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2はじめに

飲食事業の海外進出において、欧米やアジア諸国の事例・実績は多く
見受けられますが、ロシア市場に関してはまだまだ少ないのが実情です。

本誌は、農林水産省の「平成29年度食産業海外展開検証委託事
業」で、ウラジオストクにおけるラーメン店4店のテスト出店を通して得た情
報をもとに、今後ロシア市場へ進出を図る飲食事業者に向けて、特に進
出決定後に関わる法規制や実務的手続き、費用や所要日数等の情報
を提供することで、より円滑な進出を後押しすることを目的としています。

各事業者においては、ロシア進出にあたって事業計画やマーケティング戦
略を策定することと思いますが、本誌ではその後に考慮すべき項目を段階
別に想定し、以下の通り各章に情報を整理していますので、各社の事情と
照らし合わせながら活用してください。





第1章

【運営形態を決める】



51-1 現地の事情

ロシアでは飲食産業について外資に関する規制は特に設けられていない
ため、自由に進出ができる分野として、今後の展開が期待できます。
(7ページ最下段参照)

まず、海外進出にあたり、現地の法律や商習慣等を理解することが大切
です。このことはロシアであっても同じことが言えます。加えて、ロシアでは法
律が頻繁に変わることもあり、その解釈や運用方法も重要となります。

ちなみに、ロシアへの事業展開に関する契約書や申請書といった必要書
類は、ロシア語での作成が必須となります。そのため、ロシア語がオリジナ言
語ではない書類に関しては、ロシア語翻訳が必要となるため、その分の時
間や費用が掛かることに留意してください。

例えば、日本国内におけるチェーン展開の視点では、フランチャイズか？
直営か？という点が挙げられますが、ロシアには企業の出資比率に応じた
税制区分が設けられていることもあり、信頼できる現地パートナー会社と共
に、一緒に事業計画を策定し進出することもひとつの方法です。

本章では、主にロシアの出資比率別税制区分を目安に、現地店舗を運
営する企業形態を税制面から見ていきます。



61-2 外国資本率別税制度

以下の表は、ロシアの外国資本比率別の各種課税率です。現地の法
人には外国人出資率に応じて、主に3種類の税が課されます。

外国資本率
75％以上

外国資本率
75％未満～
25％以上

外国資本率
25％未満

個人事業

付加価値税 18％ 18％
飲食店のみ
課税なし

6％

利益税 30％ 20％ 13％ 13％

簡易課税制度 適用外 300ルーブル/㎡程度(地域により異なる）

※付加価値税：日本の「消費税」にあたる税金。
※利益税：日本の「法人所得税」にあたり、法人の利益に課税される税金。
※簡易課税制度：飲食店に適用されるもので、飲食業を営む者は、利益に関係なく１㎡の店舗
面積に対し徴収される税制度。飲食店はこの制度を利用する場合が多いが、外国資本が75％以上
の場合には適用されません。

全体的に、外国資本率25％未満の法人は「ロシア企業」とみなされ、
税率が低くなっています。

特に付加価値税は、様々な物品購入、仕入れなど多岐に及ぶ税金で
すので、外国資本率25％未満の法人にとって「課税なし」は大きな優遇で
あると言えます。この背景にはロシア政府による「国民に安く飲食を提供す
るため」という意図が働いていると言われています。飲食店のみに適用され
る制度であることから、ロシア進出を図る飲食事業者には見逃せません。



71-2 外国資本率別税制度

このように、ロシアの法人に課せられる税率には大きな違いがありますので、
現地店舗を運営する法人をどのような出資比率で設定するかは、ロシア進
出の初期段階はもちろん、その後の運営を含めてもとても重要な決定要素
と言えます。そのため、ロシア市場に精通している現地ロシア企業や現地日
本企業、弁護士、コンサルティング会社等とパートナーを組むことが望ましい
でしょう。

加えて、出店形式をどうするか？例えば、現地法人とフランチャイズ契約し
ロイヤリティを得る、現地法人との共同出資による合弁会社が運営にあたる、
等様々な形式が考えられます。

このことは、各事業者の戦略や事業計画等に依るところですので、社内の
意思統一を図ることはもちろんですが、前述のパートナー企業と充分な検討
を重ねることも重要です。

【ロシア進出の際の問い合わせ先例】
■ロシア・ビジネス支援専門家による継続一貫（ハンズオン）支援
https://www.jetro.go.jp/services/russia.html

【ロシアにおける会社設立マニュアル（2015年3月）】
■JETROモスクワ事務所
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/a19e5deff53088ac/ru_manualc
ompany.pdf#search=%27JETRO+%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2+%E
4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%A8%AD%E7%AB%8B%27



81-3 出資に関わる規制等

参考までに、ロシアへの出資に関わる規制等は以下の通りです。
（JETROより引用）

【資本⾦に関する規制】
会社を設⽴する際の最低資本金は、公開型株式会社の場合は10万ルーブル、⾮公開型株式会社

と有限会社の場合は1万ルーブル。株式会社は、登記後3カ月以内に資本金の半分以上を、残りを登
記後1年以内に⽀払う必要がある。
一方、有限会社は、登記後4カ月以内に全額を⽀払う必要がある。なお、業種によっては、さらに⾼い

最低資本金の要件が設けられている（証券業務、銀⾏業務、保険業務その他）。
1995年12月26日付連邦法第208-FZ号「株式会社について」（株式会社法）により、公開型株

式会社（PAO）を設⽴する場合の最低資本金は10万ルーブル、⾮公開型株式会社を設⽴する場
合の最低資本金は1万ルーブルと定められている。
また、1998年2月8日付連邦法第14-FZ号「有限会社について」（有限会社法）により、有限会

社（OOO）を設⽴する場合の最低資本金は1万ルーブルである。業種によっては、さらに⾼い最低資
本金の要件が設けられているものもある（証券業務、銀⾏業務、保険業務その他）。
資本金は、金銭、有価証券または金銭的価値のあるその他の権利の対価として⽀払う。有限会社の

資本金は、登記から4カ月以内に⽀払う必要があり、株式会社の場合、登記後3カ月以内に資本金の
半分以上を、残りの分は登記から1年以内に⽀払う必要がある。現物出資の場合には、出資する資産
の価値について、鑑定士による証明書類を要する場合がある。2017年1月現在、⾮居住者による出
資を外貨で⾏うことは認められている。

【規制業種・禁⽌業種】
特定産業（軍需⼯業、旅客航空業、保険業、地下資源の開発など）については、外国企業による

事業（活動）が禁⽌されており、私有化への参加（参入）、外資の出資比率、役員等の国籍要件
等に制限がある。

事業許可が必要な業種
事業許可の取得が必要となる活動については、2011年5月4日付連邦法第99-FZ号「特定種の事

業に関する許可について」にて定められている。同法が定める事業許可の対象業種は約50業種である
（2017年1月現在）。許可対象業種の例として、航空機設計・製造、薬品・医療設備の製造、乗
客・貨物輸送等が挙げられる。許可対象業種は年々減少傾向にあり、2009年1月1日に監査活動、
2009年6月30日にギャンブル用具の製造およびカジノの運営、2010年1月1日に建物・施設の計画・
建築活動における許可制度が廃⽌された。各対象業種については、連邦政府が資格要件等を規定す
る許可交付規則を作成し、許可手続については、担当省庁が審査、交付を⾏う。同法の適用範囲外
においても、銀⾏業、保険業、アルコール関連業、通信、教育、天然資源利用を含む許可対象業種が
ある。許可を交付する省庁は、すべての必要書類が提⽰されてから45日以内に、許可交付の可否を回
答することが義務付けられている。

