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ダナン市  

成功のための投資先 
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ダナン市の投資先としてのメリット 

ダナン 

戦略的な立地・アクセスの良さ 

競争的なビジネスコスト 

若くて質の高い人材 

政府機関によるサポート 

理想的な生活環境 
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01 戦略的なロケーション 

インド洋 

太平洋 

ダナン 

東西経済回廊 

 ベトナム中部地域の経済ハブとして 
 東西経済回廊の玄関口として 

 日本、中国などアジア各国とつながる
貿易港として 

1. ティエンサ港から日本への貨
物便 

• 東京 
• 横浜 
• 水島 （倉敷市） 
• 博多 
• 神戸 

 
2. ダナン-日本間の直行便 
• 成田-ダナン（ベトナム航空） 

 
3. 東西経済回路 
• Hue - Quang Tri経由でラオス

につながる。 

• 現在、国境通関手続きの迅速
化に向けて、プロジェクトが進
行中。 
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02 競争的なビジネスコスト 

 工業団地内の土地リース代 

インフラ維持費を含めた工業団地の土地使用料(US$/月) 

e.g. 敷地面積が1.5haの場合 

団地/都市  ダナン ホーチミン ハノイ 

工業団地1 1,594 
リエンチュウ工業団地 
• 市内から15 km  

• 2046年まで37 US$/m2  (29

年契約) 

 

3900  
アマタ工業団地 (ドンナイ省) 
• 市内から1時間 

• 42年契約 

• 0.26 US$/m2/月 

 

3,000 ~ 3,300 
フォーノイA工業団地 (フンイエン省) 
• 市内から24 km  

• 38年契約 

• 0.20~ 0.22 US$/m2/月 

工業団地2 1,418  
拡張ホアカイン工業団地 
• 市内から10 km  

• 2054年まで42 US$/m2 (37年
契約) 

 

3,300 
ロンハウ工業団地 (ロンアン省) 
• 市内から40分 

• 43年契約 

• 0.22US$/m2/月 

2,400 ~ 2,550  
ダイアン工業団地 (ハイズオン省) 
• 市内から50 km 

• 43年契約  

• 0.16~ 0.17 US$/m2/月 

工業団地3 1,334 
ホアカム工業団地  
• 市内から8 km  

• 2054年まで39.5 US$/m2 

(37 年契約) 

 

 

1800 ~  2400 
ミーフック工業団地 (ビンズン省) 
• 市内から80分 

• 40~41年契約  

• 0.12~ 0.16 US$/m2/月 

2,100 ~ 
ドンバン２工業団地 (ハナム省) 
• 市内から40km 

• 42年契約 

• 0.14~ US$/m2/月 

 

 

【出所】 JETROデータベースより(2017年2月時点) 



Copyright © 2017 IPA Danang. All rights reserved. 

02 競争的なビジネスコスト 

 レンタル工場 

ダナン  ハノイ 
 (タンロン2 工業団

地) 

ホーチミン 
(タンビン工業団地)  

2 – 3  3-4 3 – 4  

 レンタルオフィス 

単位: 米ドル/m2/月 

単位: 米ドル/m2/月 

コスト/都市  ダナン  ホーチミン ハノイ 

１等地オフィス 18 (Indochina riverside) 44~46 (Sunwah Tower) 35 (Lotte Centre, Sunred river) 

２等地 11~18 (Danang software 

park tower) 

17 (Star Building) 29 (PVI) 

３等地 8~10 (Green Plaza) 16 (WASECO) 26 (Indochina Plaza) 

【出所】 JETROデータベースより(2017年2月時点) 
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02 競争的なビジネスコスト 

労働力

73% 

743,820人 (市の人口の73%) 

 
  最低賃金: 143米ドル/月 
(ハノイ、 ホーチミン: 167米ドル/月) 
 
  平均賃金(FDI 企業, 2015年): 190米ドル/月 
 
  安定した労働供給: 低い離職率、ストライキが
ほとんど無い 

労働コスト/ 
都市  

ダナン ホーチミン ハノイ 

ワーカー 158 193 180 

エンジニア 225 348 346 

管理職 480 736 870 

一般職 

（サービス） 
 

227 469 390 

【出所】 JETROデータベースより(2017年2月時点)、単位はUSD/月 



Copyright © 2017 IPA Danang. All rights reserved. 

