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は じ め に 

 
本資料は、トルコ向け投資をはじめて検討されている企業の方々を対象に、トルコの

投資環境について整理し、その概要を参考資料として取り纏めたものです。 
 

トルコは、EU との関税同盟による欧州への輸出拠点としての位置付けに加え、ロシ

ア、中央アジア、中東、アフリカなどへの輸出拠点としての展望も高まっています。そ

の地政学的な優位性から、トルコに地域統括拠点を設置する外国企業も出てきています。 
現在の与党である公正発展党（AKP）が政権を取った 2002 年以降、経済成長を実現

しており、建国 100 周年となる 2023 年までに世界経済のトップ 10 入りすることを目

標に掲げています。 
 
一方で、トルコ・リラは、米国の量的緩和縮小に伴って下落が進みやすい脆弱な新興

国通貨「フラジャイル・ファイブ」の一つに挙げられています。また、成長が停滞する

「中進国の罠」に陥る可能性を指摘する声もあります。 
 
トルコは、インフラはまだ十分とは言えないものの問題ないレベルにあり、その周辺

地域を含めた市場が魅力的であることなどから各国企業が参入してきています。 
トルコへの直接投資はリーマンショックの影響等により 2010 年には 60 億ドルまで

落ち込みましたが、2011 年以降は世界経済の回復等を背景に回復し、2013 年には 210
億ドルに達しています。トルコの豊富で安定した労働供給、低賃金でかつ安定した人件

費、さらに、質の良い労働力等が、有望な投資国としての評価となっています。 
 
本資料がトルコ向け投資を検討されている企業の方々のご参考となれば幸いです。 
 
本資料の作成に際しては現地調査を行い、投資誘致機関、関係官庁、JETRO、進出

日系企業・金融機関など多くの方々より貴重な情報をご提供頂き、参考にさせて頂きま

した。ご協力を頂きました各方面の皆様に深く感謝申し上げます。 
 
なお、本資料は株式会社野村総合研究所の協力により、作成致しました。 
また、本資料はトルコに対する株式会社国際協力銀行としての評価や公式見解を表明

するものではありません。 
 

2 0 1 4 年 1 0 月 
国 際 協 力 銀 行 
産業ファイナンス部門 
中堅・中小企業担当 
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付録 1 日本国内の相談窓口 
名称 所在地 電話/FAX 

駐日トルコ共和国大使館 
http://www.turkey.jp/jp/emb
assy.htm  

〒150-0001 
東京都渋谷区神宮前 2丁目 33−6 

Tel: 03-6439-5700 
Fax:03-3470-5136 

トルコ共和国福岡名誉総領

事館 
〒812-8566福岡市博多区博多駅前 3
丁目 25番地 21号 

Tel: 092-474-7260 
Fax: 092-474-2737 

トルコ共和国大阪名誉総領

事館 
〒540-8511大阪市中央区馬場町 3-15 
NTT西日本ビル 

Tel: 06-4793-5578 
Fax:同上 

トルコ投資促進機関（ISPAT）
東京事務所 
http://www.invest.gov.tr/ja-
JP/Pages/Home.aspx  

〒150-0012 
東京都渋谷区広尾 5-1-43-801 

Tel: 03-6450-4357 

国際協力銀行（JBIC） 
http://www.jbic.go.jp/ja  

〒100-8144  
東京都千代田区大手町 1-4-1 

Tel: 03-5218-3579 
Fax: 03-5218-3968 

日本貿易振興機構（ジェト

ロ）貿易投資相談窓口 
http://www.jetro.go.jp/servic
es/advice/  

〒107-6006 
東京都港区赤坂 1-12-32 
アーク森ビル 6階 

Tel:03-3582-5651 
 

日本・トルコ協会 
http://www.tkjts.jp/index.sh
tml  

〒107-0061 
東京都港区北青山 2-5-1 伊藤忠ビル 

Tel: 03-3497-8039 
Fax: 03-3497-8038 
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付録 2 トルコ共和国内の相談窓口 
名称 所在地 電話/FAX 