【出資⽐率】
ロシアでは、外国資本100％出資の現地法人（株式会社や有限会社、その他）の設⽴が認められ

ている。ただし、保険業、旅客航空業、軍需⼯業などの特定の業種においては、外国資本の出資に制
限がある。



91-4 「営業許可」の取得

ここまでは、税制面から現地店舗を運営する出店形態を見てきました。
次に、現地で飲食店を⾏うための「営業許可」について触れていきます。

ロシアで事業を営むには、監督官庁が発⾏する「営業許可」を有している
必要があります。СЭС ((エス・イー・エス）“Санитарно-
Эпидемиологическая Станция”と綴る。英語に置き換えた場合、
Sanitary Epidemic Stationの頭文字をとって、英語表記では“SES”と
綴る）は、国家の衛生監督を⾏うセンターであり、その施設への許認可申
請が必須となります。

飲食店を営業する場合には、外国資本率に関わらず、「飲食店用の営
業許可」が必要となりますので、下記を参照の上、早い段階での取得をお
勧めします。なお外国資本の有無、比率は許可とは関係ありません。

【飲食店用の営業許可の取得について】
●申請先・監督官庁：連邦消費者権利保護・福利監督局(Rospotrebnadzor)

http://www.rospotrebnadzor.ru/
●申請書類 ：事業内容、図面、お客様の入店～退店までのフロー、

従業員の出勤～帰社までのフロー
●申請費用 ：約40万ルーブル（日本円で約80万円）

※営業規模により変動。
●期間 ：1ヶ月強（2～3ヶ月要する場合もあり）

※(改装も含め)⼯事着⼯前に届け出。その後、⼯事完了

後に現場確認。

※一度認可されれば永久保持が可能。ただし、営業種別が変わる際には、改めて
申請が必要。

※基本的に申請時の従業員数を超えただけでも変更の届出が必要。
※飲食店開業にあたり、営業許可の取得が必要な内容に、建築法に関するもの
（設計・排水・空調等）、消防法に関するもの、衛生法に関するもの、等がある。



101-4 「営業許可」の取得

ただし、例えば現地企業をパートナーとする場合、その企業が飲食店
用の営業許可を所有している場合は新たに取得する必要はありません。
金額面はもちろん、申請に必要な期間も省けることは、大きなメリットとなり
ます。

営業許可は流用可能であるが、改築・改造等の変更を⾏う場合は、
СЭС (エス・イー・エス）の検査が必要となるので注意してください。

したがって、パートナーとして現地企業を選ぶ際には、相手の「飲食店用
の営業許可」の有無、活用の可否の確認も重要です。飲食店用の営業
許可を有しているということは、現地での飲食店運営の実績があると考えて
よいでしょう。





第2章

【店舗を決める】



132-1 現地の不動産事情

運営形態を決定し、営業許可を確保したら、出店に向けて、様々な具
体的な手配へと移っていきます。まずは出店場所となる「物件探し」を⾏う
ことになりますが、その前に現地の不動産事情に触れていきます。

ロシアの不動産の多くは、過去の社会体制を背景に、国有地や国有物
件が多数を占めています。近年では民間保有の物件も見受けられるようで
すが、「土地が国有地で、建物は民間」といったように、「ロシアでは基本的
に土地の売買をしない」というのが通常です。

詳細は後述しますが、改装⼯事や申請、手続き等にも関わってきますの
で、パートナー会社や現地不動産取引に精通している会社等と協力、情
報共有しながら進めていくことが望ましいでしょう。

進出の際には、「賃貸」物件で出店することが多いと思いますので、本章
では「賃貸」物件で出店することを主に話を進めていきますが、以下に「購
入」の場合の注意事項等をまとめています。

【物件購入について】（「建物」が対象）
・外国資本率25％以上の法人は購入できない。ただし最長49年までの借地権が
認められている。

・外国資本率25％未満であれば、ロシア企業とみなされるので購入が可能。
・テナントの賃貸物件も購入可能な場合がある。
・外国人（個人）によるアパート所有は可能。

※ただし、国境地域沿いに位置する土地を外国人や外国法人が所有することはでき
ない。例え、そうでない場合でも連邦法と地方⾏政府の法律が求める条件を満たす
必要があるため、実際には国や地方自治体から土地の購入許可を得ることは極めて
困難である。



142-2 物件を探す

それでは、物件を探す方法を具体的に見ていきましょう。ロシアでの物件
探しには、主に以下の2つの方法があります。

ただし、現地パートナー会社等と協業する場合は、あらかじめ希望条件
を取りまとめ、パートナー会社を介して不動産業者やオーナーと交渉するこ
とが望ましいでしょう。

これは、物件探しには、言語の問題や商習慣はもちろんですが、物件周
辺の環境や交通量など、現地の人々だけが知り得る情報が重要となるた
めです。

また、現地パートナー会社の取引先や人的ネットワークを活用して、公開
されていない物件情報を入手できる可能性もあります。

【物件探しの方法】
①不動産会社を通す

ロシアでも不動産会社を活用することは一般的。その際は、数多くある会社の中か
ら、より信頼性の⾼い会社選びができるよう、各地の不動産協会に加盟している会
社を選ぶのがよい。
また、よりよい物件を探すために、「10件紹介で〇〇ルーブル」というようにサービス

のボリュームで契約を不動産会社と結ぶ場合もある。

②インターネットで探す
日本と同じように、金額や面積など、希望条件に沿ってインターネット検索することも

可能。多くは、物件オーナー自ら募集を⾏っている。この場合、物件オーナーとの直接
取引となるため、交渉や契約など現地パートナー会社等の知見やノウハウが必要にな
る。



地 域 URL

モスクワ不動産協会 http://www.magr.ru/

サンクトペテルブルグ不動産協会 http://www.arspb.ru/

ウラジオストク不動産協会
https://sbis.ru/contragents/2536282985/253601
001

152-2 物件を探す

以下に、主要3都市の不動産協会を掲載しますので、参考にしてくださ
い。



162-2 物件を探す

ロシアにも、日本のショッピングモールやフードコートのような商業施設があ
ります。商業施設自体に集客力があれば、出店店舗の集客にも有利にな
りますが、日本と同じように、施設の建設計画段階でテナント募集を⾏いま
すので、タイミングが合えば検討することもよいかもしれません。

しかし、計画段階以降にテナントとして入居する場合には、計画段階より
も割⾼になる等、条件が厳しくなる可能性があります。加えて、商業施設
の⽴地条件がよい場合は、ウラジオストクでは既存テナントが撤退すること
はほぼありません。

なお、モスクワやサンクトペテルブルクにおけるショッピングモール（フードコー
ト）への出店については、現時点ではほとんど空きがない上に、最短の出
店契約期間が３～7年と長く、日本企業側に相当の負担（責任）が求
められること、モール所有者が、飲食物の味だけでなくエンターテインメント
性を含む特色と集客能力の提⽰を求めていること等から、ロシア側に強い
関心を持つ受入者がいない限り、路面店等に比べ相対的に出店に対す
る難易度が⾼いと考えられます。

すでにレストランの経営をしているロシアの企業と協議して、既存のレスト
ランの一部を日本の外食産業のPRに協力してもらう方法も可能性の一つ
としてあり得ます。
ただし、この場合、レストランの席および調理場の一部を使わせてもらうこ

とになるため当該レストランの現在の経営の利益以上の収益を担保するこ
とを求められるため、適切なパートナーを見つけることが最大のカギとなりま
す。
もう一つは、出資による合弁企業形態での実施で、関心を⽰す相手も

いると思います。この場合、相手側の資本だけでなくマナーや姿勢など信用
度を十分に調査する必要があります。



172-3 内見を行う

では、気になる物件を絞り込み、候補となる物件の内見をしましょう。

まずは内見の日時を決めることになりますが、ロシアでは、物件オーナーが
「当日現れない！」や「時間通りに来ない！」は比較的よくあることです。私
たち日本人には考えにくい状況ですが、残念ながら現実です。その意味で
も不動産会社や現地パートナー会社の選択が重要になります。

