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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 

4月日経 PMI,＋1.1Pの 52.7：新規受注の伸び加速 
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日本経済新聞およびマークイット社発表のベトナム・日系 PMI（製造

業購買担当者指数）によると、4 月度は前月度の 51.6 から 1.1P 上昇

した。 

ベトナムの PMI は 2015 年の 5 月に過去最高の 54.8 を記録した後、9

月、11 月に 50 を下回ったが、同年 12 月以降は 28 か月連続で 50 以

上を維持している。 

需要の増加に伴い新規受注も継続して増加しており、増加率は直近の 3

か月で最高だった。海外からの受注数も増えており、伸び率は昨年の

10 月以降で最も高い値を記録している。メーカー各社はこの需要にこ

たえるため生産を増強しており生産量も増えている。雇用も 25 か月連

続で上昇している。 

[Vietstock 02/05/2018] 

4月の新設外資系企業は 223件、最多はホーチミンの 79件 

各省の計画投資局、工業団地管理委員会のデータによると 4 月度に新

設された外資系企業は支店、営業所、駐在員事務所を含む 223 件で、

前月比 1.3％減だった。 

外資と地場を合わせた新規設立企業数は前月比 79.5％増の 1 万 4510

社で登録資本金の合計は同 64.5％増の約 6500 億円だった。 

新規設立の数を地域別に見ると以下のようになる： 

１、ホーチミン市 79 社 

２、ハノイ市 60 社 

３、バクニン省 12 社 

４、ビンズオン省 11 社 

５、ダナン市 10 社 

[Vietjo.com 04/05/2018] 
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フィリピンも同じ数で 1 位になって

いる。 

 

 5 位以下は、5 位：マレーシア、6

位：香港、7 位・8 位：インド・シ

ンガポール、9 位：インドネシア、

10 位：イタリアの順となっており、

アジア圏からの関心の高さが伺え

る。 

 

 日本政府観光局(JNTO)が発表した

統計ではベトナムからの訪日数が初

めて 30 万人を超えて過去最高を記

録した。 

株式会社電通は、「ジャパンブランド

調査 2018」の結果を発表した。この

調査は、世界 20 か国を対象に、親日

度や訪日旅行意向、訪問地域とその理

由、日本および日本産品に対するイ

メージなどをインターネットで調査し

たものである。調査対象は日本に来た

20～59 歳の男女。回答数は 6600 人

で、うちベトナムは 300 人としてい

る。 

 

親日度が最も高い地域について、

2017 年から連続でベトナムが 1 位を

キープしている。同じく台湾、タイ、

ひったくりを取り押さえた

取り締まり員 2 人死亡 

ホーチミン市 3 区にあるカックマンタム通り

で 5 月中旬、ひったくり犯を取り締まる隊

員がひったくり犯に刺殺される事件が発生

した。死亡被害は 2 名に及び、他の隊員 3

名も負傷している。 

犯人らはバイクに乗って逃走しようとした

が、それを阻止されたため隊員たちに切り

かかったという。ひったくりの隊員たちは武

器を携帯しておらず、素手で応戦する必要

があったため今回の悲劇が起きたではな

いかという声が大きい。 

現在も犯人は逃走中で同市警察は深刻な

事件として警察官約 100人を動員し、犯人

の行方を追っている。 

今回の事件を受けて、隊員たちに警棒や

業務サポート器具などを持たせて取り締ま

りができる権限を与えるような声も挙がっ

ている。 

 

 

 

 

四季のある北部もすっかり暑くなりました。暑くなると美味しくなるのが生ビール。それはここベト

ナムでも同じです。ベトナムは知る人ぞ知るビール大国で、その消費量も世界で有数の順位

にいます。今回はベトナムのビール事情についてご紹介します。 

①ベトナムビールの始まりについて 

ベトナムでビールが飲まれるようになったのはフランスの植民地時代からと言われています。この

ころはビールを飲むのは主にベトナムに駐留していたフランス人や、そのフランス人と関わりのあ

る一部のベトナム人高官のみで、庶民には浸透していませんでした。値段も高く、ベトナム人

が飲むアルコールと言えばベトナムの地酒でしたので、植民地時代にはそれほどビールも認識

されていなかったようです。 

②ビールが大衆に広まった経緯 

その後植民地支配から解放され、ビールを自国で生産するようになったときに転機が訪れま

す。このころは地酒と比べて度数の低いアルコール飲料をゴクゴク飲むといった習慣がまだあり

ませんでしたが、地酒はアルコール度数が高い分、暑い時期に飲むのはどうしても敬遠されが

ちになります。そこで人々の関心をかったのは度数の低い冷えたビールでした。ベトナムの暑い

気候に冷えたビールと言うのは見事に大衆の心をつかみ、一気に普及しだします。当時は冷

蔵設備も発達していなかったのでビールに氷を入れる飲み方も始まり、渇きをいやすアルコー

ル飲料としての地位を確立させました。 

③ビールをどこで飲むか 

ベトナムでは飲食を扱うあらゆるところでビールが手に入ります。レストランで酒を置いていない

ところはあってもビールは必ず置いてあります。ビアホイと呼ばれるベトナム版のビアガーデンでは

毎夜生ビールを求めて多くの人が来ていますし、路上にプラスチック製の机と椅子だけがおいて

ある路上ビアホイでは、仕事帰りに同僚とサクッと飲みに行くような人たちで賑わっています。 

④ベトナムで認識されている日本のビール 

日本のビールもベトナムのスーパーで販売されていますが、一番知名度が高いのはサッポロ

ビールのようです。というのもサッポロビールはベトナムの工場で生産されたものがスーパーなどで

販売されており、国民の目に触れる機会が多いからです。 

以上、ベトナムのビールについてのご紹介でした。 

ベトナム、今年度も親日度 1位の座をキープ 

時事 ビール好きは集まれ！！ビール大国ベトナム 
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日本は言わずと知れた高齢化社会ですが、ベトナムも将来高齢化社会に突入することは