在トルコ日本国大使館 
http://www.tr.emb-japan.g
o.jp/index_j.htm  

Resit Galip Caddesi, No.: 81, 
G.O.P., 06692 Cankaya, Ankara 

Tel:+90-(0)-312-446 05 
00 
Fax: +90-(0)-312-437 18 
12 

在イスタンブール日本国領

事館 
http://www.istanbul.tr.em
b-japan.go.jp/index_j.html  

Tekfen Tower 10th Floor, 
Buyukdere Caddesi No.209, 
4.Levent, 34394, Istanbul 

Tel: +90-212-317-4600 
Fax: +90-212-317-4604 

日本貿易振興機構（ジェト

ロ）イスタンブール事務所 
Büyükdere Caddesi, Maya Akar 
Center, B Block, Kat 14, Daire 
54 Esentepe, 34394 Istanbul 

Tel:+90-212-275-5180 
Fax:+90-212-288-0739 

ISPAT Ankara 
Headquarters 
http://www.invest.gov.tr/  

Kavaklıdere Mahallesi 
Akay Caddesi No:5 Çankaya, 
Ankara 

Tel: +90-312-413 8900 
Fax:+90-312-413- 8901 

ISPAT Istanbul Office 
http://www.invest.gov.tr/  

Dünya Ticaret Merkezi A1 
Blok Kat:8 No:296 Yeşilköy, 
Istanbul 

Tel: +90-212-468 6900 
Fax:+90-212-465- 7272 

Ankara Development 
Agency 
http://www.ankaraka.org.t
r/en/default.asp  

Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. 
No: 11, 06460 Çankaya, Ankara 

Tel: +90-312-310-0300 
Fax:+90-312-309-3407 

トルコ三菱東京 UFJ 銀行 Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 
Poligon Caddesi Buyaka 2 Sitesi 
No: 8B, Kat: 20-21, 34771, 
Tepeustu/Umraniye, Istanbul 

Tel:+90-216-600-3000 
Fax:+90-216-600-3033 

みずほ銀行イスタンブール

駐在員事務所 
Office 813, Tekfen Tower 8th 
Floor, Buyukdere Caddesi No. 
209, 4.Levent, 34394 Istanbul 

Tel:+90-212-371-8474 

三井住友銀行ドバイ支店イ

スタンブール出張所 
Metrocity Is Merkezi, Kirgulu 
Sokak No: 4 Kat: 7/A D Blok, 
Esentepe Mahallesi, Sisli 34394, 
Istanbul 

Tel:+ 90-212-371-5900 
Fax:+ 90-212-371-5901 
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付録 3 主な周辺諸国・地域の概要と主要経済指標 
国・地域 

