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概要
新たな市場を求めて海外へ進出する日本企業が増えている。理容・美容産業におい
ても、同業他社との競争激化や国内市場規模の縮小見通しに加え、新興国における所
得水準の向上による市場拡大等により、海外進出を検討する企業が増加している。
本調査レポートでは、ベトナムの理容・美容産業の概要を紹介し、事業参入および
運営に係る基本的な申請・手続き方法や規制等について説明する。本レポートでは、
以下の 4 業態を調査対象とした。
（1）理容店
（2）美容室（ヘアサロン）
（3）ネイルサロン
（4）エステサロン（ベトナムでは一般的に「スパ」と呼ばれる）

1. 理容・美容産業の概要
1.1. 市場規模
人口家族計画化総局の統計データによれば、ベトナム国民の平均年齢は 27 歳で、人
口の平均増加率は 2009 年～2014 年が 13%、2014 年～2019 年が 12%と見込まれてい
る。ベトナムでは、理容・美容サービスを最も利用すると言われる年齢層（20 歳～44
歳）の人口が、2010 年～2030 年で全体の約 40% を占める（表 1）。
表 1 年齢別人口データ

年齢

（単位：千人）

2010 年

2015 年

2020 年

2025 年

2030 年

20～24

9,064

8,795

7,645

7,001

7,004

25～29

8,648

9,089

8,764

7,598

6,978

30～34

7,406

8,665

9,052

8,706

7,568

35～39

6,710

7,404

8,614

8,978

8,660

40～44

6,010

6,688

7,338

8,523

8,910

合計

37,838

40,641

41,413

40,806

39,120

総人口

88,749

94,325

99,086

103,219

106,654

20 歳～44 歳が
占める割合
【出所】

42.6%

43.1%

41.8%

39.5%

36.7%

人口家族計画化総局 （2015 年以降は予想）

また、国民一人当たりの GDP の増加とともに生活水準が向上しており、今後、理
容・美容産業の市場拡大も期待できる。
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図1

ベトナムの国民一人当たりのGDP推移

単位：米ドル
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1.2. 市場動向
（1）外資系美容室の進出により、ベトナムの理容・美容産業は大きく変化した。都市
部に住む富裕層はより質の高いサービスを求めるようになり、美容サービスに対
して高額な料金を支払うようになった。また、女性のみならず男性も美容に対し
て興味を持つようになり、理容店ではなく美容室に通う男性も増えている。
（2）また、高品質のヘアケア製品、スキンケア製品に対する需要が増えており、多く
の外国製品が市場に流通している。ヘアケア製品はヨーロッパ製やアメリカ製が
多く、スキンケア製品は日本製やヨーロッパ製、アメリカ製が多い。美容室やエ
ステサロンは、現地のディストリビューターを通して製品を購入している。
（3）美容室では複数のブランド品を扱うことが多いが、エステサロンでは一つのブラ
ンド品を扱うことが多い。高級美容室やエステサロンはサロン独自の自社製品を
扱うほか、海外ブランド製品を直接輸入し、来店客に対して積極的に販売活動を
行っている。
（4）ベトナムにおいても共同購入サービス（グループで商品を購入する方法）が流行
しており、美容室やスパも積極的にクーポン券を発行し、顧客獲得に努めている。
（5）その他、近年、多くのヘアクラブやヘア協会（ホーチミン市）が設立されており、
イベントを通じて互いに交流を図り、業界内のネットワークを構築している。

1.3. 業界構造
法律上の業態区分はないが、ベトナムの理容・美容業界における下記 4 業態の概要
を紹介する（サービス料金は、調査時点の参考価格1）。
（1）理容店 （2）美容室 （3）ネイルサロン （4）エステサロン

1

2012 年 10 月 31 日時点

1 ドル＝20,828 ドン
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（1） 理容店 ：店舗型と路上店型の 2 種類あり。カットに要する時間は約 30 分。
ベトナム人は平均的に月に一回程度理容店に行く。
店舗型

路上店型

サービス料金

50,000～200,000 ベトナムドン

30,000～50,000 ベトナムドン

サービス内容

カット、シャンプー、髭剃り、耳掃除
など

カット、耳掃除など

住宅密集地など

歩道（屋外）

シャンプー台、ドライヤー等

鏡と椅子のみ

立地
使用設備
技術担当者

ライセンスが不要のため美容学校で技術を修得、
あるいは理容店で修業するケースが多い

ヘアケア製品

国内製品

なし

店舗型（ハノイ）

路上店型（ハノイ）

（2） 美容室：価格帯により、3 つのタイプに分けて紹介する。業界誌では、最新型
の設備を使用しサービス料金が高い店のことを「高級美容室」と呼ぶ。
高級店

中級店

大衆店

サービス
料金

カット：200,000 ベトナムドン
～
※
カラー：600,000 ベトナムドン
～

カット：120,000～200,000 ベトナム
ドン
カラー：400,000～1,000,000 ベトナ
ムドン

カット：80,000～1200,000 ベトナム
ドン
カラー：300,000～800,000 ベトナム
ドン

立地

大都市中心部の一戸建てや商業
施設内

大都市にあるが中心部ではない。4～5
座席までのスペース

個人の住居と併設の場合が多い。シャ
ンプー台が 1 台、座席が 2 席程度のス
ペース

使用設備
技術
担当者
ヘアケア
製品

シャンプー台、ドライヤーなど各種設備あり。ただし、高級店ほどより最新型の設備を使用する
有名なヘアスタイリストや外国
人スタイリストが在籍する
日本製、欧米製など高額な製品

ライセンス不要のため国内の高級美容
室で修業し、3 年以上の経験のある技
術者が多い

ライセンス不要のため国内の中級ヘア
サロンで修業し、数年の経験のある技
術者が多い

欧米製など高額な製品

アジア製、ベトナム製など

（※）外国人スタイリストの場合、プラス 200,000 ベトナムドンが一般的
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【高級店】Thin Hair Salon（ホーチミン）

写真：http://deal.yume.vn/

【中級店】Link Q Hair Salon（ハノイ）

写真：http://linkqhair.com/

【大衆店】
Hien Nara Hair Salon（ハノイ）

Dong Nhi Hair Salon（ハノイ）

写真：http://muare.vn/, http://rongbay.com/
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（3） ネイルサロン：専門店はまだ少ない（美容室にもネイルサービスがあるため）
ネイルサロン
サービス料金

50,000～200,000 ベトナムドン

サービス内容

マニキュア、ペディキュア

立地

繁華街または住民が密集する場所

使用設備

専用設備・機器を使用する店舗は少ない

技術担当者

ライセンス不要のため美容学校で技術を学んだり国内のネイル
サロンで修業し、3 年以上の経験のある技術者が多い。

ネイルケア製品

中国製品が一般的。高級店では韓国やアメリカの製品がよく使
われる。

Jolie Pang Nail Salon（ホーチミン）

写真：http://kellypangnail.com/jolie-pang/

（4）エステサロン：価格帯により、3 つのタイプに分けて紹介する。ベトナムでは一
般的にスパと呼ばれる。業界誌では最新機器を設置し、サービス
料金が高い店舗のことを「高級スパ」と呼ぶ。

サービス
料金
立地

使用設備

技術
担当者

高級スパ

中級スパ

フェイシャルケア：500,000～1,000,000 ベトナムドン
ボディケア：1,000,000 ベトナムドン～

フェイシャルケア：150,000～300,000 ベトナ
ムドン
ボディケア：300,000 ベトナムドン～

ホテルや商業施設内、一戸建て一棟

場所は特にこだわらない

ベトナム市場において流通している最先端の
設備を使用する（サウナ、ジャクジー付き）
※Cellu M6（フランス製）、E-Style、Breast Fit
System（イタリア製）、Oxy Jet、Oxygen Jetpeel
（ドイツ）、Green Laser、Thermage、Liposonix、
Fraxel（アメリカ製）等
指定された学校が発行するライセンスと高級
スパ勤務 5 年以上の経験を持ち、外国人技術
者の指導を受けたことのある技術者が多い

