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ベトナム人材市場から独自のニュースを毎月お届け！！ 
 

HR-Link 

 

製造業が最多：第二四半期のベトナム人求人数 
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 ベトナム最大の求職求人サイト「ベトナムワークス」によると、2017 年度第二四

半期における中・上級管理者の求人数では製造業が最多であると報告された。

製造業に続いて消費財・小売業が 2 位にきており、衣料品、食品分野における

人材需要が多いという。3 位は IT 業界で特にデータテクノロジー産業が今後 3

年で急速に発展すると見込まれている。 

 この第二四半期には韓国企業の韓国語通訳者が不足していると報じられてい

る。特に北部でこのような人材が集まりにくいことから南部で人材を集め、入社後

に社内異動といったかたちで配置転換している企業も多いようだ。特に製造業で

は郊外に工場を構えている企業がほとんで、近年の高度人材が郊外で働きたがら

ないという問題は外資系企業の共通の悩みである。 

 

 

自社発行インボイスの使用が禁止へ！？ 

 
 ベトナムの財政省は自社発行のインボイス使用を禁止する法案を考案中である

と発表した。現在はその法案成立に向けて意見聴取を行っている段階だが、もし

この法案が承認されれば 2018 年 1 月 1 日から施工されることになる。この法案

の狙いは電子請求書（e インボイス）の使用を加速化させることだと言われてい

るようだ。 

 ちなみにこの法案が承認された場合、2018 年 1 月 1 日から自社インボイスの

新規発行を停止しなければならない。また既に発行済みのものについては 2018

年 12 月 31 日まで使用できるとし、来年一年間の間で電子請求書に切り替え

る猶予期間を設ける方針だ。 

 スーパーマーケットや商業施設で活動している企業についてはレジで印刷される

請求書を使用し、税務当局へ定期的にデータの報告を義務付けられる。 

『Báo An Ninh Thủ Do 04/08/2017』 
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数が多くなっている。これはベトナム人にとっ

てサクラが日本のイメージとして浸透してお

り、その時期に合わせた訪日を希望する人

が多いからではないかと予想されている。 

ベトナムでも日本旅行を促すプロモーション

が盛んだ。ベトナムの人気歌手ノー・フォッ

ク・シンは大手旅行会社と専属契約し、

日本旅行を促すプロモーションビデオを自

身の新曲に合わせて発表している。こちら

のプロモーションビデオは 3 部構成で日本

旅行を通じて日本女性と恋に落ちるストー

リーとなっている。 

ベトナム人の訪日旅行者数の増加が止まら

ない。JNTO（日本政府観光局）の発表

によると、2016 年度の訪日ベトナム人旅

行者数は前年比+26.1％となっており、今

年度も順調に増加の傾向を保っている。特

に 2014 年以降の伸び幅顕著で、これは

近年のベトナム人富裕層の増加に加え、日

本側が旅行ビザの発給条件を緩和したこと

が理由として考えられる。また今年からジェッ

トスター航空がハノイー大阪間の直行便を

就航することを発表したことにより、訪日者

数が更に伸びるのではないかと言わている。 

旅行者数を月別に見ると毎年 4 月が最も

フォーの自動販売機－ 

地元学生グループが開発

に成功 

ホーチミン市の技術市販大学の学生グ

ループがフォーの自動販売機の開発に成

功したと報じられた。 

自動販売機の冷蔵室には 50 杯分の丼が

ストックされており、購入ボタンを押すとお

箸や備え付けの調味料が一緒に取り出し

口にでてくる仕組みとなっている。自動販

売機内の調理用機はいずれも取り外しが

可能で、衛生面にもしっかり対応できる仕

組みだ。 

また内部の材料が品切れになりそうになる

と自動的に管理者に連絡が届くようになっ

ており、その他の機械的なトラブルが発生

した場合にも同様の通知がいくようになっ

ている。 

ベトナムでは自動販売機は未だポピュラー

なものではないが、こうした開発が今後進

んでいくと、ベトナムの飲食状況に変化を

もたらすきっかけとなるかもしれない。 

 

 

 

 