内見の際は、現地まで足を運び、交通事情や周辺環境を把握すること
が重要です。見知らぬ土地ですので、一定の収益を継続的に見込めるか
を見極めるためにも、可能であれば時間帯や曜日を変えて複数回訪れ、
物件の周辺情報をより多く入手するとよいでしょう。

現地パートナー会社があれば同⾏してもらうことはもちろんですが、事前に
相談し、確認事項のリストアップ等を⾏っておくのもよいでしょう。また、店舗
⼯事を⾏う施⼯会社が決まっていれば、同⾏してもらうことも検討してくださ
い。

ウラジオストクの街と物件について

・中心街の規模が狭く、他の大都市と比べて物件数が少ない。
・中心街の主要エリアで物件が見つけられれば、一定数以上の人通りが見込める。
・車社会のため道路は整備されているが、中心街が狭いため朝夕の通勤ラッシュが
激しい（路線バスも数多く走っているが混雑傾向）。

・時間帯や曜日を問わず路上駐車が多くあり、渋滞の原因のひとつとなっている。
駐車場が確保・整備されていない事情がある。

参考



182-4 契約する

双方で基本合意に至れば、すぐにでも契約書の取り交わしとなります。
すべての契約書や書類は基本的にロシア語となりますので、現地パート
ナー会社がいる場合には、信頼のおける弁護士事務所を通して注意深く
確認をしてもらいましょう。

また、出店者（日本人）も内容確認ができるように重要な書類は日本
語併記にしてもらう等、リスクヘッジを⾏うことをお勧めします（ロシア国内に
も日本語・ロシア語の翻訳会社があります）。

以下に、賃貸契約時に必要な手数料や注意事項をまとめましたので、
参考にしてください。

【仲介手数料について】
●法定手数料の設定はあるが、各地域の不動産協会が決めている場合が多い。
●一般的な仲介手数料は3～5％、あるいは、一律10万ルーブルといった形になるが、
会社によって異なる。

●月々の管理費として徴収される場合があるが、管理費はテナントビルによって異なる。
不動産会社が管理している物件の場合、「管理費」として月々徴収というケースは
よくあるが、不動産会社が管理、仲介していない場合は、「仲介手数料」という形で
請求されます。

●物件オーナーと直接取引の場合の仲介手数料は、10～30万ルーブル程度。
（これも、オーナー次第であり、前払いであることから金額設定が緩い傾向にある）

● 「購入」の場合の仲介手数料は「売却側が3％、購入側が5％を負担」が基本。

賃貸 購入

手数料
仲介

各地の不動産協会に定
めによる

売却側：3％
購入側：5％

直接取引 10～30万ルーブル程度

期間
賃貸契約期間は1～2
年が一般的

外国資本率25％以上の法人は購入できない
が、最長49年の借地権がある。外国資本率
25％未満であれば購入可能。

水道光熱費
オーナー側に請求後、現
金払い

自費



192-4 契約する

【その他の注意事項】
●日本のような敷金/礼金の習慣はない。
●毎月の賃貸料は前払いが一般的。
●賃貸の最低契約期間は、ロシアでは1～2年が一般的。

※ウラジオストクの場合、半年契約も可能な場合がある。
●契約書の定型フォーマットがある場合でも、リスクヘッジや後々のトラブル回避のため、
詳細まで契約書に記載。
※現地パートナー会社や弁護士事務所等による監修が望ましい。

●水道光熱費に関して、店舗の賃貸料とは別途オーナー側に⽀払うことが一般的だが、
賃貸料に含まれる場合もある。
≫水道光熱費はオーナー側に請求が来るため、後日、借主側に請求される。
（現金⽀払いが一般的）

●ビルのテナントを借りる場合、ガスの使用が不可の場合がある。
（裸火は危険とみなされるため）

ロシアの契約書について

ロシアでは契約書のサインと押印は、偽造防⽌のため青色のインクを使用するのが
通常である。

参考



第3章

【店舗の工事を行う】



213-1 設計・工事会社を決める

出店場所が決定したら、いよいよ店舗のデザイン、⼯事に入ります。
ロシアの建築法では、設計や⼯事にさまざまな規則や許可申請があるため、
デザインから設計、⼯事まで現地の業者に依頼することが望ましいでしょう。
現地パートナー会社がいるのでれば、発注先の相談を⾏ってください。

⼯事部分は大きく分けて「内装」、「外装」、「設備（電気や上下水道
等）」となります。現地パートナー会社との協議を踏まえ、それぞれの会社、
もしくはワンストップで発注できる会社など、候補となる発注先の特長や金
額について、できるだけ有利な選択をしましょう。

他には、例えば日本で開店している店舗に倣って、ロシアでも「日本的な
デザイン」を希望する場合には、日本の店舗やイメージする写真等を準備
しましょう。ロシアにおける日本文化への興味は⾼くなっていますが、それで
も現地の人々と日本人が思い描く日本のイメージを共有することは難しく、
装飾品をはじめ、資材の入手可否といった課題もあります。

【設計・工事会社の選定の注意事項】
●建設の営業許可を有している会社を選ぶこと。
（営業許可を有していない会社と比べ、⼯費は⾼い傾向にあるが、安心度、信頼性
は⾼い）

●デザイン、設計に際して、イメージする写真やイラスト等の素材を準備すること。
（発注先に、こちらの意図をより正確に伝えることができる）
●ロシアでは細かく⼯期を設定する習慣がない
≫スケジュールを設定、管理する習慣がないため見通しが⽴てずらい
≫想定納期が近づくと「人を増やさないと間に合わない・・・」と価格吊り上げに

誘導してくる場合もあるので要注意。



223-1 設計・工事会社を決める

ウラジオストクにおけるラーメン店4店のテスト展開の場合、店舗面積は約100㎡
で、 （契約締結日から）その際の⼯期は約3ヶ月強かかった。

【工費について】
●基本的には、発注予定会社に見積りを依頼、検討する。
●概算金額をあらかじめ把握したい場合には、積算単価が⽰されている資料
（日本の「土木⼯事設計単価表」のようなもの）で把握することができる。
ただし、店頭で販売されているようなものではなく、別途取り寄せる必要がある。
≫実際の⼯費は地域によって変動する。

●⽀払いは前金50％のマイルストーンというパターンが多い。
≫マイルストーン：作業⼯程ごとに予算を決めて分割払いを⾏う方式。

<例> 1回目の⽀払い：合計金額の50％（前金）
2回目の⽀払い：〇月〇日までに30％
3回目の⽀払い：〇月〇日までに10％
4回目の⽀払い：契約満了時に10％

ウラジオストクの工期例参考



233-2 設計・工事の許可申請を行う

ロシアでも、日本と同様に⼯事を⾏うために各所に様々な申請を⾏い、
許可を得る必要があります。その中には、ロシア特有の申請や規制があり、
対応には現地パートナー会社の⽀援が必要不可欠です。

以下に申請内容の一部を紹介しますので、進出決定後、早めの対応を
心掛けてください。

【各種申請について】
●出店する市の建設部、消防部、衛生部の3か所に、設計図面、申請書（営業内

容）、申請料をそれぞれ提出する。※市の管理のために申請が必要とされる。
≫申請料は面積と設備内容により変動するため各部に確認すること。
≫認可までの期間はおよそ2ヶ月強が一般的。ただし、改装程度であれば認可期間
は短くなるようである。

●各物件には間取りや設備が明記されている「建設カルテ」があり、その内容を変える
場合には、別途許可が必要となる。
≫建設カルテの適用範囲は、屋内外のすべてとなる。
≫建設カルテを変更し、許可が下りるまで2～3年かかる場合もある。
≫通常は建設カルテを変えないことが一般的。申請せずに変更をしたことが判明した
場合には罰則受ける。ただし、建設に関する法律は膨大な量になるため、その
都度法律家に相談、確認したほうがよい。罰則に関しても同様である。
建設カルテ変更の場合の費用や注意事項についても、規模や期間によって異なる
ので、都度法律家に相談・確認すべきである。