トルコ 

（2013） 

ルーマニア 

（2013） 

ブルガリア 

（2011） 

ロシア 

（2013） 

エジプト 

（2013） 

UAE 

（2013） 

サウジアラビア

（2012） 

面積 780,576 238,391 110,000 17,098,200 1,001,450 83,600 2,150,000 

首都 アンカラ ブカレスト ソフィア モスクワ カイロ アブダビ リヤド 

宗教 イスラム教（99%）、

他にキリスト教等 

ルーマニア正教

（86.5%）、カトリック

（4.6%） 

ブルガリア正教、回

教、キリスト教等 

ロシア正教、キリス

ト教、イスラム教、ユ

ダヤ教、仏教等 

イスラム教（92%）、コ

プト・キリスト教（6%） 

イスラム教 イスラム教 

政体 共和制 共和制 共和制 連邦共和制 共和制 首長国連邦制 君主制 

元首 レジェップ・タイップ・

エルドアン 

トライアン・バセスク ロセン・プレヴネリエ

フ 

プーチン・ウラジーミ

ル・ウラジーミロヴィ

チ 

アブドゥルファッター

ハ・エルシーシ 

ハリーファ・ビン・ザ

ーイド・アール・ナヒ

ヤーン 

アブドッラー・ビン・

アブドルアジーズ・

アール・サウード 

議会 一院制 二院制 一院制 二院制 一院制 一院制 なし 

主要産業 サービス業、工業、

農業 

金属（鉄鋼、アル

ミ）、工業（機械機

器、繊維）、鉱業（石

油）、農業（小麦、ト

ウモロコシ） 

農業（穀物・酪農）、

工業（化学・石油化

学、食品加工） 

鉱業（石油、天然ガ

ス、石炭、鉄鉱石、

金、ダイヤモンド

等）、鉄鋼業、機械

工業 

農業、製造業、石

油・天然ガス、小

売・卸売 

石油・天然ガス、建

設、サービス 

石油、LPG、石油化

学 

輸出額 

(億米ドル） 

1,518 660 202 

（億ユーロ） 

5,271 242 571 3,839 

輸入額 

(億米ドル） 

2,516 552 224 

（億ユーロ） 

3,179 575 2,054 1,441 

貿易収支 

（億米ドル） 

-998 -108 -22 

（億ユーロ） 

2,092 -333 -1,483 2,398 

主要輸出品目 自動車、機械類、鉄

鋼 

自動車・輸送用機

器、原材料、農産食

料品・飲料水・タバ

コ 

衣服、靴、鋳鉄類、

非鉄金属、機械類、

石油製品 

石油、石油製品、天

然ガス、鉄鋼、機

械・設備 

原油、原綿、衣料品

等 

原油、天然ガス、原

油製品 

原油、石油製品、

LPG 

主要輸入品目 石油・天然ガス、機

械類、鉄鋼 

自動車・輸送機器、

化学製品・関連製

品、鉱物性燃料・潤

滑油 

繊維、原油・天然ガ

ス、機械類、運送設

備、プラスチック・ゴ

ム 

機械・設備、自動

車、食料品、医薬品 

燃料、中間財、原材

料等 

自動車、機械、電化

製品 

機械機器、自動車、

食料品、化学・金属

製品、繊維製品 

主要輸出先国 ロシア（10.0%）、中

国（9.8%）、ドイツ

ドイツ（18.6%）、イタ

リア（12.8%）、フラン

ドイツ、イタリア、ル

ーマニア、トルコ、ギ

オランダ（14.6%）、中

国（6.8%）、ドイツ

イタリア（7.9%）、イン

ド（6.9%）、アメリカ

日本(16.5%)､インド

(15.1%)､イラン

アメリカ（14.3%）、日

本（13.2%）、中国
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国・地域 
トルコ 

（2013） 

ルーマニア 

（2013） 

ブルガリア 

（2011） 

ロシア 

（2013） 

エジプト 

（2013） 

UAE 

（2013） 

サウジアラビア

（2012） 

（9.6%） ス（7.5%） リシャ （6.8%） （6.9%） (10.0%) （12.9%） 

主要輸入先国 ドイツ（9.0%）、イラク

（7.9%）、英国（5.8%） 

ドイツ（17.1%）、イタ

リア（11.3%）、ハンガ

リー（8.7%） 

ロシア、ドイツ、イタ

リア、ルーマニア、ト

ルコ 

中国（16.5%）、ドイツ

（12.2%）、ウクライナ

（5.7%） 

中国（9.4%）、アメリ

カ（7.5%）、ドイツ

（6.7%） 

インド（16.9%）､中国

（13.8%）、アメリカ

（10.5%） 

アメリカ（13.5%）、中

国（12.7%）、ドイツ

（7.1%） 

対日輸出額 

（億ドル） 

4.09 5.11 74 

（億円） 

196 61 

（2012 年） 

425 549 

対日輸入額 

（億ドル） 

34.53 3.12 49 

（億円） 

135 96 

（2012 年） 

84 82 

対日輸出品目 電子機器（8.7%）、衣

服（8.6%）、輸送機器

（8.5%） 

木材及びコルク

（30.4%）、衣類及び

同付属品（24.9%）、

木製品及びコルク

製品（除家具）

（14.5%） 

衣類、バッグ類、医

薬品 

自動車（55.1%）、自

動車の部分品

（7.7%）、ゴム製品

（5.2%） 

鉱物性燃料

（90.4%）、カーペット

等敷物（1.0%） 

鉱物性燃料

（98.6%）、アルミニウ

