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1. 初めに 
2017 年において、ベトナムには多くのコンビニエンスストアが開店した。近年、コンビニや小

型スーパーマーケットの競争は激化しており、その影響が小売業全体に波及している。一方で、

人口の増加やベトナム人の購買行動の変化などに伴い、コンビニは成長性の高さを見込まれ、ベ

トナムの小売業における魅力的な事業と評価されている。本レポートでは、ベトナムの小売業に

おけるコンビニの状況及び成長性を報告する。 
 

  
2. ベトナムにおけるコンビニの状況 
ベトナムは 2016 年時点において GDP2,200 億 USD、人口 9,200 万人で、若年層が多いことから、

日用消費財販売業にとって魅力的な市場である。アメリカの市場コンサルティンググループ A.T 
Kearney 社が発表するグローバル・リテール・デベロップメント指数（GRDI）によると、ベトナ

ムは 2008 年より参入魅力度の高い新興国 30 カ国の一つとなっており、2017 年には第 6 位にラン

キングしている。商工局貿易研究所によると、2016-2020 年における小売業の成長率は 11.9%に達

すると予想されている。 
英国の調査会社 IGD によると、2021 年におけるコンビニ事業の平均成長率は、ベトナムが

37.4％、フィリピンが 24.2%、インドネシアが 15.8%となっている。 

                               

ソース: Bangkok Post/IGD Research 

小売市場の高い成長性により、コンビニ、ショッピングセンター、スーパーマーケットなど現

代的な小売業態が急増する見込みである。その中でもコンビニの特徴は、快適な施設、良好な顧

客サービス、さまざまな必需品が揃うこと、特に生産地が明確な商品の提供である。 住宅地域に

位置する店舗付近では、消費者のニーズを満たすために、24 時間営業しており、また、電気、水

道、電話料金の支払いなどのサービスも提供している。特にホーチミン市とハノイ市では新規開

店が続き、市場は好調に推移している。 

2.1. コンビニ拡大 

A.T Kearney 社市場調査グループによると、コンビニと小型小売店舗はベトナムにおいて最も急

速に成長するセグメントになっている。現在まででファミリーマートは 100 店舗あり、2020 年ま
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でに 800 店舗以上となる予定です。セブンイレブンは 3 年以内に 100 店舗、10 年以内に 1,000 店舗

を開店予定である。ベトナム資本の Vinmart+コンビニ（Vingroup 社）は 2017 年末時点までに全国

で 2,500 店舗となっている（2016 年末時点は 1,000 店舗）。 

現状では、ハノイ市のコンビニ市場は VinMart+に 完全に押さえられている。一方、ホーチミン

市では多くの店舗が展開しており、例えば日本の AEON Group のミニストップは市内中心部で広

がりをみせている。サークル K や VinMart+は多店舗展開により、パパママショップと呼ばれる伝

統的小売店と直接的な競争となっている。日本で業界第 3 位のファミリーマートは、ホーチミン

市郊外（12 区、Go Vap 区、Thu Duc 区）において拡大している。また、2017 年後半になってセブ

ンイレブンはベトナムのホーチミン市に開店し、現在 10 店舗になっている。 

2.2. 投資家にとってのコンビニ経営課題 

以上の成長の背景には、ベトナムのコンビニ事業へ参入する投資家が急増していることがある

が、そこには課題も存在する。 

ベトナムにおいて、コンビニは最も急速に成長するセグメントである一方で、相対するライバ

ル業態が多い。まず、スーパーマーケットや郊外の大型スーパーが挙げられる。これらの店舗で

は、ショッピングだけでなく、消費者が店舗内で広い空間と多様な商品からの選択ができる。 

 パパママショップをはじめとする伝統的小売店もライバルである。多くの場合は古くから営業

している老舗で、ベトナム人の消費習慣に合致しており、全国各地にある。伝統的小売店からコ

ンビニへ消費者の利用習慣を急激に変えることには、時間がかかるとされている。 

また、外国投資家が投資した企業のコンビニ（Circle-K、B’mart、Ministop、Familymart、7-
Eleven など）と国内資本企業によるコンビニ（Vingroup や Shop&Go など）の間の競争も、ますま

す激しくなっている。 

外国投資家或いは外資系企業がコンビニの設立にあたって直面する問題は、ベトナム法に基づ

く小売店設立の難しさである。具体的にはコンビニ（小売店舗と呼ばれる）設立の際に地域のエ

コノミックニーズテストを受けなければならない。そのため、店舗網拡大の目的で、投資家はフ

ランチャイズによるコンビニ経営を選択することが多くなっている。 

2.3. コンビニ事業の成長可能性 

現在のベトナムでのコンビニの軒数は人口に比べ十分な店舗数があるとは言えない状況である。

対人口比の軒数で言えば、2015 年の Nielsen ベトナムの統計によるとベトナムにおいては 69,000
人に 1 軒コンビニがある。台湾や韓国では約 2,000 人に対して 1 軒の割合であることや、収入が多

い若年層が増加していることから、今後のコンビニ事業の成長が見込まれる。 

さらに、ベトナム各地の都市化に伴いライフスタイルも変わり、コンビニは都市住民にとって

適切な選択肢になると見込まれる。今後数年の間に、ホーチミン市とハノイの都市鉄道システム

が稼動すると、需要は急速に増加しコンビニが急成長すると考えられる。 

ベトナムのコンビニ事業は以上のように成長が期待されている。それに沿って、今後、外国投

資家向けの法体系および市場メカニズムに変わっていく見込である。 

 

 



3. 終わりに 

以上のように、ベトナムに多くのコンビニが登場しているが、投資家は、ターゲットとなる顧

客を特定し、明確な事業計画と戦略を立てる必要がある。とはいえ、全体的にベトナムは若年人

口が多い上に消費需要が高いため、コンビニ事業の発展にとって魅力的で、世界の小売流通業界

で最も活気のある市場の一つと考えられる。そのため、投資家は、ベトナムにおける市場シェア

を取るため長期的な開発戦略を構築する必要がある。 
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