243-3 工事を行う

【内装】
●⾼級店はクロス貼りが通常だが、大衆向けの場合は、コンクリートに直接塗装する例
が多い。

実際に⼯事を⾏うにあたり、内装や外装、設備等のそれぞれについて以
下に主な注意事項をまとめました。その他にも様々な注意事項があります
が、現地パートナー会社や⼯事会社等と十分に打ち合わせを⾏い、よりよ
い店舗⼯事を⾏ってください。

【外装】
●ネオン（電飾）について、地域により規制（明るさや大きさ）がある。

【電気】
●電気配線は日本と同様に、容量を分けて分電盤で配線しているが、ビル内テナント
の場合、テナント別ではなくビル全体で分電盤配線を⾏っているため、他テナントと分
電盤を共有している場合がある。このため、テナントを跨いで部分停電する恐れがある。

【上水道】
●ロシアの水道水は飲料には適さない。お客様に水を提供する場合は浄水器もしくは
ウォーターサーバーで⾏うのが一般的。

【下水道】
●下水が整っていないため、トラックで排水物を回収する地域もある。
●排水勾配が緩く、流れが悪いことが多い。





第4章

【各種物品を手配する】



274-1 現地で手配する

店舗の準備を終えたら、次は店内で使用する様々な物品（調理機器
や食器類、食材等）を手配しましょう。

現地で厨房機器類を手配する場合には、インターネットで探して発注す
るのが一般的です。

基本的に商用かつ経費精算するものに関しては、全て銀⾏振込での取
引が必要となります。

【厨房機器類の手配について】
●厨房関連の機材はインターネットで探すのが一般的。
●個人売買の場合もインターネットに掲載することが多い。
≫新聞での売買も見受けられるが、日本のように新聞を定期配達する習慣がなく、
郵便局で購入するのが一般的。

●中古品手配はできない。
≫日本のように流通が普及していないため販売業者も引取業者も存在しない。



284-2 日本から輸入する

近年では、ロシアでも様々な物品が手配できるようになっていますが、日
本の料理を作る際にしか用いられないような機器、物品に関しては、現地
で購入することは不可能です。現地で代替品もなく、日本で手配すること
が確実な場合には、日本からの輸入をお勧めします。

ロシア進出の初期段階から、社内および現地パートナー企業と協議のう
え、申請が必要になる物品等を明らかにし、早めの対応を⾏ってください。

なお、通関手続きであるが、日本から輸出する場合、日本国の税関長
の許可を得る必要があります（関税法第 67 条、第 67 条の 2）。貨
物を輸出する場合、積出港の税関へ輸出申告を⾏い、必要な検査を経
てその許可を受ける必要があります。 輸出申告は、輸出貨物の保税地
域に搬入前に⾏うことは可能ですが、輸出の許可は原則として貨物の保
税地域への搬入後に⾏われます。

詳しくは以下を参照ください。
http://www.customs.go.jp/tokyo/zei/i_sodan3_4.htm



294-2 日本から輸入する

【EAC認証について】
●「EAC」とは、国民の安全と健康、資産の保全、環境保護、および動植物の保護
などを目的に、関税同盟であるユーラシア経済連合（現在はアルメニア、ベラルーシ、
カザフスタン、ロシアの4ヶ国で、今後拡大予定）における、連合内で流通する製品に
対する規制（認証制度）。

●(日本に限らずではあるが) ロシアへ輸入する商品は、新たにEAC認証の取得が必要。
≫該当の可否は、製品明細とHSコード(27ページ参照)で⾏うことができる。

●EAC取得には、当該商品の成分、写真、製造⼯程を記載した書類が必要となる。
●申請に必要な書類は、都度ロシア税関に確認を要する。
≫申請費用は商品やHSコードにより変わる。その他の費用が発生する場合もある。

「EAC認証を受けていない商用製品はロシアには持ち込めない」ということ
になります。EAC認証を受けるには、申請が必要になりますが、言語や書
類作成、手間等を考えれば、現地パートナー企業等による代⾏が必須で
す。

EAC申請時に必要な書類例
●商品規格書
●商品写真

ロシアに日本から店舗用の食器を輸入する際、検疫の関係から、土を使用した
製品の場合、その産地に関して情報を求められる場合もある。

食器について参考

ユーラシア経済連合（EEU）では、輸入する製品によってはEEUの認証を取得し
ていることを⽰す「ユーラシア適合（EAC）マーク」の貼付が義務付けられています。し
かし、どの段階で貼付が必須であるのか明確に⽰されていないため、ロシアへの輸入通
関の際に税関当局からマークを貼付していないことを理由に通関を拒否される事態が
発生していることから、輸入前にマークを貼付することでこのようなトラブルの回避が可
能です。
※最近、ロシアの税関ではEACマークがないために⾏政違反に問われるケースが発生
しています。これまでロシア輸入後に倉庫でマークを貼付していた企業や業者は、通関
前に貼付したり、追加費用が発生したりするなどの影響が出ていることから、注意が必
要です。

EACマーク



304-2 日本から輸入する

【HSコードについて】 ※JETROより引用
●「HSコード」は、「商品の名称及び分類についての統一システム（Harmonized 
Commodity Description and Coding System）に関する国際条約（HS条
約）」に基づいて定められたコード番号。

●通関申告時に輸入申告書に記載する関税額は関税率に基づいて計算される。関
税率はHSコードにより規程されるためHSコードを特定しなければ関税額を計算するこ
とができない。

●詳細はこちら
⇒https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-010701.html

前ページで、関税に関わる「HSコード」に触れました。もう少し補足しま
しょう。

【EAC認証について説明しているWebサイト】
●JETRO
https://www.jetro.go.jp/biznews/2014/06/53a7aa639c400.html
（認証方法には適合証明と適合申告の2種類−関税同盟の規格認証制度）
https://www.jetro.go.jp/services/export_guide/
（輸出⽀援窓口）

●ロシア認証機構-合同日本事務所
http://www.serconsjapan.com/gost-r.html

●イーエルジー⾏政所事務所
http://elg.eulegg.com/cert_eac.html

●株式会社リベルワークス
http://www.liberworks.co.jp/justice/other/eac.html



314-2 日本から輸入する

【海上輸送の場合】
境港（鳥取県）→ ウラジオストク
1日目 商材が港に到着
2日～3日目 税関チェック
4日目 輸出梱包～船積み
5日目 商材が港を出航
7日目 商材がウラジオストク港に到着
8日目 積荷下ろし～保税倉庫移動
9日～14日目 税関検査～店舗へ配送
15日目 商材使用開始

メリット
・コンテナで大容量の輸送が可能(混載もあり)となるため、 費用が抑えられる。

デメリット
・輸出から到着まで日数を要する。
・基本的には週に一回の定期便となるため、タイミングを逃すと、納期が1週間
遅くなる。

【航空輸送の場合】
成田空港（千葉県 ）→ ウラジオストク ※直行便
現在、日本航空、S7航空、アエロフロート・ロシア航空、オーロラ航空の4社の
直⾏便が就航している(航空会社により、就航曜日が異なるので注意が必要)。

メリット
・輸出から到着まで短期間で済む。※スムーズに通関を通った場合

デメリット
・費用が⾼い。
・一度に運べる量が限られる。
・ウラジオストク空港には冷凍用の保管倉庫がないため、冷凍商材に関しては、
税関検査に時間を要した場合、商材が使い物にならなくなる危険性を伴う。