専用設備・機器をあまり使わない。使う場合
は中国製の設備が多い

指定された学校が発行するライセンスを有す
る
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ヘアケア
製品

日本製、欧米製等高額な製品

Aquamarine Spa（ハノイ）

アジア製、ベトナム製等手頃な価格の製品を
扱う

Beauty Medi Skin Clinic & Spa（ハノイ）

Phuong Anh Spa（ハノイ）

Miu Miu Spa（ホーチミン）

Orchids Spa（ハノイ）

Cali Spa（ホーチミン）

写真：http://aqmspa.vn/, http://www.beautymedi.vn/,
http://miumiuspa.com/, http://www.baolamdep.vn/,
http://www.proguide.vn/, http://phuonganhspa.com.vn/
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2. 外資参入に関する規制・法的制約
2.1. 外資規制
理容店、美容室、ネイルサロン、エステサロン（以下、スパと省略）の各業態
において、外資企業による参入は可能である。

（1）WTOは1995年以降の加盟国に対して「Protocols of accession for new members
since 1995, including commitments in goods and services」（WTOサービス分
野公約）を要請した。
（2）ベトナムは2007年1月のWTO加盟により、WT/ACC/VNM/48/Add.2のとおり公
約した。この資料に記載された分野・業種は外資企業による参入が制限される
が、理容・美容分野はこのリストに記載されておらず、資本比率を含め制限が
ないことになる。
（3）また、理容・美容分野は2006年9月22日付政令第108/2006/ND-CP号の第3付録
「外国投資家に対する制限のある投資分野リスト」、同第4付録「投資禁止分野
リスト」にも記載されておらず、外資企業による参入は可能である。

2.2. 投資奨励策・外資優遇措置
理容・美容分野は、2006年9月22日付政令第108/2006/ND-CP号の第1付録「投資
優遇分野リスト」に記載されていないため、投資奨励・優遇の対象とならない。

（1）標準法人税率は25%である2。

2.3. 参入手続きにおける留意点
申請・事業登録の手続き
□ 理容店、美容室、ネイルサロンの場合（管轄省庁：中央直轄市・省の計画投資局）
理容店、美容室、ネイルサロンは条件のない業種のため、通常の投資証明書の
申請手続きを行う。

（1）外資企業として登録可能な形態は、100%独資または合弁形態である3。
（2）投資法（2005年11月29日付法律第59/2005/QH11号）第50条により、初めてベ
トナムに投資する外国投資家は必ず投資プロジェクトを持ち、投資登録の手続き

2

税制に関するジェトロ・ウェブサイト：http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/invest_04/
2007年9月5日付政令第139/2007/ND-CP号（第9条：会社設立の権利）により、 外資系企業を含む全て
の法人（本社の所在地を問わず）、企業法第13条第2項に記載される対象者ではない全ての個人（住所、
国籍を問わず）は企業法によりベトナムで会社を設立できる、または会社設立に参加できる。
3
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を行うか、あるいは投資に関する国家管理機関の審査を受けて、投資証明書を取
得する必要がある。この場合、投資証明書は同時に事業登録証明書でもある4。
（3）また、統一企業法（法律第60/2005/QH11号）第13条第2項により、ベトナムで
初めて起業する外国の組織・個人は以下の通りとなる。
a) 外国人投資家が会社の法定資本金の49%以上を所有する場合、投資プロジェク
トを立ち上げて投資法に従って投資の登録を行わなければならない。
b) 外国人投資家の投資額が会社の法定資本金の49%を超えない場合、会社の設立
は、企業法および2006年8月29日付政令第88/2006/ND-CP号に従って行う。こ
の場合、投資登録は国内の投資プロジェクト登録と同様の手順になる。
□ スパの場合（管轄省庁：保健省）
スパは条件付き投資分野リスト5（医療サービス、漢方薬を含む伝統医療サービス）
に含まれており、以下の手順による事業登録申請手続きが必要である。

事業登録申請の手順
（1）規定されたライセンスを保有する医師と労働契約書を締結する。
（2）投資証明書の申請を行う。
申請先：市・省の投資計画局
（3）施設を規定の通り準備し、消防能力証明書の申請を行う。
申請先：県・区の公安局消防警察課
（4）消防能力証明書を取得後、治安・秩序証明書の申請を行う。
申請先：県・区の公安局
スパ経営の条件6
（1）マッサージ技術責任者の医師が在籍していること
・この医師は、リハビリテーション科・伝統医学科の医師、または保健省の指定
した学校が発行する物理療法やリハビリテーションのライセンスを保有する総
合診療医でなければならない。
・病院で勤務する医師が兼業することも可能だが、勤務先病院の許可が必要。
・ただし、技術責任者としては1カ所のスパでしか働けない。
・医師の健康診断証明書を取得し、スパ経営者と医師との間で労働契約書を締結
する。
（2）ライセンスを持つマッサージスタッフがいること
・このマッサージスタッフは保健省の指定した学校が発行するマッサージ専門の
ライセンスを保有しなければならない。技術責任者の医師が3年ごとにマッサー
ジスタッフに対してスキル検定を行い、不合格者は改めて保健省の指定する教

4会社設立手続きに関するジェトロ・ウェブサイト

http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/invest_09/#block1
5根拠法：2006 年 6 月 12 日付政令第 59/2006/ND-CP 号の第 1 付録
6

（1）～（3）の根拠法令：マッサージサービス事業を案内する通達第 11/2001/TT-BYT 号
（4）の根拠法令：政令第 72/2009/ND-CP 号
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育機関で訓練を受けなければならない。
・雇用する場合、スタッフの健康診断証明書を取得し、 スパ経営者とマッサージ
スタッフ（技術責任者が承認済）との間で労働契約書を締結する。
・勤務期間中、3～6カ月に一度、健康診断を受ける。
（3）以下の条件を満たしたマッサージ施術室を設置すること
・面積：4m2以上、天井高：2.5m以上
・十分なスペースがあり、個室または仕切りのあるベッドを使用する。
・十分な光量がある照明を設置する（照度調節タイプの照明を使用しない）。
・照明のスイッチは施術室の外に設置する。
・顧客の荷物を入れるためのロッカーを設置する。
・部屋の中にロックや留め具を設置しない。
・部屋の中に通信機器を設置しない。
・ドアに床から1.5mの高さでガラス窓（サイズ：高さ0.5m×幅0.8m) を設置する。
・マッサージベッドのサイズ：高さ0.6～0.8m、幅0.7～0.9m、長さ2.0～2.2m。
マットレス、シーツ、枕があり、バスタオルは使用後にスチーム消毒すること。
・ベッドはガラスドア内側の45度角度で設置する。
・部屋の壁に判読しやすい文字で記された施術手順を貼り付ける。
・施術室から医師または受付に連絡できるよう、部屋の中に非常ボタンを設置す
る。
・清潔なシャワールーム、水道水がある。
・医師の部屋には診察ベッド、救急箱、机、診察道具がある。
・規定された薬品および一般の医療器具が揃っている。
・マッサージスタッフは清潔な衣服を着用し、スパの名前、スタッフ名、顔写真
の入った名札をつける。
（4）治安・秩序の条件
・スパ経営者は善良な人格、明確な履歴を持っており、治安・秩序の条件付きの
業種を経営・管理できる人物でなければならない。
・区の公安局による治安・秩序証明書の発行がなければ、運営できない。
・法律で禁止されている地域7では営業できない。
消防能力証明書の申請手続き
（1）申請書類
・消防能力証明書発給申請フォーム（本通達の第1付録）
・新築または改修された建物の消防検査証明書および消防検査完了書のコピー
・本通達の第1付録のPC6様式で作成する消防設備および救急設備のリスト
・消防の訓練を受けた人のリストおよび消防隊編成の決定書
・消防の方法
（2）申請先：県・区の公安局消防警察課
（3）根拠法令
・公安省：2004年3月31日付通達第04/2004/TT-BCA号
・消防法施行細則：2003年4月4日付政令第35/2003/ND-CP号

