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スリランカ自動車市場の魅力と	
アフターマーケット	

２０１６年２月２７日　川崎大輔	



ポイントのまとめ（１）	

︎　ASEANとスリランカ自動車市場の概略	
・ASEAN主要国の自動車保有台数は全体的に右肩上がりで推移をしている。一方で、スリランカは2009年の内戦
終結以降の市場拡大が大きい。	
・スリランカの経済発展レベルはアセアン諸国に近く、アセアンの飛び地のような自動車普及率となっている。	
	
︎　主要国３カ国とスリランカの特徴	

・タイは輸出と国内需要が半々くらいになっており、ASEAN主要３カ国の中ではしっかりとした「輸出拠点」となって
いる。特徴として、日系メーカーシェアが約９割を占めピックアップトラックの比率が高い市場である。	
・インドネシアでは需要に合わせた生産台数で輸出が少ない。特徴は日系メーカーシェアが約９５％と主要アジア
国では最も高く、大家族主義のためMPV（Mul.	Purpose	Vehicle）という3列シートが主流。	
・マレーシアは3カ国の中で唯一国産車を生産。特徴として純粋な日系メーカーシェアはタイ・インドネシアに比べ
ると低く約４０％ほどとなっており、乗用車（セダン）の比率が高い。	
・スリランカは国内生産がほぼなく、自動車輸入国である。日系メーカーシェアは市場の保有台数で約５０％、乗
用車・商用車の割合は半々になっている。HV車の比率が高い。	
	
︎　スリランカの魅了と自動車産業の特徴	

・６年前の内戦終結によって自動車産業が拡大、２０１５年１月の新政権樹立によって日本も含めたバランスある
外交政策へとシフト。地理的優位性、外資手つかずの小売市場、親日的な国民性により日系企業による自動車
アフタービジネスの可能性が広がっている。	
・スリランカの自動車市場の特徴は、需要ベースでなく政策ベースの市場、日本からの高年式のHVが多くを占め
ていることである。	



ポイントのまとめ（２）	

︎　スリランカの自動車アフターマーケット	
・「中古車市場」の特徴として、流通メインプレーヤーは中古車販売店のみである。中古市場の統計データは皆無
のため中古車販売店へのインタビューによる推測を行う。市場規模が需要で動かず、政府の政策次第で動いて
しまうのが課題である。	
	
・「整備市場」は新車ディーラー、整備会社、パパママショップの３プレーヤーが存在。整備の需要が高まっている。
特にHV車の整備場所が足らない。スリランカで最大規模の整備会社Auto	Miraj（オートミラージ）では、板金、塗
装を含む総合整備サービスとそれに伴う部品の小売を行い2次ユーザーの市場を拡大している。	
	
・「自動車金融市場」の特徴として、キャプティブがオートローン市場全体の６割を占める。中古車購入者の６５％
がローンを利用し貸出金利は９〜１０％ほど、頭金（新車２０％、中古車３０％）、期間は５〜７年である。	
	
・「自動車メディア」は最近C	to	CからB	to	Cへシフトしてきている。主要なかーメディアは４つあるがIkmanが最大規
模で約９万台の自動車掲載台数である。	
	
・「自動車中古部品」の多くは日本からの輸入である。月に１コンテナ、仕入れ８０万円、２００万円ほどで販売が
なされている。	
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はじめに　ASEANとスリランカ自動車市場概略	



主要ASEAN６カ国の自動車保有台数推移	

経済成長による所得増加により自動車保有台数増加	（千台）	

出所：矢野経済研究所資料より	
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スリランカ自動車保有台数推移	

（千台）	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	

乗用車	 340	 343	 348	 352	 353	 355	 400	 430	 460	

商用車	 395	 400	 404	 408	 409	 413	 450	 490	 510	

合計保有台数	 735	 743	 752	 760	 762	 768	 850	 920	 970	

参照：OICAデータより川崎作成 

内戦終結（2009）後の輸入車抑制施策からの解放	

2010年6月に中古車の
関税を大幅引下げ市場
に自動車が流れ込んだ	
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ASEAN各国とスリランカの経済概要比較	

〜発展のレベルはアセアン諸国に近い〜	 “ASEANの飛び地か？” 	



主要ASEAN６カ国とスリランカの自動車普及レベル	

1000人当たりの自動車保有台数	

２０１３年のデータより川崎作成	
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スリランカの自動車普及レベル	