 最近ではベトナム関連の放送が日本のテレビで流されること多くなったこともあり、以前と比

べてベトナムという国は日本人にとってそこまで未知の国ではなくなっている。しかし実際にどの

ような国かというのは実際に来てからでないとなかなか分からないのが実情だ。そこで今回は実

際にベトナムで働いているハノイ在住の日本人から聞いた「ベトナムに来てから印象が変わっ

た」ことについて紹介しよう。 

「日本のレストランや、日本製の製品が結構簡単に手に入る。思ったよりも便利だった。」 

（金融業 男性 40代） 

日本人の生活圏は大体同じような場所に固まっているので、その圏内で生活する分には食

べ物や日本製の製品の調達に困ることはあまりないのが現実だ。ホーチミン市を皮切りに今

後ベトナム国内の各都市で更に便利になることが予想される。 

「親日国だとは聞いていたけど、実際思っていた以上に親日国だった。」 

                                   （サービス業 女性 20代） 

ベトナムが東南アジア 1 の親日国であることはご存じだろうか。実際に生活してみると様々な

ところで日本人の振る舞いについて称賛されている場面に出くわすことがある。特に日系企業

で働く場合、そこでのスタッフは日本に対して特に好意的な人々が多いので、より実感しやす

いのではなかろうか。 

「ちょっとした休みを利用して周辺国へ格安で旅行ができる。」 

（製造業 男性 50代） 

同じ東南アジア圏なら一泊二日でサクッと海外旅行ができるのも魅力の一つ。LCC を利用

すれば往復 2万円程度で航空券が手に入るのもリーズナブルだ。有給休暇を利用して 3 か

月に 1回海外旅行を楽しんでいる現地採用の若者もいた。 

 

いかがだろうか。以上は実際にベトナムで住んでみて感じたことのほんの一例に過ぎない。もち

ろん楽しいことだけではないのは言うまでもないが、赴任してから自分だけの楽しみを見つけて

人生を謳歌するのも、また海外生活の醍醐味ではないだろうか。 

 

訪日ベトナム人旅行客：年々増加へ 

時事 
イメージと違った！？ベトナムに来て感じたこと 

日本旅行プロモーション動画 
https://youtu.be/bs7u95QlCxs 
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今回は 2014 年４月からハノイにある日系内装業 T.S.I VIETNAM 社で働く荒川祐

輔さんにインタビューを受けてもらいました。 

Q. 現在のお仕事内容を教えてください。 

A. 内装工事管理者としての仕事、オフィス設計から施工までの工程を管理しています。

具体的にはクライアントと打ち合わせ、内装プランの作成、現場確認などです。 

Q. なぜベトナムで働こうと思ったのですか？ 

A. 日本で仕事を辞めてバックパッカーで東南アジアを回った中で、ベトナムとインドネシアは

働いてみたい国になりました。街を歩いていて楽しかったし治安が良く、食べ物も体に合って

いました。 

Q. T.S.I社を選んだ決め手は何ですか？ 

A. レスポンスがとても早かったからです。日系の建築企業なのにスピード感があるなあと感

動しました。ベンチャー起業かと思ったら実は５０人以上の人が働いている会社だったので

驚きました。 

Q. 実際にベトナムで働いてみて、驚いたこと、困ったことはありますか。 

A. 東南アジアは一通り回ったのである程度のことは慣れていましたが、ベトナムの交通マ

ナーの悪さにはビックリしました。同僚とのコミュニケーションは英語ですが、お互い母国語で

はない言語で微妙なニュアンスを伝えたり理解してもらうのは難しいと思いました。その教訓

から、絵や写真で視覚的にイメージを伝えるようにして仕事上のエラーを減らすことができま

した。 

Q. 仕事のやりがいは何ですか。 

A. 私は元々デザイン畑の人間なので、自分でデザインしたものが形になるのが面白いと感

じました。また、T.S.I ではデザインから施工まですべて自分たちで行うので、日本では見る

機会のなかった施工も勉強できて、いつも新しい発見があります。 

Q. 今後の展望を教えてください。 

A. 現在はミャンマー支店の方で支店長の立場として会社全体の管理を行っています。た

だ２０１５年に設立したばかりの支店なのでまずは利益を伸ばすことをが第一目標です。

そして会社の体制を整え、「内装なら T.S.I」と言って頂けるようしっかりとした基盤を作って

いきたいです。私もスタッフも下請けの工事会社も経験がまだまだ浅いので、案件をこなし

て経験を積んでいきたいと思っています。施工だけでなく、デザインからご依頼いただけるよう

にしていきたいです。 

次ページへ続く 

 

街角便り 

 

現地採用者インタビュー：荒川祐輔さん 3２歳 

女性の飲酒事情： 

都市部を中心に増加傾向 

 
近頃ホーチミン市などの都市部を中心に女

性同士で飲酒に興じる若者が増えていること

に懸念の声が上がっている。 

女性は男性よりも飲酒による身体的な悪影

響を受けやすいといったことや、飲酒による

犯罪に巻き込まれやすいといったことが主な

理由だ。 

 