ほぼ確定的だと言われています。現在は平均年齢が 29歳と若い国ではありますが、最近

では出生率が低下していることに加え、平均寿命も延びています。またこれまでは拡大家族

が主流で、お年寄りの面倒を家族で看ていくということが普通でしたが、近年では核家族世

帯も増えており、一人暮らしの老人の割合も増加傾向にあります。こういった状況下で身寄

りのないお年寄りがどのように生活していくのかということに関心が集められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方「ストリートチルドレン」と言う言葉は日本ではあまり馴染みのない言葉かと思います。

身寄りのいない子どもという点では孤児と同じ意味になりますが、彼らは路上生活をしなが

ら物乞いなどをして何とか生き繋いでいます。ベトナムでは周辺諸国と比べてストリートチルド

レンの数は少ないとされていますが、都市部を中心にこういった子どもたちは確かに存在しま

す。 

 

こういった身寄りのいない老人と孤児の両者が生活できる施設を無償で設立した女性実

業家がいます。この方はベトナム北部にあるハイフォン省の実業家で、今月日本円で約

1440万円を投資して、「愛情の家」という生活福祉施設を設立しました。今回はその施

設に関することや入居している方の実際の声をお届けします。 

 

（次ページへ続く） 

街角便り 

 

コーヒー豆を電池で着色：

無認可工場を摘発 

ベトナム南中部のダクノン省で、電池の廃

液によって着色された大量のコーヒー豆が

工場で発見されたという知らせがあった。 

警察は証拠として着色された大量のコー

ヒー豆の他、着色に使われた電池の廃液

及び歪んだ電池などを押収している。同工

場のオーナーは同村落に住んでいる女性

で、農産物買取の認可で同工場の運営を

していたようだ。 

焙煎コーヒーの生産は認められていない

にも関わらず、殻や割れた豆などのコー

ヒーの廃品を買い取り、電池の中身を溶

かした液体で着色し販売していたようだ。 

調べに対し。同工場運営者と工場労働者

は南中部のビンフック省でこのコーヒー豆

を販売したと供述しているが、工場から見

つかったコーヒー豆の量と、販売した量数

が一致していないことから更に販売してい

た可能性があるとして、引き続き捜査を進

めている。 

ベトナムでは全土でコーヒーが愛飲されて

おり、世界的にもコーヒーの産地として有

名になりつつある。 

ベトナム社会福祉としての取り組み 
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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 

現在入居している A さん 62歳は重度の膀胱炎を患っており、世話をする人や病気を

治療するお金もなかったようです。しかし今回こちらの施設から治療費、入居を支援して

もらい、普通に生活できるようになるまで回復したとのことです。 

 

A さん：「ここの施設に助けてもらうまで自分はもう半分死んだようなものだった。またこう

して普通の人と同じような生活ができていることに心から感謝している。」 

 

A さんのように病気を患っている方もいますが、身寄りのない老人たちも多く、他に多くの 

孤児たちもこちらの施設で一緒に暮らしています。食事は担当の人が無償で作ってくれ 

ますが、施設内での掃除やその他簡単な家事などは、孤児や老人たち同士でできること

はお互いに助け合って生活しています。 

この施設を立ち上げた女性実業家のダン・ティ・ミン・タオさんは 

 

「ベトナム社会には依然として困難な生活を強いられている人が多く、何とかして手伝え

ることができればとずっと思っていました。これからも自分が上げた利益をこうやって還元で

きていければと思っています。」 

 

と言っています。ベトナムでは都市部では生活が豊かになっている一方で農村部へ行け

ばまだまだ生活が困窮している世帯がたくさんあります。また都市部でも経済発展の生

活水準に取り残された層も増加しており、国としても対策を検討していかなければなりま

せん。タオさんのようなボランティア事業も大切ですが、こういった層が少しでも少なくなる

ような抜本的な政策も現在求められています。 

 

豚肉の串焼き (thit xiên) 

 

今回は豚肉の串焼きをご紹介します。レスト

ランのような店の中で食べると言うよりは市場

や路上などで炭火を使って焼き上げている光

景をよく目にします。 

普通にご飯のおかずにしたりお酒のあてにする

のもありですが、小腹をすかせた学生が学校

帰りに買い食いしている姿もよく見かけます。

少し脂分が多いところがありますが、炭火で焼

きたての串焼きは値段を考えてもなかなかの

美味です。 

チリソースなどをつけて食べる人も多く、好みで

マヨネーズなどをつけて食べるのもなかなかいけ

ます。 

1本：5000 ドン～（25円） 