〜千人あたりの自動車保有台数はアセアンに近い〜	

2010年6月に中古車の関
税を大幅引下げ市場に自

動車が流れ込んだ	

千人あたり保有台数は４６台	

参照：OICAデータより川崎作成 
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1．ASEAN主要国３カ国とスリランカの特徴	



主要ASEAN３カ国の生産・新車販売台数（２０１４）	

出所：ASEAN	Automo.ve	Federa.on(2014)データより川崎作成	

◆　タイは輸出と国内需要が半々くらいになっており、内需以上の生産を行い「輸出拠点」となっている。	
◆　インドネシアでは国内需要に合わせた生産台数で輸出があまり行われていない。	
◆　マレーシアは3カ国の中で唯一国産車を生産。生産販売台数を超える販売台数を輸入車がまかなっている。	
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スリランカの生産・推定新車販売台数（２０１４）	

出所：Department	of	Motor	Traffic	(2014)データより川崎推測	

◆　2014年の推定新車市場規模は35,00台ほどで、国内での生産はほとんどない。Microというメーカーが中国車
などのOEMを行い、スリランカ国内でも販売を行っている。ネパール、パキスタン、インド、バングラディッシュなど
への輸出を開始している（ボリュームは不明）。	
◆　未登録の販売人が多く統計が取れない為、スリランカでは新車販売台数は取ることができない。その為、
DTL(Department	of	Motor	Traffic）が出している新登録台数で全てを推測する必要があります。	

（注）	

（注）生産台数のデータが不明のため、Micro（スリランカ唯一の
自動車OEMメーカー）のスリランカ販売台数を利用	
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タイ・インドネシアの自動車メーカーシェア（２０１４）	

出所：Marklines(2014年）データより川崎作成	

◆　タイは日系メーカーシェアが約９０％の高いシェアを占める。1位がトヨタだが、いすゞはピックアップ車という車
種構成の中全体で２位のシェアを持っている。	
◆　インドネシアはトヨタグループ（トヨタ、ダイハツ）でシェアの半分を占める。日系メーカーシェアが約９５％と主
要アジア国では最も高い。	

メーカーシェア（タイ）	 メーカーシェア（インドネシア）	



マレーシアの自動車メーカーシェア（２０１４）	

出所：Marklines(2014年上半期）データより川崎作成	

◆　マレーシアは国産車メーカー（プロドゥア、プロトン）のシェアが約半分を占めている。日系メーカーではトヨタ
が１位で、純粋な日系メーカーシェアはタイ・インドネシアに比べると低く約４０％ほどとなっている。		

メーカーシェア（マレーシア）	



主要ASEAN３カ国の乗用・商用別市場（２０１４）	

出所：ASEAN	Automo.ve	Federa.on(2014)データより川崎作成	

◆　マレーシアは乗用車比率が高く、一方でタイは商用車比率が高くなっている。	
◆　インドネシアは乗用車比率が高いがMPV（Mul.	Purpose	Vehicle）という3列シートが主流になっている。		
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スリランカの乗用・商用別市場（２０１４）	

◆　スリランカでは意外と商用車も比率が高い。今まではインド製（マヒンドラやタタ）が多かったが、中国製と日
本製も増えてきている。	

出所：Department	of	Motor	Traffic	(2014)データより川崎作成	
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タイ、マレーシア、インドネシアの売れ筋モデル	

タイ	

インドネシア	

マレーシア	

トヨタ　ハイラックス	 いすゞ　D-MAX	
トヨタ　VIOS	

トヨタ　アバンザ	 ダイハツ　せニア	
トヨタ　アギア	

ダイハツ　アイラ	

プロドゥア　マイビー、ビバ	 プロトン　サガ	

人気は	
ピックアップ！	

大家族主義は	
３列シートの
MPV！	

国産メーカーの
セダンが主流	



スリランカの売れ筋モデル	

スリランカ	

トヨタ　カローラ　アクシオ（HV）	

トヨタ　アクア（HV）	

関税の安さがあり
ハイブリッド人気！	

ニッサン　X	trail	(HV)	
スズキ　スディングレイ（HV）	

ホンダ　ベゼル（HV）	

ホンダ　フィット（HV）	

トヨタ　プリウス	

トヨタ　VOXY（HV）	
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2．スリランカの魅力と自動車産業の特徴	
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光輝く（スリ）島（ランカ）の基礎情報（１）　	