しかしこの「女性同士の飲酒」に対して否定

的な見方をするのは主に中年層から高齢層

が中心である。ベトナムでは昔から女性が人

前で飲酒行為をするのはよくないことだとい

う見方があり、この考え方は先ほどの世代を

中心に依然根強く残っている。 

一方、若年層ではこういった女性の飲酒に関

して比較的寛容な意見をもっている者も多

く、あまり否定的な意見は聞かれない。 

 

ベトナムでは女性の社会進出が発展してい

るような印象があるが、生活面では男性と対

等な見方をされていないケースが今でも多

く、こういった差が世代が改まるにつれて

徐々に変わっていくのではという見方がされ

ている。 

 

因みに若年層で女性の飲酒について肯定的

な意見を出した者も喫煙に関しては否定的な

意見のほうが多数を占めた。 
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今月の一品 

 

本ニュースレターに関するご要望、ご意見、その他弊社人材に関するお問い合わせ

は左記の連絡先または info@hr-link.jpまでお願いいたします。 

HR-Link.Vietnam 

15Fl., TTC Bldg., 19 Duy Tan 

St., Dich Vong Hau Ward, Cau 

Day Dist., Hanoi (ハノイ本社) 

 

553 Xo Viet Nghe Tinh, Binh 

Thanh District, Hochiminh City  

（ホーチミンオフィス） 

 

東京都中央区日本橋箱崎町

32-3 11F 日本 HR リンク株式

会社  （日本拠点） 
 

Tel: (84-24) 3795-7037（ハノイ） 

Fax:(84-24) 3795-7038（ハノイ） 
Web: http://hr-link.com 

HR-Link.Vietnam は、人材紹介事

業を通じて企業の事業拡大と個人

の自己実現をサポートし、豊かな

社会づくりに貢献します。 

 

  

    

お問い合わせ 

Q. 最後にベトナム転職を考える方へアドバイスをお願いします！ 

 

A. ベトナムはある程度の日本人が住んでいて、暮らしやすい国だし転職先としてのハー

ドルは低いように思います。私は挫折してしまいましたが、やはりベトナム語を覚えた方が

より生活に溶け込めるのでいいと思います。 

＊写真：荒川さん…中央 ミャンマー赴任前の送別会にて 

 

 

雇用主である T.S.I VIETNAM CO.,LTD の谷岡社長にもお話を伺いました。 

 

Q.荒川さんの第一印象を教えてください。 

 

A.Skype面接のときは、おとなしそうな方だけど真面目そうだと思いました。 

 

Q.採用の決め手は何ですか。 

 

A.まずは同業界で設計師として実績を積んでいる即戦力だった点です。そして弊社で

最も重視している「海外志向の人材」である点も採用の決め手でした。 

 

Q.入社後の活躍ぶりを具体的なエピソードと共に教えてください。 

 

A.荒川君は柔らかな見た目によらず意外と頑固で、なかなか諦めない人です。難しいク

ライアントでも粘り強く対応し、発注を取ってきてくれたことが何度もあり驚きました。設計

畑の人は交渉事が得意なのかなと思いました。 

また決して怒らず物事をソフトに解決する天才でもあります。ベトナム人スタッフからも好

かれていますよ。 

 

Q.荒川さんが入社してから現在に至るまで貴社の変化はありましたか。 

 

A.まず弊社の拠点があるハノイの住環境が良くなり、日本人が住みやすくなりました。イ

オンモールができて日本の食材が手に入りやすくなりましたし、外資１００％の飲食店

が解禁されたことで日本食レストランのレベルも上がりました。 

業務面では今まで多かったオフィスの内装の他に商業施設内の店舗内装や、マンショ

ン・ホテルといった住宅系の依頼が増えて、案件の幅が広がりました。 

また２０１５年には当グループ６つ目の拠点としてミャンマー法人を設立し、ベトナム

人スタッフも立ち上げメンバーで入ってもらっています。 

 

Q.どんな日本人を採用したいですか。 

 

A.職業柄、建設業界の経験者じゃないとまず採用できません。入ってから覚えるでは遅

いので…経験があって若くてバリバリ働きたい人がいたらすぐにでも採用したいです。 

 

 

コム ザン ズア ボー  

(Cơm Rang Dưa Bò) 

 

今月の一品はこちらです。牛肉と野菜を炒め

たものを組み合わせた焼き飯です。ベトナムで

は焼き飯もよく食べられていますが、こちらの

焼き飯はその代表的なものになります。 

 

お昼時の食堂ではこちらの料理を食べる方が

あちこちでみられますが、店で頼むと結構ボ

リュームがあります。女性が一人で食べきるに

は中々の量ですので注意しましょう。 

大抵の店ではフォーのスープがセットで付いて

きます。 

 

ローカル食堂で 30000ドン(150円)～ 

 


