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経済指標
ハンガリーGKI 経済研究所によると 2016 年、ハンガリーの GDP 増加率は 2％であり、EU 平均増
加率とは大きな違いはなかった。GKI は 2017 年は 3.2％、2018 年には国内消費および個人投資を
原因とした 3.7％の GDP 増加を予測している。個人消費分野の伸びにより、輸入は輸出と比較し
て 2017 年は 1.5％、2018 年は 2％ほど伸びると予測される。GKI によると 2017 年の経済成長を
牽引する力となるのは建設業と貿易。
2016 年工業生産は１％以下の増加であったが、2017 年は印アポロタイヤが稼動開始することも
あり、3.5％増加が予測されている。建設業は 2016 年のマイナス 19％の後、2017 年はプラス 15％
まで増加する可能性あり。サービス業は 3.3％増加。2017 年で一番早く増加するのは貿易、観光、
情報通信、ファイナンス。輸出金額は 2016 年の 5.3％から 2017 年 6％に増加、輸入は 2016 年の
6％から 7.5％に増加する。2016 年失業率は 5.1％であったが、2017 年は 4.2％、2018 年は
4.2％を予測している。

ハンガリー国内ニュース
 2016 年新車販売台数：
前年比 25.1%増（２日）12 月の国内新車販売台数は，前年同月比 37.5%増の 9,750 台だった。こ
の結果，2016 年通年では，前年比 25.1%増の 9 万 6,555 台となった。モデル別では，Suzuki
Vitara がトップ（6,538 台），Skoda Octavia（5,283 台），Ford Focus（2,856 台）と続いた。

 Suzuki 新車販売台数：
国内シェア 11.7%（２日）2016 年の Suzuki ブランドの国内新車販売台数は１万 1,266 台となり，
国内シェアは 11.7%まで拡大した（2015 年はシェア 9.7%）。モデル別では，Vitara が 6,538 台，
Swift が 2,087 台，SX４が 1,643 台だった
 米系 BlackRock 社：サービス・イノベーションセンター設置を計画
シーヤールトー外務貿易相は，世界最大の資産運用会社の米系 BlackRock 社がブダペスト市にサ
ービス・イノベーションセンターを設置し，中長期的には 500 人の雇用を創出する旨発表した。
政府はこれに対して，2.8 億フォリント（約 1.1 億円）の補助金を支出する予定。同社は，ブダ
ペストを選んだ理由として，教育システム，インフラ，安全面，QOL（クオリティ・オブ・ライ
フ）及び政府による支援のコミットを挙げた。同社は本年第１四半期から採用活動を開始する予
定であり，国内学生だけでなく，国外，特に英国で働いているハンガリー人を引き戻すことも狙
っている
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 2017 年１月新車販売台数：
前年比 15.3%増（１日，７日）2017 年１月の国内新車販売台数は，前年同月比 15.3%増の 6,418
台だった。ハンガリー輸入自動車業界団体（MGE）は，通年では 102,000 台以上の販売を予測し
ている。モデル別新車販売台数では，Suzuki Vitara が 452 台でトップ，Skoda Octavia（352
台），Opel Astra（308 台）と続いた。ブランド別では Ford が 704 台でトップ，Suzuki（587
台），Skoda（586 台）と続いた。

 HIPA：2016 年の直接投資案件は 71 件
エーシック・ハンガリー投資促進庁（HIPA）長官は，2016 年に 71 件のハンガリーへの直接投資
案件があったと発表した。合計投資金額は 32.43 億ユーロで，17,647 人の新規雇用を創出した。
国別件数は，ドイツが 15 件，アメリカが 14 件，英国とスイスがそれぞれ６件だった。国別投資
金額では，ドイツが合計投資金額の 52%，次いでアメリカが合計投資金額の 12%だった。投資額
第３位は，サムスン電子社による EV バッテリー工場建設により韓国となった。国別雇用創出数
では，ドイツ，アメリカに次いで，レゴ社による工場拡張によりデンマークとなった。産業別で
は，自動車産業が 25 件で直接投資額の３分の２，雇用創出数の 44%を占めた。次いでサービス業
が 12 件の投資で 2,500 人の新規雇用を創出した。３番目は食品産業で投資件数は８件，1,432 人
の新規雇用を創出した。

