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平成26年 平成28年

生産量（百万トン）
消費量（百万トン）
輸出量（トン）
輸入量（トン）

28,166 
22,000

6,150,806
6,065 

＊
＊
＊
＊

平成27年

27,458 
22,000 

6,075,201 
18,075 

市場の特性

日本産品の市場は都市部に集中

タイ、ラオス、中国、インド、日本、
シンガポール、米国、イタリア、韓国、カナダ

　ベトナムはコメの輸出大国であり、2015年においては玄米
と精米の合計約608万トンを国外に輸出しています。一方で、
輸入量は約2万トンにとどまり、そのほとんどを精米が占めて
います。2015年の精米輸入先の首位はタイで、その量は
9,895トンで、続く第2位はラオスの4,941トンとなってい
ます。
　日本からの精米輸出量を財務省貿易統計で見ると、2009年
から2014年までは数トンから16トンで推移していましたが、
2015年には142トンと急激に増加しました。

　ベトナムはインディカ米ともち米を主食としています。これ
らコメの使われ方は多様で、白米を炊いて食べるほか、フォー
やブンなどの米麺やライスペーパーも頻繁に利用されてい
ます。
　ベトナムの個人消費者が利用するのは、個人商店や公設市場
といったトラディショナルトレード（伝統的流通形態）が7割、
スーパーマーケットやコンビニエンスストアのようなモダン
トレード（近代的流通形態）が3割とされています（2007年
ニールセン社公表）。現地ではAngimex-Kitoku社が日本品種
米の栽培、販売を行っており、現地生産の日本品種米がスー
パーなどで見受けられます。
　現地での日本製品は全体的に高品質のイメージが強く、日本
食は「安心・信頼できる」、「質が良い」、「健康的」と認識されてお
り、都市部が主要市場となっています。

市場の特性と消費の傾向

A

消費の傾向B

表-1 コメの生産・消費・輸出入の状況

平成26年 平成28年

　　4
500
11
2

74
216
19
4

平成27年

142
106
11
14

表-2 日本からのコメの輸出状況

平成26年 平成28年

輸出量（トン）
輸出額（百万円）

16
　　19

50
51

輸出量（トン）
輸出単価（円/kg）
輸出事業者数
１者当たり輸出量（トン）推計

平成27年

25
　　33

表-3 日本からの米菓の輸出状況

● 人口：9,168万人
● 名目GDP：1,915億米ドル
● 1人当たり名目GDP：2,088米ドル
● 名目GDP成長率：2.99％

● 日系企業数：1,578社
● 在留邦人数：14,695人
● 日本食レストラン等の状況：ホーチミン市内400店舗、
  ハノイ市内200店舗程度。ベトナム人客も増加傾向。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2015年）

基礎データ 日本との関係

コメの主な輸入先国（2015年）
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食品の流通経路

流通チャネルと取引慣行　

A

取引慣行B

　トラディショナルトレード（個人商店や公設市場）において、小売業者はおおむね専門の卸売業者を通じて仕入れ
を行っており、農家や生産メーカーなどが直接販売するケースは多くありません。
　一方、モダントレード（スーパーマーケットやコンビニエンスストア）では、メーカーや輸入業者と小売業者が直接
取引を行い、価格は小売業者が決めて販売しています。    

　消費者は、価格を重視する場合はトラディショナルトレードを、品質やブランドを重視する場合はモダントレード
を、必要に応じて選択し、使い分けています。モダントレードでは、品質の良い商品が求められるため、少し高めの
価格に設定されており、日本の輸入食品はモダントレードを中心に取引されています。
　南北に長い国土等の影響により商圏が分断されており、全国的な販売網を持つ地場企業が少なく、南北で各
パートナーを探す必要があります。

日本からの商品はモダントレードを中心に取引

（出典）大和総研「平成24年度 東アジア食品産業海外展開支援事業 タイ・ベトナム・ミャンマーにおける食品市場環境調査」

食品の流通経路図-1

国内食品メーカー 海外食品メーカー

輸入代理店

ホールセラー（卸売）
公設市場

食品小売
トラディショナルトレード

外食

ディストリビューター
（販売代理店）

食品小売
モダントレード
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　日本から精米を輸出する場合は、日本の植物検疫証明書が必要です。精米の輸入検疫は、ベトナムの農業農村
開発省（Ministry of Agriculture and Rural Development：MARD）が行います。なお、ベトナムへの玄米
の輸出はできません。
　包装米飯は、ベトナム保健省（Ministry of Health：MOH）による輸入検疫又は検査が必要な品目に含まれ
ます。米菓も同様で、更に輸入食品の食品安全調査の対象です。