ム製品（1.2%）、銅製

品（0.1%） 

鉱物性燃料

（98.3%）、有機化学

品（0.9%）、プラスチ

ック品等（0.2%）

（2013 年） 

対日輸入品目 一般機械（43.0%）、

輸送機器（17.3%）、

鉄鋼（6.3%） 

輸送用機器

（30.9%）、電気機器

（25.1%）、一般機械

（19.7%） 

原動機、農業用機

械、重電機器 

原油および粗油

（43.1%）、液化天然

ガス（26.6%）、非鉄

金属（6.7%） 

輸送機器（43.9%）、

一般機械（22.5%）、

ゴム製品（6.3%） 

輸送機器（54.6%）、

一般機械（14.3%）、

ゴム製品（6.2%） 

輸送機器（52.1%）、

一般機械（13.8%）、

鉄鋼（7.1%） 

（2013 年） 

日本からの 

直接投資 

507 億円 n.a. 67.5 

（百万ユーロ） 

447 百万ドル 4,500 万ドル -2 億 6,900 万ドル 2,700 万ドル 

在留邦人数 

（人） 

1,725 351 136 2,528 1,113 3,459 780 

（出所）外務省 各国・地域情勢 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html 
JETRO 国・地域別情報（J-FILE)  http://www.jetro.go.jp/world/ 

 ※特段の注記がない限り、表頭の年次のデータを引用 
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付録 4 主な周辺諸国・地域の投資環境比較 
国・地域 

トルコ 

（2013） 

ルーマニア 

（2013） 

ブルガリア 

（2013） 

ロシア 

（2013） 

エジプト 

（2013） 

UAE 

（2013） 

サウジアラビア

（2013） 

人口(百万人) 76 21 7 142 84 9 29 

名目 GDP 

(10 億米ドル) 

827 189 53 2,118 271 396 745 

1 人当り名目 GDP

（米ドル)  

10,815 8,910 7,328 14,818 3,225 43,875 24,847 

GDP 成長率（前年

比、%） 

4.29 3.48 0.86 1.28 2.1 4.8 3.8 

インフレ率 

(前年比、%) 

7.5 4.0 0.4 6.8 6.9 1.1 3.5 

カントリーリスク E E E D G C C 

失業率（%） 9.7 7.3 13.0 5.5 13.0 n.a. 5.5 

法人税（%） 法人税率 20%

（Corporation Tax 

Code No; 5520） 

16% 10% 法人税に相当する

ものとして企業利

潤税：20% 

通常 20% 一部の業種を除い

て法人税なし 

外国資本に係る法

人税は 20%。欠損

は次年度以降に繰

り越すことができ

る。 

その他税制 付加価値税（基本

税率 18%）、特別消

費税（品目によって

異なる）、住宅開発

基金課徴金等 

個人所得税：一律

16% 

付加価値税

（VAT）：24%等 

個人所得税：10%、

付加価値税：標準

20%、他 

付加価値税（基本

税率は 18%、一部

10%や 0%の軽減税

率）、物品税、通関

手数料等 

個人所得税、販売

税(基本税率 10%)

等 

基本的に非課税。 

ただし、アパート

税、事業資産税な

どが徴収される場

合がある 

個人所得税や消費

税等はない 

賃金水準/月 

（2014.1 月 

JETRO 調査、 

米ドル） 

ワーカー：2,274 

エンジニア：2,600 

中間管理職：5,200 

法定賃金：509（16

歳以上） 

ワーカー：342 

エンジニア：683 

中間管理職：1,548 

法定賃金：234 

ワーカー：n.a. 

エンジニア：n.a. 

中間管理職：n.a. 

法定賃金：n.a. 

ワーカー：1,056 

エンジニア：792 

中間管理職：792 

法定賃金：370 

ワーカー：170 

エンジニア：320 

中間管理職：512 

法定賃金：規定な

し 

ワーカー：950 

エンジニア：3,793 

中間管理職：6,461 

法定賃金：n.a. 

ワーカー：479 

エンジニア：1,136 

中間管理職：3,095 

法定賃金：802 

（出所）IMF world Economic Indicator April 2014 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx  
    日本貿易保険 国・地域ごとの引受方針 http://nexi.go.jp/cover/  
    JETRO 国・地域別情報（J-FILE)  http://www.jetro.go.jp/world/  
    KPMG 「2014 年 世界法人税・間接税調査」の結果について http://www.kpmg.com/jp/ja/knowledge/pages/tax-survey-2014.aspx  
※特段の注記がない限り、表頭の年次のデータを引用 
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