7

（一例）軍隊の基地、寺、神社等
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治安・秩序証明書の申請手続き
（1）申請書類
・治安・秩序証明書発給申請フォーム
・会社登記、事業登録証明書ないし投資証明書の公証されたコピー
・消防能力証明書（公証されたもの）
・会社の法律上の代表者の履歴書（証明写真4cm×6cm付き）。在住登録をして
いる町人民委員会の確認印が必要。外国人の場合外国人用フォーム、パスポー
トのコピー、在留カード
（2）申請先：県・区の公安局
（3）発給料金：300,000ベトナムドン／回
（4）根拠法令 公安省：2010 年 10 月 5 日付通達第 33/2010/TT-BCA 号
その他の留意点
（1）スタッフリストを町の公安および治安・秩序証明書を発給した区の公安局に届け
る。

Copyright © 2012 JETRO. All rights reserved.

10

3. 雇用に関する規制・法的制約
3.1.就業者に必要な資格の有無
理容店・美容室・ネイルサロンの場合
（1）条件のない業種のため、資格・ライセンスは不要。
（2）各店舗、あるいは中央直轄市・省の労働傷病兵社会局の許可証を持つ学校・
センターで技術を修得する。なお、同学校・センターで必要な課程を修了すると、
卒業証明書または修了証明書を授与される。
スパの場合
（1）条件付き業種のため、技術責任者、マッサージスタッフはライセンスが必要。
（2）ライセンスを発行できる学校・教育機関は以下の通り8。
【マッサージ担当医の養成学校】
・ハノイ医科大学
・ホーチミン医薬大学
【マッサージスタッフの養成学校】
北部地域
・第1中央医療技術専門学校（ハノイ市）
・Bach Mai病院、Saint-Paul病院リハビリ科、ハノイ医科専門学校との三者共同
事業
・Nghe An医科専門学校（現在は中部地域に含まれる）
・Tue Tinh医科専門学校
中部地域
・第2中央医療技術専門学校（ダナン市）
・Thua Thien - Hue 医療技術専門学校
・Khanh Hoa医療技術専門学校
南部地域
・ホーチミン医薬大学医学技術科
・Tien Giang医科専門学校
・Dong Nai医科専門学校
・Lam Dong医科専門学校

3.2. 現地スタッフの募集・採用
（1）2012年10月時点のインターネット利用者は人口の35%以上9を占めており、近年
ではインターネットを利用した人材募集が一般的に行われている。理容・美容室
各社のホームページや人材募集サイト等で求人情報を確認することができる。

8
9

根拠法令：保健省の2001年6月6日付通達第11/2001/TT-BYT号
出所：情報通信省
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＜美容関係の人材募集情報掲載専門サイト＞
URL
サイト名
baolamdep
http://www.baolamdep.vn/viec-lam.html
salontoc
http://salontoc.vn/salon-toc/tuyen-dung-viec-lam
congso
http://www.trangdiemlamdep.com/viec-lam-lam-dep.html
chothuenutrang http://chothuenutrang.com/viec-lam-nganh-lam-dep.html
＜一般人材募集サイト＞
URL
サイト名
tuyendung 24h
http://tuyendung.24h.com.vn
careerjet
http://www.careerjet.com.vn/
timviecnhanh
http://www.timviecnhanh.com/vieclam/congviec/
rongbay
http://rongbay.com/
24h
http://vieclam.24h.com.vn/
ijob
http://ijob.vn/
quangcao24h
http://www.quangcao24gio.net/
vnexpress
http://vnexpress.net/rao-vat/
mywork
http://mywork.vn/tuyen-dung/viec-lam/
vatgia
http://www.vatgia.com/raovat/
muaban
http://muaban.net/ho-chi-minh/raovat/3/viec-timnguoi.html
（2）現地スタッフの採用手順
・労働契約書を締結する。
・経験に応じて研修期間を決め、研修を行う。
・定期的にスキルチェックや研修を行う。
（3）その他
・理容・美容産業事業者に対する取材結果によれば、理容店・美容室では技術の
習得目的で働く人が多く、経験を積むと退職して独立する傾向が強い。
・ボーナス制度の充実や、定期的にスキルアップできる研修を実施するなど、労
務環境の改善を図り、従業員の定着を図る必要がある。
・スパの場合、マッサージスタッフは基本的にマッサージ以外の顧客対応ができ
ないので、マネージャークラスのスタッフが必要である。

3.3. 日本人の持つ資格の有効性
日越経済連携協定（JVEPA）により、日本で発行された資格・ライセンスは
ベトナムで認められる。
（1）2010年10月1日付政令第102/2010/ND-CP号・第9条によれば、
職業ライセンスが必要な業種
・企業法第7条第2項に規定される職業ライセンスは、ベトナムの権限のある政府
機関または政府に委任された業界の協会がある業種において、十分な専門知識
及び経験を持つ個人に対して発行した文書である。
・外国で発行された職業ライセンスは、専門分野の法律やベトナムが参加する国
Copyright © 2012 JETRO. All rights reserved.
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際条約がない限り、ベトナムでの有効性はない。
（2）一方、2008年12月25日締結の日越経済連携協定（JVEPA、2009年10月1日発効）
第7章では、
第66条：承認
1. 一方の締約国は、他方の締約国のサービス提供者に対し許可、免許又は資格証
明を与えるための自国の基準の全部又は一部を適用する上で、当該他方の締約
国において得られた教育もしくは経験、満たされた用件又は与えられた免許も
しくは資格証明を承認することができる。
2. 調和その他の方法により行うことができる 1の規定による承認は、両締約国間
の協定もしくは取り決めに基づいて、又は一方的に、行うことができる。
（3）日本で発行された資格・ライセンスはベトナムで認められることになる。

3.4. 日本の資格・ライセンスの領事認証手続き
外国の資料・書類がベトナムで認められ、使用できるようにするには、領事認証10
しなければならない。
ベトナム外務省で手続きを行う場合11
（1）書類を在ベトナム日本国大使館／領事館へ持参し、認証印をもらう。書類のベト
ナム語翻訳を依頼し、その上にも認証印をもらう。
（2）領事認証申請フォームに記入する。
（3）身分証明書の原本、認証が必要な書類およびそのベトナム語訳のコピー、申請
フォームを外務省に提示して、認証してもらう。
外国駐在ベトナム外交機関で手続きを行う
（1）書類を日本国外務省へ持参し、外務省による認証印をもらう。
（2）領事認証申請フォームに記入する。
（3）身分証明書の原本、認証された書類のコピー、申請フォームを在日本ベトナム大
使館／領事館へ持ち込み、認証印をもらう。ベトナム語翻訳の作成を依頼し、そ
の上にも認証印をもらう。
処理期間は、適正な書類を受理してから1～5営業日以内。

3.5. 日本人就業者に対する規制
（1）ベトナムにおける外国人労働者の管理に関する2008年3月25日付政令第34/2008/
ND-CP号第2章では、
10
11