・毎日就航しているわけではないので、輸送日程と使用日の確認・調整が必要。

■輸送形態と日数例＜ウラジオストク編＞



324-2 日本から輸入する

【海上輸送の場合】
①横浜港（神奈川県）→ モスクワ ※ウラジオストク経由シベリア鉄道利用

1日～ 7日目 海上輸送
8日～14日目 保税転送(*1) (30ページ参照)

15日～25日目 鉄道輸送

※品質管理における留意点
鉄道：鉄道特有の振動に対する対策が必要。

メリット
・ブロックトレイン(*2) (30ページ参照) の利用で輸送日数が大幅に短縮できる。

デメリット
・冬期には日本海が荒れることで、本船の遅延が発生することもある。
・直⾏船（FESCO社)は月に2回の配船となるため、急な物資輸送は難しい。
・保税転送手続きがスムーズに⾏かない場合もある。
・鉄道による食料品輸送に関しては規則があるため、事前の確認等が
必要となってくる。

②横浜港（神奈川県）→ モスクワ ※ロッテルダム経由
1日～40日目 海上輸送

41日～42日目 保税転送
43日目 トラック輸送

メリット
・毎週就航している。

デメリット
・冬期はバルチック港の凍結による遅れが出ることもある。
・11月～12月トラック料が⾼騰する傾向にあり、輸送費が⾼くなる可能性がある。
・輸送日数が長いため、生鮮食品の輸送は不向きである。
・赤道を2度通貨するので、温度変化による商品へのダメージが懸念される。

■輸送形態と日数例＜モスクワ編＞

※東京港からモスクワへ出発する日程（7日目まで）もほぼ同様となる。
（インターナショナルエクスプレス株式会社調べ）



334-2 日本から輸入する

【海上輸送の場合】
③横浜港（神奈川県）→ モスクワ ※黒海経由
1日～33日目 海上輸送

34日～35日目 保税転送（*1)（通関後の輸送も可能）
36日～37日目 トラック輸送

※到着地点はコンテナーヤード想定。

メリット
・一年を通し、海上・トラックともに安定した輸送が可能で、輸送日数も安定している。
・毎週就航している。
・トラックの運賃は通年安定しているため、陸送に関する大幅な価格変動がない。
・税関検査が少ないため、保税転送の手続きが比較的容易に⾏える。

デメリット
・トラックによる長距離輸送があるため、陸送コストが⾼くなる。

■輸送形態と日数例＜モスクワ編＞

(*1) 保税転送とは、国内にある保税地域と保税地域の間を外国貨物のまま運送することで、
保税運送を⾏う際には、貨物の到着地を管轄する税関に「外国貨物運送申告書」を提出する
必要がある。

(*2)ブロックトレインとは、同一仕向地・同一ワゴンでのサービスで、最終仕向地までの輸送途中に
列車の編成が⾏われないため、スピーディかつダメージリスクを低減した輸送ができる。



344-2 日本から輸入する

【航空輸送の場合】
成田空港（千葉県）→ モスクワ ※直行便
◆旅客便
1日目 成田指定倉庫に搬入
2日目 植物検疫、通関手配、梱包
3日目 航空パレット、コンテナーへの積込み
4日目 日本出発
5日目 現地到着、通関申告
6日目 配送

◆貨物便（4日目までは上記と同じ日程）※インチョン経由
6日目 現地到着、通関申告
7日目 配送

※品質管理における留意点（トランジット後の航空・トラック輸送含む）
旅客機：フライト中はドライアイス対応。
貨物便：低温スペースは有る（+2℃～+8℃）が、変動幅がある。

メリット
・輸出から到着まで短期間で済む。 ※スムーズに通関を通った場合
・旅客便は毎日就航しているため、商材が日本を出発した日に現地に到着する。

デメリット
・費用が⾼い。
・貨物便は水、木、土、日の夜便発の就航でインチョン経由となるため、日本出発
の翌日に現地到着となる。

■輸送形態と日数例＜モスクワ編＞

※成田空港からイスタンブール経由でモスクワへ輸送する場合もほぼ同様の日程となる。
（インターナショナルエクスプレス株式会社調べ）



354-2 日本から輸入する

【海上輸送の場合】
①横浜港（神奈川県）→ サンクトペテルブルグ

※ウラジオストク経由シベリア鉄道利用
1日～ 7日目 海上輸送
8日～14日目 保税転送

15日～26日目 鉄道輸送

②横浜港（神奈川県）→ サンクトペテルブルグ
※ロッテルダム経由

1日～40日目 海上輸送

※品質管理における留意点やメリット・デメリットに関しては、モスクワへの海上輸送
と同様。

※到着地点はコンテナーヤードを想定。

■輸送形態と日数例＜サンクトペテルブルグ編＞



364-2 日本から輸入する

【航空輸送の場合】
①成田空港（千葉県）→ サンクトペテルブルグ ※ドバイ経由
◆旅客便
1日目 成田指定倉庫に搬入
2日目 植物検疫、通関手配、梱包
3日目 航空パレット、コンテナーへの積込み
4日目 日本出発
6日目 現地到着、通関申告
7日目 配送

②成田空港（千葉県）→ サンクトペテルブルグ ※モスクワ経由
◆旅客便／貨物便（4日目までは上記と同じ日程）
5日目 モスクワ到着、通関申告
6日目 モスクワ出発（リーファートラック利用）
8日目 現地到着

※品質管理における留意点（トランジット後の航空・トラック輸送含む）
旅客機／貨物便：フライト中はドライアイス対応。
貨物便：リーファートラック対応。

メリット
・輸出から到着まで短期間で済む。 ※スムーズに通関を通った場合
・旅客便は毎日就航しており、日本出発の翌日には商材が現地に到着する。

デメリット
・費用が⾼い。
・モスクワ経由の場合、航空機による輸送は可能（直⾏便でフライト時間は
1時間20分程度）であるが、モスクワでのトランジットで問題が発生する可能性が
⾼く、到着までにさらに時間を要する、あるいは、通関で引き出せない等の
トラブルが生じる可能性がある。

■輸送形態と日数例＜サンクトペテルブルグ編＞





第5章

【食材を手配する】



395-1 現地で手配する

いよいよ店舗を営業する環境が整いました。次に、店舗で提供するメ
ニューに応じて食材を手配しましょう。

例えば、野菜に関しては、品質や見た目、大きさ等を気にしなければ、ロ
シアでも日本と同じような種類の品物が手に入ります。調味料類も、現地
である程度日本産品を調達することができます。

現地視察や、現地パートナー会社等からの情報などを見極め、現地で
調達する食材を決定してください。その上で発注先を選定し、調達量や納
品スケジュール（納品サイクル）を決定します。

第4章でも記載の通り、基本的に商用かつ経費精算するものに関しては、
すべて銀⾏振込での取引が必要となります。

【食材発注の注意事項】
●事前に決めたサイクルで納品スケジュールを組んでも、ロシアでは時間や日程、発注
量が守られないことが多々あるため、余裕をもった内容で発注することが望ましい。
それでも発注内容の相違があった場合には、以下のような対処を⾏うなどし、対応
することが望ましい。
≫納品内容の違いが判明した時点で、早急に業者に対して変更、納品を促す。
≫納品量が少ない場合には、近隣スーパーで買うことができるか確認する。
※この場合、手書きやレジで自動的に発⾏される「領収書」は、経費計上できない
ことに留意してください。

≫問題発覚と同時に、現地パートナー会社があれば、代替業者への発注を促す。



405-2 日本から輸入する

現地の食材で対応できない場合には、日本からロシアへ食材を輸出する、
つまりロシアで輸入することになります。その場合には、ロシアの輸入規制に
則って⾏います。

ロシアではHACCPの導入を検討中であるため、今後、輸出についてのレ
ギュレーションが変わる可能性があります。
なお、水産物・牛肉については、ロシア政府の担当機関（ロシア連邦動