関税割当枠と関税

特別優遇関税率が適用できます

日本産精米の輸出には植物検疫証明書が必要

❹

関税

関税割当枠 　精米、包装米飯、米菓のいずれも関税割当枠は確認できませんでした。

製品表示（ベトナム語ラベル）の内容

a. 商品名 
b. 商品に対して責任を
　 有する組織または個
　 人の名称と住所
c, 原産地　

d. 内容量 
e. 製造年月日 
f. 賞味期限 
g. 原料品名 
h. 食品添加物及び成分量 
i.  衛生安全性に関する情報
　 または警告 
j.  使用方法や保管方法

主な関連法規

検疫制度A

食品規制B

検疫制度と食品規則　

　保健省「食品中に含まれるワクチンや化学物質の最大許
容量に関する決定（No.46/2007/QD-BYT）」により規定
されています。

　平成25年9月1日付けで、ベトナム向けに輸出される食
品に関する輸入規制はすべて解除されました。

残留農薬基準

東京電力福島第一原発事故に関連した輸入規制

●食品関連法規

●全商品共通で必要な項目 ●食品の場合必要な項目

●食品添加物関連法規

●食品表示規定
　（包装済食品）

●食品包装に関する規制

食品安全法、製品・商品品質法、
規格及び技術規定法
農産物：農業農村開発省管轄・
農林水産物品品質管理局規制
加工食品：保健省管轄・食品局規制

商品表示に関する政令（No.89/
2006/ND-CP）、商品表示に関
する施行細則通達（No.9/2007/
TT-BKHCN）及び政令 No.38/
2012/ND-CP（6章）
食品中に含まれるワクチンや
化学物質の最大許容量に関する
決定（No.46/2007/QD-BYT）
4章、プラスチックの食品包装
に関する決定（No.3339/2001/
QD-BYT）

　「最恵国（Most Favoured Nation Treatment : MFN）税率」、「日本・ベトナム経済連携協定
（JVEPA/VJEPA）」、「日本・ASEAN包括的経済連携（AJCEP）」のいずれかの特別優遇関税率が
適用できます。
精米：基本税率（MFN）＝40％   JVEPA税率＝20％（毎年4月1日に2.5％ずつ減税し、2024年度より無税）
　　　　　　　　　　　　　　　  AJCEP税率＝18％（毎年4月1日に2～3％ずつ減税し、2023年度より無税）
包装米飯：基本税率（MFN）＝35％  JVEPA税率＝12％（毎年4月1日に4％ずつ減税し、2019年度より無税）
　　　　　　　　　　　　　  AJCEP税率＝20％（毎年4月1日に2～3％ずつ減税し、2023年度より無税）
米菓：基本税率（MFN）＝20％  JVEPA税率＝11％（毎年4月1日に3～4％ずつ減税し、2019年度より無税）
　　　　　　　　　　　　    AJCEP税率＝18％（毎年4月1日に2～3％ずつ減税し、2023年度より無税）



*2016年9月末為替レート：1ドン＝0.005円
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商品名 原産国（産地） 販売単位 価格（ドン） 円換算*

商品名 原産国 販売単位 価格（ドン） 円換算*

Cooked rice 日本 180g×３ 171,000 855

コメの販売価格（調査月：2016年8月～9月）表-4

Tottori Hikari Sinseiki
Akitakomachi
Niigata Koshihikari
Niigata Koshihikari
Japonica rice
Sushi rice
Pathumthani Nasiam