根拠法令：2011年12月5日付政令第 111/2011/ND-CP号・第2条
ジェトロ「労働許可証/ビザ（査証）の取得手続き」参照。
http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/invest_05/#block1
実際の手続きにおいては、申請窓口によって対応が異なる場合があるため、事前に専門家等に確認のこ
と。
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第3条：ベトナムで就労する外国人の条件
1. 18歳以上であること。
2. 仕事を遂行できる健康な状態であること。
3. 本政令第2条第2項、第3項で規定された管理者、マネージャー、専門家として
働くこと。民間部門で働く医者、薬剤師で、ベトナムで直接治療を行う場合
及び教育・職業訓練分野で働く場合、ベトナムの法律の関連規定の条件を満
たさなければならない。
4. ベトナム及び外国の法律で国家安全を侵害する前科がないこと、刑事犯とし
て指名手配されていないこと、刑事罰を受けていないこと。
5. ベトナムの権限のある政府機関が発給する就労許可証（ワークパーミット）
を持っていること12（本政令第9条第1項の場合を除く）。
（2）労働法（法律第10/2012/QH13号）第11章第3部では、
第169条：ベトナムで就労する外国人の条件
1. ベトナムで就労する外国人は以下の条件を満たさなければならない。
a) 行為能力が十分にあること。
b) 仕事に合った専門知識、技術、体力を持っていること。
c) ベトナム及び外国の法律で罪を犯していないこと、刑事犯として指名手配
されていないこと。
d) ベトナムの権限のある政府機関が発給する就労許可証13（ワークパーミッ
ト）を持っていること（同法律第 172 条の場合を除く）。
2. ベトナムで就労する外国人はベトナムの労働法、ベトナム法律に保護されるベ
トナムが加盟している国際条約を遵守しなければならない。

第170条：外国人労働者の採用条件
1. 国内の企業、機関、組織、個人、請負業者は、ベトナム人労働者がまだ生産や
営業の需要に応えられない管理者、マネージャー、専門家、技術者のポジショ
ンでしか外国人労働者を採用できない。
2. 外資系の企業、機関、組織、個人、請負業者は、ベトナムで就労する外国人労
働者を採用する前に、権限のある政府機関に労働者の雇用目的を説明し、書面
により承認を得なければならない。

12

労働許可証の取得方法（ジェトロ・ウェブサイト）：
http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/invest_05/#block1
13 労働法 173 条により、就労許可の有効期間は最長で 2 年間。
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4. 検査・報告
4.1.営業開始後の検査・報告（定期検査・定期報告・情報開示業務等）
理容店、美容室、ネイルサロンは条件のない業種なので、違法行為がない限り、
定期監査はないが、随時監査は実施される。
（1）ただし、商工省傘下の市場管理局の機能・任務・権限・組織を定める2009年2月
6日付首相決定第19/2009/QD-TTg号によると、以下の通りである。
第2条：任務及び権限
1. 市場の監査・査察を行い、商業活動における違法行為を防ぎ、法律に従って
違反を処罰する。
d) 関連の機関・個人と協力して、密輸、偽造品・低品質の商品の製造・販売、
知的財産所有権、食品衛生・安全並びに法律に違反する他の活動を防ぐ。
（2）従って、理容店・美容室・ネイルサロンは、商工省傘下の市場管理局により、
取り扱う商品を随時監査される。
スパは条件付きの業種のため、専門技術については保健省、保健局の監査があり、
治安・秩序については区の公安局の監査がある。

（1）保健省の通達第11/2001/TT-BYT号によると、以下の通りである。
III. 監査・査察及び違反の処罰
・中央直轄市・省の保健局は、マッサージサービスのある施設の活動を監査する
責任を有する。
・本通達及び他の関連規定を施行するため、定期的にまたは通知なしで他の省庁
と連携して監査・査察を行わなければならない。
・保健省は保健局と共同して定期的に、または通知なしで本通達の施行状況を監
査・査察する。
・マッサージ業を営む組織・個人は、指示に従って監査・査察に協力しなければ
ならない。
・本通達に違反する組織・個人は、違反のレベルによって法律の規定に則って処
罰される。
・市・省の保健局は保健省治療局に対し管轄下の会社・個人の本通達の施行状況
を毎年報告する。
（2）公安省の2010年10月5日付通達第33/2010/TT-BCA号によると、以下の通り。
第2章第6条：治安・秩序の条件付き業種において経営する組織・個人の責任
1. 共通の責任
a) 権限のある公安局から治安・秩序証明書を取得しない限り営業を開始しない。
従業員が営業期間中に政令第72/2009/ND-CP号、本通達及び関連法律を遵守
するよう、指導する。（省略）
b) 権限のある公安局の監査・指導に協力する。
c) 治安・秩序証明書を発行した公安局に対し、四半期毎に治安・秩序に関する
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報告を行う。
d) 権限のある公安局に対し、外国人を含む従業員リスト及び個人情報、施設の
平面図、警備用品 リスト、消防設備リスト、連絡先等を提供する。
e) 経営管理帳簿を作成し、本通達の規定される様式で情報を記入する。
f) 法律上の代表者が変わる場合、権限のある公安局に書面にて通知しなければ
ならない。
g) 営業期間または営業中止期間を権限のある公安局に書面にて通知しなければ
ならない。
h) 治安・秩序証明書の賃借・譲渡・修正を行わない。
第3章第8条：治安・秩序の条件、規定の施行を監査する
1. 監査内容
権限のある公安局は、管理過程において条件付き業種の店に対して以下の内容
を監査しなければならない。
a) 治安・秩序の条件付き業種の合法的な書類、事業登録証明書の記載事項、政
府機関が発行する書類と実際の営業状況。
b) 政令第72/2009/ND-CP号に規定された治安・秩序の条件および本通達の規定
の施行。
c) 違反行為の疑いがある場合、営業活動に関連する従業員と施設を監査する。
d) 監査後は議事録を作成し、店舗の代表者（いる場合）のサインが必要。
2. 定期監査の実施時期
治安・秩序の規定施行に関する監査は、毎年第4四半期に行われる。
3. 監査の権限
政令第72/2009/ND-CP号及び本通達により、治安・秩序証明書を発行する公
安局だけが定期的監査を行うことができる。
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5. フランチャイズ事業の関連法規・留意点
5.1. 理容・美容産業におけるフランチャイズ事業
（1）商工省のウェブサイト14で公開されるフランチャイズ事業登録を行っている外国
企業リストによれば、現時点で外国の理容店、美容室、ネイルサロン、スパは
まだベトナムでフランチャイズ展開をしていない。
（2）美容分野でフランチャイズを行っている企業：Art Hair Vina JSC.
（ベトナム企業と韓国企業の合弁、2005年設立）
同社のホームページ15に「Franchising」という項目があり、フランチャイズの
費用（金額は応交渉）や方法が記載されている。
加盟店：1件（2010年6月）

5.2. 管轄省庁
（1）政令第35/2006/ND-CP号・第1章第4条及び政令第120/2011/ND-CP号・第3条第
1
項によると、以下のとおり。
フランチャイズ事業に対する管轄機関の権限
1. 商業省（現在は商工省）は政府に対して、全国におけるフランチャイズ事業
の行政管理の責任を有し、以下の任務・権限を有する。
a) 一貫した業務の管理を行い、フランチャイズ事業に関する政策、法律の規定
の施行を案内し、事業登録を受理する。
b) 政府機関、各省庁、中央直轄市・省の人民委員会と協力してフランチャイズ
事業の査察、監査、評価を行い、権限のある機関に報告する。
c) 政府に対してフランチャイズ事業関連の法律文書の発行、改正、補足の提案
を行い、権限内で公布する。
2. 財政省は任務・権限内でフランチャイズ事業の登録料金、税制について案内
する責任を有する。
3. 政府機関、各省、省レベルの機関は任務・権限内でフランチャイズ事業に対
して行政管理を行う責任を有する。
4. 中央直轄市・省の人民委員会は以下の責任を有する。
a) 市・省におけるフランチャイズ事業の行政管理を行う。
b) 商工局が定期的に商工省にフランチャイズ事業の活動報告をするよう、指導
する。

5.3. 関連法規
（1） 商法（2005年6月14日付法律第36/2005/QH11号）第6章第8条「フランチャイズ」
（2） 2006年3月31日付政令第35/2006/ND-CP号
（上記商法の「フランチャイズ」を詳述し、フランチャイズ事業を規制する）
（3） 2011年12月16日付政令第120/2011/NĐ-CP号第3条
14

ウェブサイト：http://www.moit.gov.vn/vn/pages/Thongke.aspx?Machuyende=TK&ChudeID=61
（最新の案件の登録日：2012年9月19日）
15 ウェブサイト：http://www.arthair.com.vn/Listnews.aspx?Idlist=31

Copyright © 2012 JETRO. All rights reserved.