 貿易黒字が過去最大
中央統計局によると，2016 年の貿易黒字は約 100 億ユーロで，2015 年の約 86 億ユーロを大きく
上回り過去最高となった。輸出は対前年 3.1%増の約 933 億ユーロ，輸入は対前年 1.7%増の約 833
億ユーロだった。
 ブリジストンハンガリー生産能力を増強
ブリヂストンは 10 月 17 日、最新鋭のタイヤ成型システム「EXAMATION（エクサメーション）」
をハンガリーの乗用車用タイヤ工場である「タタバーニャ工場」に展開すると発表した。エクサ
メーションの展開は、旗艦工場である彦根工場に次ぐもので、海外への展開は初。2016 年内に展
開する。
エクサメーションは、タイヤ生産技術におけるさらなる品質向上、高生産性を実現するため、
同社独自の ICT に人工知能（AI）を実装した最新鋭のタイヤ成型システム。10 月 17 日に開かれ
た「2016 中期経営計画」説明会で、西海和久取締役・代表執行役 COO はタタバーニャ工場への展
開について「エクサメーションを初めて展開した彦根工場は、タイヤ生産システム『BIRD』を導
入し、ICT も含めた様々なセンシング技術を設備、工場の部隊で有している。同じ視点でグロー
バルに見ると、タタバーニャ工場も BIRD を導入し順調に生産を続けている。タタバーニャ工場
はサイズミックスが増えるので、エクサメーションを導入して対応力を上げていく」と語った。
タタバーニャ工場は 17 年上期中に生産能力を日産約 1 万 2000 本増強し、日産約 1 万 8000 本
にする計画を進めている。今回のエクサメーションの導入はその一環。同社では、16 年内に稼働
を予定しているロシア新工場にも順次エクサメーションを展開していく方針。

 HOYA工場拡張
Mátészalka（マーテーサルカ）市にある HOYA 工場で 1200 平米（床面積）2 階建ての建物を増築
する計画。この建物は倉庫、オフィス、従業員スペースとして利用される。この開発投資では
1050 人の従業員の勤務条件向上を目指す。1999 年に BuchmannGroup を買収した HOYA は同工場で
は毎月 50 万枚のレンズ用ガラスモールドやプラスチックレンズを製造している。2015 年度の純
売上高は 135 億フォリント、財務諸表による利益は 11 億フォリントと公表されている。
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 シーヤールトー外務大臣の日本訪問
2017 年 2 月の 2 日間に及ぶシヤートー貿易外務大臣の東京訪問の際、岸田外務大臣、経済産業大
臣、農林水産大臣らと会談を行なった。ハンガリーにとって日本はアジア一番の投資国であり、
150 社がハンガリーに進出済み。これまでに約 44 億 USD におよぶ投資を行なっている。中東欧エ
リアで見ると、ハンガリーの日本向け輸出が最も多く 2016 年度は 1338 億円となっている。自動
車、原動機、豚・いのしし肉がハンガリーから日本へ輸出されている。日本と取引しているハン
ガリーの中小企業の数が増えてきたけれども、日本への輸出品の大部分は多国籍企業の製品だと
コンサルタント会社 Sudy&Co,Ltd 兼城西大学の客員教授シュディ ゾルタンは述べている。ター
ゲットとなる市場の市場調査や需要調査とそのサポートも必要であると述べている。

弊社関連ニュース
 工業団地での地域の販売
Rétság Development Ltd. (RDL)は Rétság 工業団地に 6.6 ヘクタールの空地あり、それを販売し
ている。以下のリンクをクリック頂くと、詳しい日本語の情報がご覧になります。RDL のオーナーの 1
社 Sudy 社となっています。https://sudy.co.hu/?wpdmdl=5873

 Sudy 社のフェイスブックページ
弊 社 の 日 本 支 店 の 日 本 語 の フ ェ イ ス ブ ッ ク ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。
https://www.facebook.com/NipponHungary/



ヨーロッパ人との仕事とコミュニケーション： 実践的アプローチ

Sudy&Co.は欧州と日本の文化の相違により生じる壁の懸け橋となることを目指しています。各企
業の要望に基づいたオーダーメイドのトレーニングと 1 日完結型の公開セミナーを日本人や日本
とビジネス関係にあるハンガリー企業、ハンガリーでビジネスを行う日系企業のために企画・開
催しています。ここをクリックすると、トレーニングに関して詳しい情報をご覧いただけます。
ご質問等がございましたら、ご連絡ください。

参考および出所：
http://www.mofa.go.jp
http://bbj.hu/business
http://www.szon.hu
ゴム報知新聞 https://gomuhouchi.com/tire/1756/

Mernok u. 39.
Tel.: +36-1-883-3687




Budapest 
www.sudy.co.hu
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