植物検疫記監督局）が指定した⼯場の商品のみが輸出可能となってい
るので注意してください。同組織が現時点でロシアへの輸出許可をしている
日本の生産・加⼯施設は以下のHPに記載されています。

【ロシアへの輸出許可をしている日本の生産・加工施設について】
●食肉加⼯施設（牛肉）3カ所
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%
2Fwww.fsvps.ru%2Ffsvps%2FimportExport%2Fjapan%2Fenterprises.
html%3Fproduct%3D1%26productType%3D1%26_language%3Den&d
ata=01%7C01%7Ciwasaki018%40jtbcom.co.jp%7Ce1c109f2876047d
fe3e008d56d5aaa53%7C98d755aa781d4208b9a404ad7f7ab2b4%7C
0&sdata=so0s22LqiRZGPM%2Ft56qlFE11wb1iW9o%2F6tBClwa3dC8
%3D&reserved=0

●水産加⼯施設
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%
2Fwww.fsvps.ru%2Ffsvps%2FimportExport%2Fjapan%2Fenterprises.
html%3FproductType%3D7%26_language%3Den&data=01%7C01%7
Ciwasaki018%40jtbcom.co.jp%7Ce1c109f2876047dfe3e008d56d5aaa
53%7C98d755aa781d4208b9a404ad7f7ab2b4%7C0&sdata=xr%2BXu
XfdLVHMBe5i3S7%2FUjhXkFpC7cLS30ZJ9Qstmq8%3D&reserved=0
※グリーンの色付いている施設が輸出許可のある施設。



415-2 日本から輸入する

【HACCPについて】
●HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）とは、従来の抜き
取り方検査に加え、食品の製造・加⼯⼯程のあらゆる段階で発生するおそれのある
微生物汚染等の 危害をあらかじめ分析（Hazard Analysis）し、その結果に基づ
いて、製造⼯程のどの段階でどのような対策を講じればより安全な製品を得ることがで
きるかという 重要管理点（Critical Control Point ）を定め、これを連続的に監
視することにより製品の安全を確保する衛生 管理の手法。
この手法は 国連の国連食糧農業機関（FAO）と世界保健機関（WHO）の合
同機関である食品規格（コーデックス）委員会から発表され、各国にその採用を推
奨している国際的に認められている。

【HACCPについて説明しているWebサイト】
●農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/haccp/h_about/index.html

●厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/sho
kuhin/haccp/index.html

●一般社団法人食品産業センター
https://haccp.shokusan.or.jp/basis/index/

●公益社団法人日本食品衛生協会
http://www.n-shokuei.jp/eisei/haccp.html

引き続き、HACCPに関する情報を下記に記載しています。



425-3 アルコール類を扱う

メニューを考える際、店舗でアルコール類を扱うことも多々あると思います
が、ロシアでアルコール類を提供するためには「販売ライセンス」を持っている
ことが必要です。

また、日本酒などをロシアに輸入する必要がある場合には、販売ライセン
スの他に「輸入ライセンス」も必要となります。ただし、飲食店でアルコール類
の「輸入ライセンス」を取得することはできません。

したがって、店舗でアルコール類を提供する場合には「販売ライセンス」を
取得し、「輸入ライセンス」を有する会社からアルコール類を仕入れ、店舗
で提供することになります。

次ページに、アルコール類のライセンスについてまとめましたので、適切な対
応の参考にしてください。
（基本的に飲食店は酒の輸入ライセンスを取得することはできないと決め
られています。販売ライセンスの申請費用は10万ルーブルで、消費者管理
局に営業情報の書類を提出する必要があります。）



435-3 アルコール類を扱う

【アルコール類のライセンスについて】
●ライセンスには「輸入ライセンス」と「販売ライセンス」の2種類がある。
● 「アルコール5％以内」の商品は輸入ライセンスの必要はない（誰でも輸入できる）

が、販売はできない。
●ライセンス取得方法
ロシアへのアルコール飲料の輸入を⾏うためには輸入業者が政府組織（産業商業省
傘下のアルコール市場監督局＝Федеральная служба по 
регулированию алкогольного рынка）からライセンスを取得しなければな
らない。取得のための手続きには、蔵元情報を含む許可申請書の提出が必要であり、
その他銘柄登録の手続きを⾏う必要がある。取得審査は厳しく、ライセンス取得まで
に最低でも取得までに数か月から1年程掛かる。
≫輸入業者としてロシア政府に登録済の企業のみが申請可能であるが、それらの企
業はロシア国内で25か所以上の拠点を有することが条件になるため、輸入ライ
センスを取得するのは極めて困難な状況にある。

≫前述のように、「アルコール5％以内」の商品は輸入ライセンスの必要はないが店
舗販売、レストラン、バーなどでのサービスは別な許可取得が必要となる。



445-3 アルコール類を扱う

アルコールの輸入資格・条件の動向
アルコールを取り巻く全般的な環境については、規制強化の方向に動いている。

例として、アルコール飲料の夜間のテレビCMの禁⽌、夜間の販売の禁⽌、屋外で
の摂取の禁⽌などが挙げられる。数年前までは、「度数の低いアルコール（ビール
など）は規制の対象にはならない」といったような状態もあったが、現在は一律「アル
コール」として扱われる。

アルコールのライセンスに関しては、ロシア政府が、インポーターの数を削減する方
針でここ数年動いており、取得条件が厳格化され、事実上新規の申請が難しく
なっている状況である。

日本の企業で、ロシアでの輸入ライセンス、販売ライセンスを保有している（取得
しようとしている）ところはまだないのが実状で、ライセンスを有する地場企業と手を
組み、日本のアルコール（日本酒、ウィスキー）をロシアに輸入・販売する、というビ
ジネスが一般的となっている。

アルコールの輸入資格・条件の動向について参考



455-4 輸出手配について

ロシアで手配できない食材等を、日本からロシアへ輸出する場合のおおま
かな流れは以下の通りです。現地パートナー会社や日本の取引先、
JETROなどを活用し、スムーズな輸出に役⽴ててください。

契約段階

【貿易の流れ】

■取引先探し
■関連法規の確認
■契約締結

輸送段階

■輸送手段確保
■貨物搬入
■通関手続き
■船積み

決済段階

■代金決済
■貨物引き取り

【参考Webサイト】（JETRO）
●「貿易の流れ」
https://www.jetro.go.jp/theme/export/basic/trading/

●「貿易実務の流れ」
https://www.jetro.go.jp/theme/export/basic/trading/procedure.ht
ml



第6章

【店舗を運営する】



476-1 スタッフを雇用する

店舗を運営するために、従業員を雇用しましょう。出店当初は、日本か
らスタッフを派遣し、味やオペレーションを安定させることも必要ですが、一方
で、現地スタッフを雇用し、継続的な体制を作ることも重要です。

いずれにしても、必要な手続きや法令がありますので、「日本から派遣す
る」ことと、「現地で雇用する」という2点を見ていきましょう。

・衛生管理者等の食品衛生管理資格、販売管理者等を置くことが必要になる
可能性がある（義務化される可能性が⾼く、モスクワではその動きになっている）。

・飲食店には、店の規模にもよるが、通常以下の3ポストを置かなければならない
可能性がある。
①店長
②仕入担当＆味見担当（料理長より上位）
③料理長（HQSビザ所持者かロシア人）

※①～③のすべての業務が兼務可であるが店舗の規模にもよる。

飲食店の運営にあたり、各種担当ポストが必要⁉参考

店長はロシア人が好ましい！参考

店舗でロシア人従業員を雇用する際には、店長にロシア人を据えることで、コミュ
ニケーションや諸問題の対応に円滑できる。

従業員には「賄い料理」を提供してモチベーションアップ⁉参考

通常、飲食店では従業員にランチなどに賄い料理を出している。現地スタッフの
働くモチベーションの一つとなっており、賄いがないと離職につながるケースが多いとの
噂も聞く。