17

（商法の施行細則の改正・補足）（政令第35/2006/ND-CP号の改正・補足）
（4） 商工省の2006年5月25日付通達第09/2006/TT-BTM号
（フランチャイズ事業登録の案内）
（5） 財政省の2008年11月17日付決定第106/2008/QD-BTC号
（フランチャイズ事業の登録料金の設定・回収・納付・管理・利用を規定する）

5.4. フランチャイズ事業の条件・規制
（1） 政令第35/2006/ND-CP号第2章第1部によれば、フランチャイズ事業を行うため
の条件は以下のとおりである。
第5条：フランチャイザーの条件
・フランチャイズのビジネスは最低一年間運営されている。
・ベトナム企業がサブフランチャイザーとして外国企業からフランチャイズ権を
購入する場合、他の加盟者にフランチャイズ権を与える前に、ベトナムで最低
一年間フランチャイズ方式で営業しなければならない。
・本政令第18条に従い、権限のある機関にてフランチャイズ事業の登録を行った。
・フランチャイズの商品・サービスが本政令第7条に違反しない。
第6条：フランチャイジー（加盟者）の条件
・フランチャイズの対象の分野・業種と同じ分野・業種の事業登録をする企業は
加盟できる。
第7条：フランチャイズの対象になる商品・サービス
1. 禁止される商品・サービスリストに入っていないもの。
2. 制限付きまたは条件付き商品・サービスリストに入っている場合、事業登録
証明書またはそれに相当する書類が発行された企業のみ営業できる。
（2）政令第35/2006/ND-CP号及び政令第120/2011/ND-CP号により、
第2章第3部第17条：フランチャイズ事業登録
1. フランチャイズ事業を開始するために、フランチャイザー企業は本政令に規定
された権限のある機関でフランチャイズ事業の登録をしなければならない。
2. 権限のある機関は企業のフランチャイズ事業の登録を受理し、フランチャイズ
登録帳簿に記録し、企業に対し書面にて登録の通知を行う。
第17a条（2011年に補足）
1. 以下の事業はフランチャイズ事業登録を行う必要はない。
a) ベトナム企業による国内のフランチャイズ事業
b) ベトナム企業が外国でフランチャイズ事業を展開する場合
2. フランチャイズ事業登録を行わない場合、商工局に報告をしなければならない。
第18条：フランチャイズ事業登録の管轄省庁のレベル分け
商業省（現在は商工省）は以下のフランチャイズ事業登録を受理する。
・外国企業からベトナム企業に対するフランチャイズ事業。ベトナム国内法で規定
された輸出加工区、保税区、特別税関区からベトナム国内へのフランチャイズ事
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業も含む。
第19条：フランチャイズ事業登録の申請書類
1. 商業省（現在は商工省）のフランチャイズ事業登録申請フォーム
2. 商業省の様式で作成したフランチャイズ事業の概要紹介
3. 以下の各種証明書：
a) フランチャイザーの法的資格16
b) 保護される工業所有権の譲渡がある場合、ベトナムまたは外国で発行された
工業所有権保護証明書
4. 本条第 2 項、第 3 項に規定される書類はベトナムの法律に従って領事合法化さ
れなければならない。
第20条：フランチャイズ事業登録の手続き
1. フランチャイザー企業は以下の通り、フランチャイズ事業の登録を行わなけれ
ばならない。
a) 本政令第 18 条に従って、権限のある政府機関に対しフランチャイズ事業登
録申請書類を届け出る。
b) 権限のある政府機関は適正な書類を受理してから 5 日以内に、フランチャイ
ズ登録帳簿に記録し、企業に対して書面にて登録の通知を行う。
c) 書類に不備がある場合、権限のある政府機関は書類を受理してから 2 日以内
に、フランチャイザーに対し書面にてその不備について通知しなければなら
ない。
d) 本条に規定された期限は、フランチャイザーがフランチャイズ事業登録申請
書類を修正・追加する時間を含まない。
e) 本条に規定された期限経過後も権限のある政府機関がフランチャイズ事業
登録を拒否する場合、フランチャイザーに対し書面にて理由を通知しなけれ
ばならない。
2. 工業所有権譲渡契約の登録の手続きは、工業所有権に関する法律に従うものと
する。
（3）各種料金：財政省の決定第106/2008/QD-BTC号・第1条により、
外国企業がベトナムでフランチャイズ事業を展開する場合
新規事業登録料金
16,500,000ベトナムドン／件
登録内容の改正・補足
6,000,000ベトナムドン／回
登録証明書の再発行
500,000ベトナムドン／回
ベトナム企業が外国や国内でフランチャイズ事業を展開する場合
新規事業登録料金
4,000,000ベトナムドン／件
登録内容の改正・補足
500,000ベトナムドン／回
登録証明書の再発行
500,000ベトナムドン／回

16

資格証明書
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6. 事業関連法規

No.

法規名
ベトナム語版（上段）
英語版（参考）（下段）
WTO加盟に伴うサービス分野自由化公約

1

公布日

2006年10月27日

http://ipc.danang.gov.vn/modules/investment_guide/default.aspx?CateId=News
_Investment_Guide&NewsId=147&CateLawId=51&LawId=292&Lang=vi-VN
http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/business/pdf/VN_20061027.pdf
政令第108/2006/ND-CP号（投資法の一部条項の施行細則）

2

2006年9月22日

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_i
d=1&mode=detail&document_id=16135
http://www.itpc.gov.vn/investors/how_to_invest/law/2008-09-18.911215/view
法人税法（法律第14/2008/QH12号）

3

2008年6月3日

http://www2.vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?
class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=70678
http://www.itpc.gov.vn/investors/how_to_invest/law/2009-02-24.018276/view
投資法（法律第59/2005/QH11号）

4

2005年11月29日

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_i
d=1&mode=detail&document_id=29555
http://www.itpc.gov.vn/investors/how_to_invest/law/2008-09-18.467577/view
政府の政令第59/2006/ND-CP号（商法の一部条項の施行細
則）

5

2006年6月12日

http://www.dncustoms.gov.vn/Data/Nghi_dinh/59_nd_cp_12_06_2006.htm
http://www.dncustoms.gov.vn/web_english/english/nghi_dinh/59_ND_CP_12_0
6_2006.htm
企業法（法律第60/2005/QH11号）

6

2005年11月29日

http://www.langson.gov.vn/khdt/node/444
http://www.itpc.gov.vn/investors/how_to_invest/law/2008-09-18.862616/view
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政府の政令第102/2010/ND-CP号（企業法の一部条項の施行
細則）

7

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID
=25796
http://youbiz.vn/van-ban-phap-luat/vietnam-law-in-english/bussiness-law/454decree-no-1022010nd-cp-detailing-a-number-of-articles-of-the-law-onenterprises.html
政府の政令第43/2010/ND-CP号（事業登録関連）

8

2010年10月1日

2010年4月15日

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_i
d=1&mode=detail&document_id=94143
http://hochiminhcity.eregulations.org/media/D43gv15Apr10EnterpriseRegistrat
ion.pdf
政府の政令第72/2009/ND-CP号（条件付の業種に対する治
安・秩序の条件）

9

2009年9月3日

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID
=23660
http://congtyluatdragon.com/en/decree/prsdi74/ildn65.htm
公安省の通達第33/2010/TT-BCA号（条件付の業種に対する
治安・秩序に関する詳細な規定）