日本（鳥取）
日本（秋田）
日本（新潟）
日本（新潟）
ベトナム
ベトナム
タイ

2kg
5kg
2kg
5kg
2kg
1kg
2kg

391,000
1,025,000
335,000
809,000
95,000
29,000
102,700

1,955
5,125
1,675
4,045
475
145
514

商品名 原産国（産地） 販売単位 価格（ドン） 円換算*

Bonchi Age

Potapota

Nori maki senbei

Yuki no yado salad

Mixed snack with peanut

Matcha rice cracker

Cheese rice cracker

Sweet rice cracker

Binbin rice cracker original

Senbei rice cracker

日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本

ベトナム
タイ
台湾

80g
22 pack

55g
12 pack
210g
60g
100g
140g
75g
112g

56,000
101,000
59,000
79,000
58,000
38,000
50,000
19,800
20,000
45,000

280
505
295
395
290
190
250
99
100
225

❺ 小売店の店頭価格

日本産米の価格は競合品の約4～5倍

米菓の販売価格（調査月：2016年8月～9月）表-6

日本米は消化がよく、健康面の理由から購入され
ている。ベトナム人の高齢者の朝食用、乳児用、日
本人用など。

　日本産食品を取り扱うスーパー5店舗で調査。日
本産米のみ、またはベトナム産米のみを販売する店
舗が見られました。競合品には、日本産品種のベト
ナム産米、タイ産米が挙げられますが、日本産米の
価格はそれらの約4～5倍です。

　包装米飯は、調査した5店舗のうち1店舗で日本
産のものが1商品のみ確認されました。他国産のも
のは、確認できませんでした。

　米菓は、調査した全5店舗で取り扱われており、う
ち4店は日本産のみの販売でした。他国の商品はベ
トナム産、タイ産、台湾産が見られました。　

日本人とベトナム人の両方に買われている。調理
済みのため便利。

米菓は日本産のみを扱っており、本社が日本で人
気がある商品を仕入れている。日本人とベトナム
人の両方が買う。
日本のパートナーが提案してくる日本産米菓を
仕入れる。子供から大人まで幅広く購入されてお
り、需要が伸びている。

〈調査対象店舗担当者などの声（抜粋）〉

〈調査対象店舗担当者などの声（抜粋）〉

〈調査対象店舗担当者などの声（抜粋）〉

コメの販売価格A

包装米飯の販売価格B

米菓の販売価格C

包装米飯の販売価格（調査月：2016年8月～9月）表-5
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❻

❼

ECサイトでの取扱いは米菓のみ
　主要なECサイトでは、日本産の米菓のみが取り扱われており、日本産のコメ及び包装米飯の販売は
ありません。ベトナムのECサイトは、食品の取扱い自体が充実していないことも背景にあります。

　日本の事業者がベトナムへの越境ECを行う場合のポイントは、ウェブサイトをベトナムと日本の
どちらに開設するかにあります。相違点は以下のとおりです。

現地でサイト開設する場合はライセンスが必要

インターネット、Eコマース利用は発展途上
　2013年のベトナムにおけるインターネット利用者率は37％であり、発展段階にあると言えます
（ベトナム情報通信省調べ）。B to CのEコマース（EC）市場規模は約41億米ドルで、これはベトナムの
小売売上の約2.8％に相当します。よく購入される商品は、衣料、靴、化粧品で、商品配達時の代金引換
支払いが好まれています（ベトナム商工省電子商取引情報技術局調べ）。

　現在、ベトナムへのコメの輸出は精米のみ可能です。規制面でも大きなハードルは見当たらず、日本
産の商品を扱う一部のスーパーでは日本産米が定番商品になっています。需要からみると輸出の拡大
が見込める状況がうかがえます。
　包装米飯については、日本産、外国産を問わずベトナムでの流通はほとんどありません。電子レンジ
の普及率が低いこともあり、市場環境が整うまではターゲット層を絞ったアプローチが有効です。日
本産の米菓は比較的手軽に購入ができ、現地の人々にも幅広く受け入れられています。今後は、日本産
であることをより明確に伝えること、消費期限への配慮などが課題とされています。

主要ECサイト

a.Hot Deal
b.Tiki
c.Lazada　
d.Zalora
e.The Gioi Di Dong
f.Mua Chung
g.Sendo
h.Nhom Mua　

https://www.hotdeal.vn/
https://tiki.vn/
http://www.lazada.vn/
https://www.zalora.vn/
https://www.thegioididong.com/
https://muachung.vn/
https://www.sendo.vn/
http://www.nhommua.com/

a.ベトナム国内でウェブサイトを開設する場合
　　 通常のビジネスライセンス取得に加え、ベトナム商工省電子商取引情報技術局への登録が必要。外資企業も電子取引法や
　　 商業法、消費者権利保護法などによる規制が適用される。
b.日本でベトナム人向けのショッピングサイトを開設する場合
　　 ベトナムにおける外資規制は適用されないが、所得税の課税対象として登録が必要になる可能性などがあるため留意する。
　　 輸入制限・禁止商品規制、消費者権利保護法などは日本からの販売においても適用される。

インターネット販売の実態

輸出拡大に向けて