メニュー表記関して参考

通常、飲食店ではメニューに金額とともに量(グラム・リットル)を記載している。ロシ
ア人にとっては味もさることながら、金額に対する「量」もチェックポイントで、メニューの
写真がある場合は、使用されている具材の種類や数量(例えば、ラーメンでいえば
チャーシューの枚数や煮玉子の数)もしっかりと確認しているので、写真通りのものが
提供されないとクレームになるので要注意。
2018年1月時点の平均為替レートは1ルーブル＝1.95円で、ウラジオストクの

外食時のランチの平均は300～450ルーブル程度となっている（夜はその倍くらい
の価格が平均。※飲み物は別。）



486-2 日本から派遣する

スタッフを「日本から派遣する」には、様々な法的手続きが必要です。以
下を参照いただき、スムーズな手続きに役⽴てください。

日本国籍の方がロシア連邦に入国するためには、在日ロシア領事部
（館）にビザを申請します。中でも現地で就労するには、「HQSビザ」と
「普通労働ビザ」の2種類があり、いずれかが必要になりますが、「普通労
働ビザ」を取得するには難易度が⾼いため、以下では主に「HQSビザ」の概
要をまとめました。

【HQSビザの取得について】
●正式名称は「⾼度熟練専門家（High Qualified Specialist：HQS）ビザ」。
●就労の人数制限はない。
●最長3年間の雇用が可能（3年毎に再取得が必要になる）。
●個人所得に対して優遇がある（技術を教えるので税金が安くなる）。

毎年試験（ロシア語）を受ければ労働許可が下りるが、ロシア語、ロシアの歴史、
ロシア法の基礎等、様々な知識が必要になるため、合格するのは現実的には難し
い（ロシア人でも「合格するのは難しい・・・」という声もある）。

普通労働ビザの取得は超難関!?参考



49

HQSビザ取得に必要な書類

パスポート ■残存期間：
在日本ロシア大使館や日本国外務省では「6ヶ月以上」とされているが、3

年未満の場合は、ロシアに渡った後、モスクワで再度申請しなおさなければ
滞在は認められないため、実質的には「3年以上」でないとHQSを発⾏して
もらえない。
HQS取得を考えているがパスポートの残存期間が3年未満の場合は、管

轄のパスポートセンターで更新することをお勧めします。万が一、パスポートセ
ンターで「残存期間が6か月以上あれば問題ない」といわれても、在日本国
ロシア大使館に連絡を取り（できれば現地パートナー企業、その懇意にして
いる弁護士事務所経由等）、口頭でもかまわないので、「パスポートの残存
期間は3年以上必要である」旨を聞き出し、担当者氏名と連絡日時をパス
ポートセンターの担当者に報告し、更新を認めてもらうよう掛け合うことをお勧
めします。
※緊急で取得が必要な場合は、パスポートの全ページのコピーをスキャン
データ(写真で撮ったものでは受付けてもらえないことに留意）に取り、現地

企業から申請手続きの際に提出してもらう。 「アポスティーユ」添付というも
ので、パスポートの1ページ毎に費用が掛かる。

申請用紙 ロシア現地 ※事実上は現地の法律家に依頼するほかない。

現地企業から
の招聘状

現地企業から申請に必要な情報提供の依頼があるのが通常。招聘側で
書類を作成し、ロシア内務省移民局に提出。承認を得られた場合には、申
請人が原本を在日ロシア連邦大使館に提出することができる。
※申請には原本が必要になるため、現地からの郵送にかかる日数も考慮し

たほうがよい。

写真 4cm×3cm

申請費用 ケースにより費用が異なるため、在日ロシア連邦大使館に確認すること。
https://tokyo.mid.ru/ja_JP/web/tokyo-ja/rabocaa-viza

現地企業との
雇用契約書

定型フォーマットはないが、ロシア語での作成となるため、あらかじめ双方とも
内容確認の上、雇用契約書を作成すること。

申請場所 ロシア現地側：必要書類をもって、ロシア内務省移民局に申請。
日本側：現地企業からHQSの書類が届いたら、各種原本を在日ロシア連
邦大使館・領事館に提出する（44ページ参照）。

その他 申請時にHIVの陰性結果の提出を求められるので、検査施設や検査に
掛かる費用、期間に関しては地域の医療機関に確認して下さい。

6-2 日本から派遣する



506-2 日本から派遣する

【HQSビザ取得者が店舗営業開始までにやらなければならないこと】
●当該地の移民局で労働申請をする。
●当該地の衛生局で「Medical book（衛生許可書）」を発⾏してもらい、健康診
断（尿・便・血液検査等含む）を受けて衛生講習を受ける。

●当該地の警察で外国人登録を⾏う。
●当該地の銀⾏口座開設（給与は銀⾏振込みにしなければならないため）
●衛生管理者等の食品衛生管理資格、販売管理者等が必要になってくる場合があ
る（今後義務化される可能性が⾼く、すでにモスクワではその動きがある）。

以下は、ビザ申請後、店舗営業開始までに⾏わなければならない内容
です。

●在日ロシア連邦大使館
https://tokyo.mid.ru/web/tokyo-ja/rabocaa-viza#tab0

●JETRO（外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用）
https://www.jetro.go.jp/world/russia_cis/ru/invest_05.html

以下に、関連する情報が掲載されているWebサイトを記載します。



516-3 現地で雇用する

続いて、現地で従業員を雇用することについて、触れていきましょう。
ロシアでは、労働者が大切に守られています。あらかじめ労働契約を交わし
たとしても、雇用主である法人側と労働者が何らかの争いになった場合、
労働者に有利となるケースが多くみられるようです。

日本の「アルバイトを雇う」という感覚とは異なりますので、現地パートナー
会社等を通じて、慣習や手続き等の情報を集め、適宜募集を⾏ってくださ
い。
人材募集には、インターネットで⾏うのが一般的です。人材派遣会社も

ありますが、あまり活用されていません。

以下に、基本的な労働賃金や雇用期間の条件等をまとめました。

項目 内 容

賃金・待遇

・最低賃金：34200Rub程度／月（手取り、ウラジオストクの場合）
・雇用側はこれに「個人所得税13％」と「社会保障・雇用保険 約30％」を
負担する。

・募集時および契約時には手取り額を明らかにすること。
・休日は週休2日。
・週休2日で、就業時間は7.5時間を超えると1.25倍、3時間以上は
1.75倍、土日は1.75倍として換算する。
※「洗い場スタッフ」の賃金が一番給料が⾼い傾向がある。
≫業務量が多い、人気がない等の市場原理が理由
≫5万ルーブルくらい／月（最低賃金+1万～1.5万ルーブル）

※「調理スタッフ」の賃金は「経験により」変動する傾向がある。

契約期間
・通常は「1年毎の契約」で、特別な理由がない限り「終身雇用」が一般的。
・更新の際には更新料として月額給与1ヶ月分を⽀払う必要があるため、
「1年契約＝月額×13ヶ月分」となる。

その他
・調理師免許制度は存在せず、衛生許可があれば調理可能。
・衛生許可は、洗い場も含めホールスタッフ全員必要。
・現地学生の就労は不可。



526-4 収支管理について

店舗の売り上げや⽀出、その管理方法、人件費⽀払いなど、ここでもロ
シア特有のルールがあります。以下に主なポイントを挙げましたので、現地
パートナー会社と協議し適切な対応を⾏ってください。

収支管理について

レジ管理

飲食業といった「現金」を取扱う業種は、総称「Rシステム」と呼ばれるシステ
ム（日本の会計ソフトのようなもので、10種類程度ある）を導入、使用するレ
ジにインストールする必要がある。
※2018年9月に法律変更の予定があるため、要確認。