10

2010年10月5日

http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-33_2010_TT-BCA-(5918)
http://asemconnectvietnam.gov.vn/lawdetail.aspx?lawid=381
保健省の通達第11/2001/TT-BYT号（マッサージ業の条件）

11

2001年6月6日

http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?It
emID=22684
http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.asp
x?ItemID=9505
政府の政令第35/2003/ND-CP号（消防法の一部条項の施行
細則）

12

2003年4月4日

http://www.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/Convert/50nampccc/Lists/vanbanpccc/View
_Detail.aspx?ItemID=6
http://danang.eregulations.org/media/Eng%20Decree%2035%20PC23.pdf
公安省の通達第04/2004/TT-BCA号（政令第35/2003/ND-CP
号の施行細則）

13

2004年3月31日

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID
=25286
http://epronews.com/en-US/Document/Details.aspx?ID=112
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商法（法律第36/2005/QH11号）

14

2005年6月14日

http://mic.gov.vn/vbqppl/Lists/Vn%20bn%20QPPL/DispForm.aspx?ID=6991
http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.asp
x?ItemID=5497
政府の政令第35/2006/ND-CP号（フランチャイズ事業の規
制）

15

2006年3月31日

http://vpubnd.thuathienhue.gov.vn/?opt=vpubnd&nhomcn=vbplcn&cn=thongti
n&MaChuyenMuc=2&MaTheLoai=39&MaNoiDung=634
http://www.annamlaw.com/images/filedownload/DecreeNo.35_2006.pdf
政府の政令第120/2011/NĐ-CP号（政令第35/2006/ND-CP号
の改正・補足）

16

2011年12月16日

http://laocai.gov.vn/sites/vpubnd/vanbanmoi/vanbanbonganhtrunguong/10/01/T
rang/20120117083047.aspx
http://www.img-law.com/media/31897/decree%20120-2011cp%20-%20(e).pdf
商工省の通達第09/2006/TT-BTM号（フランチャイズ事業登
録）

17

2006年5月25日

http://vpubnd.thuathienhue.gov.vn/?opt=vpubnd&nhomcn=vbplcn&cn=thongti
n&MaChuyenMuc=2&MaTheLoai=39&MaNoiDung=635
http://kenfoxlaw.com/resources/legal-documents/ministerial-circulars/4946thong-tu.html
財政省の決定第106/2008/QD-BTC号（フランチャイズ事業
の登録料金）

18

2008年11月17日

http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_BTC/106_2008_QD_BTC_17_11_2008.h
tm
http://lawfirm.vn/?a=doc&id=458
政府の政令第139/2007/ND-CP号（企業法の一部の条項の施
行細則）

19

2007年9月5日

http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Chinhphu/AC60BA1FDB6F4CD09FFB5324CFFE6336/
http://www.itpc.gov.vn/investors/how_to_invest/law/2008-09-25.114023/view
政府の政令第88/2006/ND-CP号（事業登録関連）

20

2006年8月29日

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID
=15360
http://www.itpc.gov.vn/investors/how_to_invest/law/2008-09-25.747903/view
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財政省の通達第193/2010/TT-BTC号（治安・秩序の条件審
査料金）

21

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID
=26105

日本ベトナム経済連携協定

22

2008年12月25日

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_asean/vietnam/pdfs/mokuji.pdf

政府の政令第 111/2011/ND-CP号（書類の領事合法化）

23

2010年12月2日

2011年12月5日

http://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?List=b83
d2062-3090-4797-af61-7498eff47f51&ID=6156
http://www.img-law.com/media/31080/decree%20111-2011-nd-cp%20(e).pdf
政府の政令第34/2008/ND-CP号（外国人の採用・管理）

24

2008年3月25日

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID
=12795
http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/invest/html/Law-ND34-2008-ND-CP.html
労働法（法律第10/2012/QH13号）

25

2012年6月18日

http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-10_2012_QH13-(8586)
http://www.auschamvn.org/editor/assets/New%20Labour%20Code%20in%20Vi
etnam%20(EN).pdf
投資計画省・内務省の合同通達第05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV
号（市・省の計画投資局の機能・任務・権限・組織の案内）

26

http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?It
emID=11652

首相の決定第19/2009/QD-TTg号（市場管理局の機能・任
務・権限・組織）

27

2009年8月5日

2009年2月6日

http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?It
emID=12454
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7. 事業者に関する情報
（1） ホーチミン市の事業者
店舗名
所在地
電話番号
URL
経営形態
設立年度
職員数

顧客層
ヘアケア製品
サービス料金

現地スタッフ
採用

その他参考
情報

Tokyo Hair MANO MANO 美容室
No. 67 bis Truong Dinh St., Ward 6, Dist. 3, Ho Chi Minh
(84-8) 3933 9933
http://www.manomanovn.com
Tokyo Beauty VN Co., Ltd. （外資 100%）
2009 年
50 名（シフト制）
うち 25 名：デザイナー・スタイリスト、25 名：一般店員
日本人スタッフ 4 名（社長、副社長、マネジャー、デザイナー）
月収 500 万ベトナムドン以上のベトナム人、駐在の外国人
日本製とドイツ製（Wella）
カット：93,000～180,000 ベトナムドン
カラー：390,000～780,000 ベトナムドン
（ドイツ製を使ったカラーの方が安い、日本人デザイナー指名の
場合はプラス 200,000 ベトナムドン、会員は 20%引き）
デザイナー・スタイリスト：5 年以上の経験者
店員：美容学校卒業者
面接およびスキルテストを実施し、合格者に対して 3 カ月間の研
修を行う（再度スキルテストを実施する）。
マネージャーによる日本語教育も行う。
・金～日曜日は来店客が最も多く、ピーク時は 200 人／日。
・セールスポイント：良好な立地、近代的設備、日本スタイルのサ
ービス、質の高いサービス。
・人気のあるサービス：パーマ、ストレイトパーマ、カラー、ボ
リュームヘア。
・市場の動向：顧客が増えている。男性もヘアスタイルに拘るよ
うになったため、男性客が増えている。
・ホーチミンの客の特徴：高い料金を支払っても良いサービスを
選ぶ。店員によるアドバイスが重要である。
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店舗名
所在地
電話番号
URL
経営形態
設立年度
職員数
顧客層
ヘアケア製品
サービス料金

現地スタッフ
採用
その他参考
情報

Top Hair 美容室
No. 25 Nguyen Van Trang St., Dist. 1, Ho Chi Minh
(84-8) 3502 1448
http://tophair-vn.com/
Top Hair Co., Ltd.（外資 100%）
2007 年設立
5〜7 名（日本人店長 1 名）
駐在の日本人、台湾人、高所得層のベトナム人
男女の割合：女性 70%、男性 30%、予約制
100%日本製
カット：462,000 ベトナムドン（日本人スタイリスト）
315,000 ベトナムドン（ベトナム人スタイリスト）
カラー：567,000 ベトナムドン
ベトナム人スタイリストはすぐ辞めて独立するため苦労している。
・今年の流行について：ベトナム人は強いパーマ（デジタルパー
マ）をヘア全体にかけるのが多いのに対して、日本人は髪の中間か
らパーマをかけることが多い。
・駐在員の男性客が増えている。
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店舗名
所在地
電話番号
URL
経営形態
設立年度
職員数
顧客層
ヘアケア製品
サービス料金
現地スタッフ
採用
その他参考情
報

