の通りです。 

新政権はこれを徐々に成長路線に導こうとし

ています。 

すなわち、この成長路線を裏付けるための方

向が新南向政策です。 

中国の経済成長は公式には今でも 6%台を維

持していると公表していますが、中国国内の鉄

道貨物統計や同国内トラック輸送統計から見る

とマイナス成長になっています。 

この統計は正確に把握できることから中国全

体の経済実態を把握するには有効だと言われま

す。 

事実、台湾の対中国貿易は今年１～7 月の実

績で、輸出-10.6%、輸入-5.3%となっており、

台湾と中国との貿易取引が現実に冷え込んでい

ることが分かります。 

台湾の新政権が今後の経済成長を続けるため

には、従来続けていた中国依存を是正し転換の

方向を目指さざるを得ない、との判断に傾いた

ことが分かります。そのため、新南向政策をとり、

フィリピン、ニュージーランド、オーストラリア

を対象とした貿易の強化を図ろうとするもので

す。 

国内産業強化の方向としては、「中小企業の改

革、スマート機器の拡大、洋上風力発電の強化な

ど」が柱となりますが、これら分野における日本

の資金、技術の協力を必要としていることは言

うまでもありません。 

台湾の新政権は中国経済の減速に対処して方

向転換を始めた。これが新南向政策です。 

  

新南向政策                                  台北 ビジネスサポーター 皆川 榮治 

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 
（見込み） 

2017年 
（見込み） 

3.8% 2.0% 2.2% 3.9% 0.6% 1.2% 1.9% 
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 13 億人を超える人口を誇る中国は、市場として非常に魅力的であるのはもちろんですが、近年ではサービ

ス産業やネット通販、医療・介護など幅広い分野で新たなビジネスチャンスが生まれています。当セミナーで

は、今だからこそ知っておくべき中国の最新情報について、様々な視点からご紹介してまいります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 部「 」 

  講 師  ㈱ジェイ・エム・エス 理事 藤井 彰一 氏 
       （㈱ジェイ・オー・ファーマ 代表取締役専務） 
 

第 2 部「中国の最新情報 

        ～中国進出の中小企業の進む方向とその可能性～」 

  講 師  ㈱チャイナワーク 代表取締役社長 孫 光 氏 
 

■場 所 広島県情報プラザ（広島市中区千田町 3 丁目 7-47） 

      2 階 第１研修室 
 

■定 員 60 名 
 

■参加料 無 料 
 

■講演会終了後には、個別相談会を開催いたします。（事前申込制） 

 セミナー詳細、申し込みについては、同封のチラシをご確認ください。 

 

【講演会】平成 28 年 11 月 1 日(火) 13：30 ～ 16：00 

ハッピーからのお知らせ 

平成 28 年度 国際賛助会員の集いを開催しました！ 
 
 毎年恒例の賛助会員の集いを下記日程で開催いたしました。 

今回は、新しい企画として「外国人留学生」にゲストとしてお越しいただきました。 

また、当日開催いたしましたセミナーの講師もお招きし、会員相互のビジネスネットワーク

を広げていただく場としても大変賑わいました。 

 

◆ 福山会場 

  平成２８年９月７日(水) 

  福山商工会議所 

   1 階「喫茶シャノン」にて 

  参加人数：３３名 

 

◆ 広島会場 

  平成２８年９月８日(木) 

  リーガロイヤルホテル広島 

   ３２階「サファイヤルーム」にて 

  参加人数：４７名 

当 日 の 様 子 
 

《 福山会場 》       《 広島会場 》 

 

 

 

 

 

 

 

多数のご参加、ありがとうございました！ 