一般的な会社は現金ではなく、銀⾏取引のみ。
≫税務署とネットワーク化されているため、すべての収⽀を入力する必要あり。
よって、この管理によって決算が⾏える。

人件費の
⽀払い

会計士の国家資格を持つ人物のみが給与⽀払いが可能。なお、税務報告
するのは主任会計士となる。
≫会計士を雇用する、もしくは、会計士事務所と契約する必要がある。

取引先への
⽀払いにつ
いて

ロシアでは外貨管理のために、すべての外貨⽀払いによるビジネスには契約
書を銀⾏に持ち込み、VOコード（код валютной операцииのことで、外
貨取り扱いコードを⽰す）を取得することが義務付けられています。これは、不
法に外貨が流出することを禁じ、外貨の流入流出を把握するためで、この手続
きを怠ると外貨送金やL/C開設ができない。
なお、銀⾏での契約書の確認には都度「約7600ルーブル」の費用が掛かる。
※大きな都市で海外送金の簡素化を試験的に⾏う動きがあり、モスクワや
サンクトペテルブルグでは廃⽌になる可能性がある模様。

ロシアはクレジットカードが普及(ATM設置台数は世界で3番目に多い（グロー
バルノート調べ 2017年10月))しており、スーパーの買い物や外食の際に、クレ
ジットで決済することが多い。なお、飲食店ではテーブル会計が主流である。

飲食代は現⾦？クレジットカード？参考





第7章

【広報活動を行う】



557-1 現地メディアの種類と特性

店舗オープン時はもちろん、オープン後も集客を図り、店舗の存在感を⾼
めていくことは重要です。そのためにはメディアを活用していくのもひとつの方
法です。ロシアにも様々なメディアがありますので、出店する地域の特性や
予算計画等を考慮しながら、選定してください。

効率のよい展開は「SNSを含めたインターネットを活用したPR」であること
は、近年の日本と同様です。また、総じて日本と比べ広告宣伝費用が比
較的安価で⾏うことができます。

以下に主要メディアの概要とウラジオストクの例を挙げます。

メディア 特 徴 ウラジオストクの例

テレビ
ターゲット層が視聴する番組内で
取材映像を放送することで、宣
伝効果が上がる。

VESTI 24（VGTRK）
OTV
PRIM TV

ラジオ

電車やバスよりも車通勤者が多く、
比較的よくラジオを聞く習慣があ
るため、安価で広報可能な手法
として有効。

VLADIVOSTOK FM
EVROPA PLUS
RADIO LEMMA
<例>30秒CM

Web広告・
SNS

ロシアでも若い人を中心にインター
ネット利用者が多く、SNS等の口
コミの影響力もある。
※検索エンジンは、Googleと
yandex(ロシアの検索エンジン会
社)が2強。
※QRコードはあまり使用されてい
ない。

Facebook
Google
VK（旧 Vkontakte）
YouTube
Yahooロシア

街頭メディア

街中やデパート、ショッピングモール
といった各所にデジタルサイネージ
が設置されており、車利用者や歩
いている人の目に留まりやすい。

Clover house(*1)
(*1) ウラジオストク最大のショッピングセンターの一つ

Izumrud plaza
(*2) Clover house近くのショッピングセンター

<例>15秒CM



第8章

【法体制・ライセンスまとめ】



578-1 問い合わせ先および参照先のまとめ

第1章 運営形態を決める

ロシア進出の際の
問い合わせ先例

●ロシア・ビジネス⽀援専門家による継続一貫（ハンズオン）⽀援
https://www.jetro.go.jp/services/russia.html

ロシアにおける
会社設⽴マニュアル
（2015年3月）

●JETRO
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/a1
9e5deff53088ac/ru_manualcompany.pdf#search=%
27JETRO+%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2
+%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%A8%AD%E7%A
B%8B%27

飲食店用の営業許可の
取得について

●連邦消費者権利保護・福利監督局(Rospotrebnadzor)
http://www.rospotrebnadzor.ru/

第2章 店舗を決める

モスクワ不動産協会 http://www.magr.ru/

サンクトペテルブルグ不動産協会 http://www.arspb.ru/

ウラジオストク不動産協会 https://sbis.ru/contragents/2536282985/253601001

第3章 店舗の工事を行う

積算単価資料（書籍）の予約 現地大手書店に直接確認



588-1 問い合わせ先および参照先のまとめ

第4章 各種物品を手配する

EAC認証について
説明している
Webサイト

●JETRO
https://www.jetro.go.jp/biznews/2014/06/53a7aa639c400.ht
ml
（認証方法には適合証明と適合申告の2種類−関税同盟の規格認証度）
https://www.jetro.go.jp/services/export_guide/
（輸出⽀援窓口）

●ロシア認証機構-合同日本事務所
http://www.serconsjapan.com/gost-r.html

●イーエルジー⾏政所事務所
http://elg.eulegg.com/cert_eac.html

●株式会社リベルワークス
http://www.liberworks.co.jp/justice/other/eac.html

輸出手続きについて http://www.customs.go.jp/tokyo/zei/i_sodan3_4.htm

HSコードについて https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-010701.html

第5章 食材を手配する

HACCPについて
説明している
Webサイト

●農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/haccp/h_about/index
.html

●厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryo
u/shokuhin/haccp/index.html

●一般社団法人食品産業センター
https://haccp.shokusan.or.jp/basis/index/

●公益社団法人日本食品衛生協会
http://www.n-shokuei.jp/eisei/haccp.html

貿易に関する
参考Webサイト

●貿易の流れ
https://www.jetro.go.jp/theme/export/basic/trading/

●貿易実務の流れ
https://www.jetro.go.jp/theme/export/basic/trading/procedur
e.html



598-1 問い合わせ先および参照先のまとめ

第6章 店舗を運営する

HQSビザ申請費用
●在日ロシア連邦大使館
https://tokyo.mid.ru/ja_JP/web/tokyo-ja/rabocaa-viza

ビザ取得について

●在日ロシア連邦大使館
TEL：03-3583-4445
URL：https://tokyo.mid.ru/ja_JP/web/tokyo-ja

●在札幌（北海道）ロシア連邦総領事館
TEL：011-561-3171/2
URL：http://www1.odn.ne.jp/ruscons_sapporo/

●在函館総領事館分館
TEL：0138-24-8201
URL：なし

●在大阪ロシア連邦総領事館
TEL：06-6848-3451/2
URL：なし

●在新潟ロシア連邦総領事館
TEL：025-244-6015
URL：http://www.niigata.mid.ru

●JETRO（外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用）
https://www.jetro.go.jp/world/russia_cis/ru/invest_05.html

第7章 広報活動を行う

広告代理店
（ウラジオストク）

●Vladmama
http://vladmama.ru/



60さいごに

本書の作成にあたり、ご協力いただいた皆様

・北海道総合商事株式会社
北海道札幌市中央区南3条西6丁目3-2 南3条グランドビル5F
TEL:011-232-1113

・ぺガスHC (Pegas Hokkaido Corporation)
room#1014, Okeansky prospect 17, Vladivostok, 690091 Russian Federation
TEL:+7-423-260-66-36
※日本語対応可

・朝妻 幸雄 氏（日ロ経済交流コンサルタント）
東京都港区芝3丁目34番1-807
TEL:03-3452-1560

・Vladmama
Svetlanskaya str. 114, ladivostok, 690014, Russia
TEL:+7-902524-46-58

・株式会社東洋トランス（東洋埠頭グループ）
東京都中央区晴海一丁目8番8号（晴美トリトンスクエア・W棟18階）
TEL:03-5560-0201

本書における注意・免責事項
本書は平成30年2月現在までに入手している情報に基づくものです。その後の法改正等によ

り内容が変わっている場合もあります。最新情報を必ずご確認ください。
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