Anam QT Spa（エステサロン）
No. 18A Ngo Van Nam St., Dist. 1, Ho Chi Minh
(84-8) 6260 0077
http://www.anamqtspa.com/
Bich Thuy Co., Ltd.（ベトナム企業）
1996 年設立（ホーチミンのスパは 2004 年にオープン）
30 名（シフト制）
高所得層のベトナム人、駐在の外国人、観光客
男女の割合：女性 50%、男性 50%
Genetic（フランス製）
フェイシャルケア：610,000 ベトナムドン
ボディケア：1,135,000 ベトナムドン
スタッフは全員、ライセンスを持っている。
スパ独自の研修を行う。
時々フランスから技術者が来て指導する。
・客が多い時間帯：午後 2 時～、週末。ピーク時：40 人／日。
ハイシーズン：3 月～6 月、9 月、10 月
ローシーズン：12 月～2 月（外国人が帰国のため）
・セールスポイント：良いサービス、マッサージ技術
・人気のあるサービス：
2 時間パッケージ「ゆったりボディマッサージコース」
（950,000 ベトナムドン）
・ホーチミン市文化スポーツ観光局主催「100 interesting facts
about Ho Chi Minh City 2012」のスパベスト 5 に入っている
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店舗名
所在地
電話番号
URL
経営形態

設立年度
教員数
生徒数
講座内容
教育方法

Viet Nam Japan Beauty Art Academy（美容学校リスト参照）
No. 472-474 Tran Hung Dao St., Ward 2, Dist. 5, Ho Chi Minh
(84-8) 6261 1130
http://beautyartcollege.com/
http://www.jbart.vn
Nguyen Hoang JSC.（ベトナム企業）
（TAICHI Holdings Ltd.からの技術移転）
ホーチミン市労働傷兵社会局の許可があるため、修了証明書を発
行可能
2009 年設立
20 名（全員ベトナム人で常勤）
100 名以上（半分以上は北部出身者）
ヘアカット、メイク、エステ、ネイル
※人気があるのは、ヘアカット、メイク
・日本のテキストを使用する。
・以前日本人の指導者がいて、ベトナム人教員に指導した。
・基本コース：6 カ月または 1 年間、
ヘアカットやネイルは 2～3 カ月コースもある。
レッスンは 3 時間／回、6 カ月コースは全 432 回のレッスン。
・授業では講義と実習を行う。
・コース修了者は日本の美容学校に留学できる（日本の美容
学校と提携しており、ビザ取得のサポートを行う。費用は
留学生が負担する）。
・授業料：33,000,000 ベトナムドン／6 カ月
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その他参考情
報

・卒業生はヘアサロンやスパを開店し独立することが多い。
・メイクを習った人は店舗を持たず、フリーランスで活動するこ
とが多い。
・ピークシーズン：7 月～9 月
・ヘアサロンは午前 10 時半～午後 7 時半だが、サロンとして
あまり活動していない様子。

（2） ハノイ市の事業者
店舗名
所在地
電話番号
URL
経営形態
設立年度
職員数
顧客層
ヘアケア製品
サービス料金
現地スタッフ
採用
その他参考情

Vinatoc Duc Tien 美容室（ハノイ美容室リスト参照）：1 級
No. 4b Tho Nhuom St., Hoan Kiem Dist., Ha Noi
(84-4) 6270 2705
http://vinatoc.com/
美容室チェーン店（ブランド名： Vinatoc、店舗数：6 店）
2009 年設立
10 名
中間所得層以上のベトナム人
男女の割合：女性 60% 、男性 40%
Yunsey（スペイン）、Alfaparf Milano, Oyster, Nouvelle（イタ
リア）（現地のディストリビューターから購入）
カット：100,000～200,000 ベトナムドン
カラー：700,000～1,500,000 ベトナムドン
知識のない人も採用して、教育する。技術を身に付け独立したい
場合、チェーン店の Vinatoc 美容室を担当してもらう。
・品質が良くて合理的な価格の製品を使う。
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報

Duc Tien 氏の
キャリア

・チェーン店は 6 店舗あるが、場所によって顧客層が変わるた
め、庶民的な店舗から高級店まである。
・2012 年の流行は自然なウェーブ。流行はその地域のトップス
タイリストが作り出して広げるもの。
・ハノイの客はきれいで長持ちするヘアスタイルを求める（ヘア
スタイルを変えるのは 6 カ月毎）。そのため、高い技術が求め
られる。ホーチミンの客は 2 カ月毎にヘアスタイルを変えるの
で満足させるのは難しくない。
・店があれば客がやって来る以前とは異なり、美容室は自ら顧客
を探す必要がある。積極的にネットで情報を発信したり、共同
購入クーポンサイトに参加しなければならない。
・ベトナムではまだ本格的な美容学校はない。
サービス業のため、専門知識やスキルだけでなく、コミュニケ
ーション、接客マナー、ビジネススタイル等も教育する必要が
ある。
・経済不況の影響でこの 1 年間顧客が減っている。
（VinaToc チェーン美容室の創立者）
・1993 年にハノイに来て、美容室をオープンした。
・2004 年～2008 年：チェコ、ドイツで修業。
・2008 年にハノイに戻り、2009 年に Vinatoc ブランドを創立。
・現在 Vinatoc 美容学校も運営している。

VinaToc 本店（4b Tho Nhuom St.）（ハノイ）

VinaToc Traning Center（ハノイ）
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写真：www.hotdeal.vn

店舗名
所在地

使用設備
電話番号
URL
経営形態
設立年度
職員数
顧客層
製品

サービス料金
現地スタッフ
採用
その他参考情
報

Vincharm Spa
6F.-7F., Tower C, Vincom Center Ba Trieu, No.191 Ba Trieu
St., Hai Ba Trung Dist., Ha Noi
一等地にある人気の高いデパートビルの中にある
最先端なもの（温水プール、スポーツジム併設）
(84-4) 3974 8686
http://www.vincharm.com
Vingroup JSC. （ベトナム企業）
2001 年設立
25 名（シフト制）
高所得層のベトナム人
スキンケア製品：32°（日本製）、Pevonia（アメリカ）
ヘアケア製品：Oway-Rolland（イタリア）
ネイル製品：OPI（アメリカ）
フェイシャルケア：850,000 ベトナムドン
ボディケア：1,400,000 ベトナムドン
経験者しか採用しない。スパ独自の研修を行う。
・客が多い時間帯：夕方、週末。
・ハノイ市場の動向：顧客が順調に増えている。
・延べ面積が約3,000平米の複合施設としてハノイで最高級の
スパと評価される。
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写真： http://www.vincharm.com

店舗名
所在地
使用設備
電話番号
URL
経営形態
設立年度
職員数
顧客層
ネイルケア製
品
サービス料金
現地スタッフ
採用
その他参考情
報

7 day Nails Spa （ハノイネイルサロンリスト参照）
88A Nguyen Huu Huan St.,Hoan Kiem Dist., Ha Noi
街の中心部にあるが、狭い
最新の製品（ハンドドライヤー、ペディキュア座席等）
(84-4) 2213 2055
ネイルサロン
2009 年
5名
外国人観光客、富裕層のベトナム人
OPI（アメリカ）、カネボウ（日本）、Skinfood（韓国）、
Bonjour（フランス）
マニキュア：140,000 ベトナムドン
ペディキュア：160,000 ベトナムドン
美容学校卒業者、職場の研修あり
現在は Ha Minh 職業訓練学校と提携しており、ネイルケアの教
師を派遣している
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8. 関連省庁・業界団体の問合せリスト
住所

省庁

Tel.
Fax

ウェブサイト
1

No. 138A, Giang Vo St., Ba Dinh
Dist., Ha Noi

保健省

+84-4-6273 2273
+84-4-3846 4051

http://www.moh.gov.vn/
2

No. 44, Yet Kieu St., Hoan Kiem
Dist., Ha Noi

公安省

+84-4-0694 3647

http://www.mps.gov.vn/
No. 54 Hai Ba Trung St., Hoan Kiem
Dist., Ha Noi

+84-4-2220 2222
+84-4-2220 2524

http://kstthc.moit.gov.vn/VN/Dich-vu-cong-tructuyen/Cap-Giay-phep-nhuong-quyen-thuong-mai-giuathuong-nhan-nuoc-ngoai-va-thuong-nhan-VietNam/107.html