03 若くて高い質の人材 

40,000 卒業生/年 
 

  24 校の大学と短期専門大学 
 

  19 校の専門学校 
 

  59 カ所の職業訓練センター 
 

  国際大学との提携プログラム 
 

日本語話者の人材  
  ６カ所の日本語学校 
  ダナン外国語大学の日本語学部 
  中学校での日本語の教育 
  ダナン大学、 デュイタン大学、FPT大学での
日本語・英語エンジニアプログラム 

大学・高専 
21% 

専門学校 
16% 

技術者 
33% 

 

その他 
30% 

労働者の学歴・資格保有状況
(2013) 

2020年までの予想 

大学・高専  
19% 

 

専門学校 
6% 

 技術者 
 8.5% 

 

その他 
66.5% 
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04 政府による手厚いサポート 

1 
2016年度ベトナム地方競争ランキング(PCI 2016)  
(７回)  
 政府透明さランキング第1位 
 労働訓練ランキング第1位 
 都会インフラランキング第2位 

• 電子政府  (www. egov.danang.gov.vn)  

 オンラインで経営登録、電子税関手続き 

 透明性のある投資手続き(www.danang.eregulations.org)  

•  ダナン市のリーダーと外国企業との対話 
 • 敷地用意、土地収用・補償、 住民移転 はダナン市が実施します 
 • 投資箇所への電力、水道など必要サービス提供 
 

http://www.danang.eregulations.org
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ダナン市人民委員会 

投資家・企業 

ダナン投資計画局・工業団地管理委員会・ハイテクパーク管理委員会 

関連政府機関 

04 政府による手厚いサポート 
 

IPAダナンはダナン市の各政府機関の単一窓口として、投資家の皆様に情報発信
を行ったり、現地法人設立・投資プロジェクトの展開をサポートする機関です。  
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04 政府による手厚いサポート 

投資ニュースレター 
日系企業のニーズについての

調査 
ブリーフィングサービス 

 

日系企業との対話 現地視察のアレンジ 

ジャパンデスクは、日本からの投資家・企業の皆様のサポートに日本語で対応して
おります。また年に２回ほど日本へのミッションを企画し、積極的にPR活動も行ってい
ます。 
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05 理想的な生活環境 

スポーツコンプレックス 

(10,000 席) 

ダナンがん病院 

(500 ベッド) 
シンガポール国際学校 Lotte Mart 

3つのワールドクラスのゴルフ場 

70キロの美しい海岸線 美しい砂浜 



Da Phuoc International New Town 
(韓国, $250 million) 

Azura Tower 

Crowne Plaza Danang  
(アメリカ, $160 million) 

Hyatt Regency Danang Resorts & Spa 
(Cayman Island, $116.25 million)  Danang Blooming Towers 

(韓国, $90 million) 

Lotte Mart Danang 
(韓国, $28 million) 

Pulchra Resort 
(日本, $12 million) 

Ocean Villas 
(BVI, $46 million) 

Vina Capital Golf Course 
(BVI, $73 million) 

代表的な投資プロジェクト（サービス業） 



Mabuchi Motor Danang 
日本, $90 million 

Coca-Cola Co. Ltd 
Singapore, $100 million  

Daiwa Vietnam  
日本, $45 million 

Vietnam Brewery Limited (Biere-Larue, Heineken)  
Singapore, $222 million 

TCIE Vietnam (Nissan) 
Malaysia, $60 million 

Foster Electronics Danang 
日本, $22 million 

Viet Hoa Electronics 
Taiwan, $80 million  

代表的な投資プロジェクト（製造業） 



04 投資優遇分野 

 

 
 

 

 

 

ハイテク工業 
  
   ソフト開発、情報通信設備 
   パソコン及び事務設備 
   光電子産業 
   セミコンダクター、プリント ボド 
   精密機械加工 
   バイオテクノロジー 
   新素材製造 
   エネルギー産業 
   環境保護設備 
   宇宙スペース産業 
  
裾野産業 

工業 

 

 

 

 

観光 

不動産 

商売 

公衆衛生 

教育及び訓練 

海港及び空港の物流 

金融・銀行 

郵便サービス 

情報とメディア 

保険 

貨物輸送 

投資コンサルティングと技術移転: 

その他サービス 

 

  

サービス業 
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   住所： ダナン市行政センター18階、24トランフー通り、ダナン市 

         電話: (84-511) 3886243 

         Fax: (84-511) 3810056 

         Email: ipc@danang.gov.vn 

         Website: www.investdanang.gov.vn 

   ジャパンデスク 

        Tel: (84-511) 3886244 

       Email: japandesk@danang.gov.vn 

 

 

 

 ダナン市投資促進支援委員会  
 
                  
 

お問い合わせ 

mailto:ipc@danang.gov.vn
http://www.investdanang.gov.vn/
mailto:japandesk@danang.gov.vn