3

商工省計画局

+84-4-3843 5297

4

No. 12 Ngo Tat To St., Dong Da Dist.,
人 口 家 族 計 画 Ha Noi
化総局
http://www.gopfp.gov.vn/so-lieu

+84-4 3825 6637

5

No. 16 Cat Linh St., Dong Da Dist.,
ハ ノ イ 市 投 資 Ha Noi
計画局
http://www.hapi.gov.vn/

6

No. 32 Le Thanh Ton St., Dist. 1, Ho +84-8 3827 2191
ホ ー チ ミ ン 市 Chi Minh
+84-8 8295 008
投資計画局
http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/

7

ハ ノ イ 市 労 働 No. 75 Nguyen Chi Thanh St., Dong
傷 病 兵 社 会 問 Da Dist., Ha Noi
題局
http://www.hanoi.gov.vn/

8

+84-8-3829 1302
ホ ー チ ミ ン 市 No. 159, Dist. 3, Ho Chi Minh
労働傷病兵社
+84-8-3829 4032
会問題局
http://www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn/
+84-4-3998 5765

9

No. 4, Son Tay St., Ba Dinh Dist., Ha
ハ ノ イ 市 保 健 Noi
局
http://www.soyte.hanoi.gov.vn/

10

ホ ー チ ミ ン 市 No. 59, Nguyen Thi Minh Khai St.,
Dist. 1, Ho Chi Minh
保健局

+84-8-3930 9132

+84-4-3747 4993

+84-4 3825 1733

+84-4 3835 8868
+84-4 3773 2434

+84-8-3930 9088
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http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/
+84-4-3215 5527

11

No. 331 Cau Giay St., Cau Giay Dist.,
ハ ノ イ 市 商 工 Ha Noi
局
http://congthuonghn.gov.vn/

12

No. 163 Hai Ba Trung St., Ward 6, +84-8-3829 6322
ホ ー チ ミ ン 市 Dist. 3, Ho Chi Minh
+84-4-3822 1778
商工局
www.congnghiep.hochiminhcity.gov.vn
+84-4-3939 6100

13

No. 85-87 Tran Hung Dao St., Hoan
ハ ノ イ 市 公 安 Kiem Dist., Ha Noi
局
http://congan.hanoi.gov.vn/cahn/

+84-8-3838 7344

14

No. 230 Nguyen Trai St., Nguyen Cu
ホ ー チ ミ ン 市 Trinh Ward, Dist. 1, Ho Chi Minh
公安局
http://catphcm.bocongan.gov.vn
No. 192 Ton Duc Thang St., Dong Da
ハ ノ イ 市 場 管 Dist., Ha Noi
理支局

+84-4-3511 6139

15

+84-4-3557 4363

+84-4-3942 1363

16

No. 247 Dien Bien Phu St., Dist. 3, Ho +84-8-3932 1014
ホ ー チ ミ ン 市 Chi Minh
場管理支局
http://www.congthuong.hochiminhcity.gov.vn/chi-cuc-qltt

17

北部ヘアクラ
（会長：Mr. Vu Hoa Huy）
ブ連合

+84-944 556 402

18

ホ ー チ ミ ン 美 No. 466/2A Le Quang Dinh St., Ward
11, Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh
容協会

+84-8-3550 1169
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9. 美容に関する情報サイト
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

摘要
美容情報
美容情報
美容情報
美容情報
美容情報
美容情報
スパ情報
スパ情報
美容関連フォーラム
美容関連フォーラム
美容関連フォーラム
女性向け雑誌
女性向け雑誌
ファッション雑誌
タウンページ
タウンページ
タウンページ

URL
http://thegioitoc.vn/
http://tocdep.vn/
http://www.toc.vn/
http://xinhxinh.com.vn/
http://dep.com.vn/
http://hn.eva.vn/
http://www.spasvietnam.com
http://www.spaworld.vn/
http://www.taomautoc.vn/forum/index.php
http://salontoc.vn/forum/forum.php
http://diendantocdep.vn/forum.php
http://tapchiphunu.net/
http://www.tapchilamdep.com/
http://tapchithoitrang.com/
http://danhba.bacsi.com/
http://danhba.chosaigon.com/
http://diachiso.vn/
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10. 各種申請・届出様式
No.

手続き

関連法規

様式ダウンロード先

事業登録
1

2

2 名以上有限会社

計画投資省の通達第
14/2010/TT-BKH 号の第
I-3 付録

http://www.dpi.hochiminhci
ty.gov.vn/data/news/2010/7/
869/thongtu14.htm

株式会社

同上第 I-4 付録

同上

投資証明書申請（会
社設立の場合）

計画投資省の決定第
1088/2006/QĐ-BKH
号の第 I-3 付録

http://www.dpi.hochiminhci
ty.gov.vn/data/news/2006/11
/714/QD1088.htm

治安・秩序証明書申
請

公安省の通達第
33/2010/TT-BCA 号の第
ĐD1 様式

治安・秩序の条件付
き業種の経営者の経
歴（外国人用）

公安省の通達第
33/2010/TT-BCA 号の第
ĐD1b 様式

消防能力証明書申請

公安省の通達 04/2004/TTBCA 号の第 1 付録の PC5
様式

http://csdl.thutuchanhchin
h.vn/ho_so_tthc/bo_cong_a
n/b_bca_002587_tt

商工省の通達第
09/2006/TT-BTM 号の第
II 付録の第 MD-1 様式

http://thuvienphapluat.vn/a
rchive/Thong-tu-09-2006TT-BTM-huong-dan-dangky-hoat-dong-nhuongquyen-thuong-maivb12191.aspx

3

4

5

http://canhsatttatxh.bocongan.gov.vn/caicachtthc/tabid/93/articleType/Ar
ticleView/articleId/358/Capgiay-xac-nhan-u-ieu-kienve-an-ninh-trat-tu-e-lamnganh-nghe-kinh-doanh-coieu-kien-tai-Cong-an-caphuyen.aspx
http://csqlhc.bocongan.gov.v
n/vi-VN/Home/Nganh-nghekinh-doanh-co-dieu-kien27/25/Thu-tuc-nganh-nghekinh-doanh-co-dieu-kienve.aspx

フランチャイズ事業
登録
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11. 共同購入サイト
サイト名
Mendeal
Hotdeal
Nhom mua
Mua chung
Dia diem vang
The gioi toc
Chia se deal
Chon Deal
Hot moi ngay
Ru nhau
Golive Cong dong dia diem
Mua ban gia tot
Tin khuyen mai
Cuc re

URL
http://www.mendeal.vn
http://www.hotdeal.vn
http://www.nhommua.com
http://muachung.vn
http://www.diadiemvang.net
http://thegioitoc.vn
http://chiasedeal.com
http://chondeal.com
http://hotmoingay.com
http://www.runhau.vn
http://www.golive.vn
http://www.muabangiatot.com
http://www.tinkhuyenmai.info
http://www.cucre.vn

本報告書の利用についての注意・免責事項
本調査報告書は、日本貿易振興機構（ジェトロ）の各海外事務所を通じ委託調査を行い、ビジネス情報サービス部で
取りまとめをしたものですが、本書の記述、所見、結論、および提言は必ずしも日本貿易振興機構（ジェトロ）の見解
を反映したものではありません。
海外の制度・規制等は日々変化するため、最新の情報を確認する必要がある場合は、必ずご自身で最新情報をご確認
ください。
ジェトロは、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的損害お
よび利益の喪失については、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたか否かにかか
わらず、一切の責任を負いません。これは、たとえ、ジェトロがかかる損害の可能性を知らされていても同様とします。
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