◆国名：スリランカ民主社会主義共和国	
	
◆面積：65,610㎢（北海道の0.8倍）	
	
◆人口：2,068人（2014年）	
	
◆首都：スリジャヤワルダナプラコッテ	
	
◆言語：（公用語）シンハラ語、タミル語	
　　　　　（連結後）英語	
	
◆民族：シンハラ人（73%）、タミル人
（18%）、スリランカムーア人（8%）	
	
◆宗教：仏教徒（70%）、イスラム教（9%）、	
ローマンカトリック教（11%）	
	
◆1人あたりGDP：3,558ドル（2014)	
	
◆日系企業：約120社（2014年JETRO調べ）	
	
◆在留邦人：1013人（2014年大使館届出）	
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スリランカの基礎情報（２）	

◆元首：シリセナ大統領	

︎1948年　英連邦内の自治領セイロンとして独立	
︎1972年　国名をスリランカから共和国に改称	
︎1978年　議員内閣制から大統領制へ。現国名に改称	
︎1983年　LTEEとの内戦本格化　	

長い時を経て、、、、	
︎2009年5月　LTTEとの内戦終結	
︎2010年1月　大統領選挙繰り上げ実施・現職が勝利	
︎2010年4月　総選挙実施・与党連合が大勝	
︎2010年9月　憲法改正（大統領の3選が可能に）	
︎2010年11月　ラージャパクサ大統領・2期目開始	
︎2015年1月　シリセナ新政権樹立（9年に及んだ前大統領に変わり新大統領就任）	
︎2015年8月　総選挙で統一国民党（UNP）が第一党となり（106議席獲得）、スリランカ自由党（SLEP）

と大連立を組み安定政権を樹立	

◆6年前に内戦が終結した後の本格的な経済活動再開や海外投資の活性化により、国内経済は確
実に右肩上がりの成長を続けている。経済成長率は６％前後で推移している。それに伴い、自動車
に対する需要は確実に高まっている。現在人口当たりの車両所有台数は世界１３０位。	
	
◆２０１５年１月実施の大統領選挙により、３選を目指したラジャパクサ大統領がシリセナ候補に敗れ、

新政権が樹立した。シリセナ新大統領は中国重視の前大統領からの政策から、日本・インドとも交流
改善を強め、バランスのある対外政策を実施する予定。	



スリランカの魅力	

（１）　地理的優位性　　	
アジア、インド、中東、アフリカへのゲートウェイと成り得る地理的優位性を活用したビジネス	
（英語でのビジネス容易）	
	
（２）　外資手つかずの小売業市場と拡大する自動車市場	
旺盛な消費意欲によって急速に小売店舗などが増える中、外資企業はほとんどない。さらに自動車	
市場はまだまだ飽和状態に達しておらずこれから新車・自動車アフター市場の拡大が見込まれる。	
全国にネットワークを持つ地場企業との提携などで早期参入による先行者利益獲得が可能	
	
（３）　親日的な国民性	
消費経済を活性化させる中間所得者の拡大による国内市場の広がり。	
十分な消費者市場が存在し、中間層の拡大により自動車需要の高い伸びが期待	
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（１）地理的優位性　“インド洋の東西シーレーンを結ぶ”	
〜スリランカからのNEWマーケットの可能性〜	

N(North)　＝　インド、パキスタン、バングラデシュ	
E(East)　＝　アセアン	
W(West) ＝　中東、アフリカ	

E	

N	

W	
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加工貿易ビジネス（整備事業、塗装板金）拠点	
〜日本から中古車を輸出し製品化して第三国へ〜	

◆　製品をスリランカへ輸入し、加工して再輸出	
◆　輸入した製品に１０％以上の付加価値をつければ	
　※関税輸入税免除、外為法の適用除外、輸出入管法の適用除外	

N	

W	

E	

輸入	

加工	

（実例）“Global	Auto	Manufacturing”(自動車の整備工場)、保税区で整備を行い、ハンバントータに来
た自動車を整備して、３年未満の車はスリランカ国内へ、それ以上の車齢の車はアフリカなどへ持っ
ていくビジネスを展開予定で工場設立中。 	
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ロジスティックサービス（自動車中古部品）拠点	
〜日本から中古部品を輸出し荷物補完、輸送の中継地点へ〜	

◆倉庫業　◆外国顧客のための荷物補完・輸送　◆中継貿易ビジネス　◆保税倉庫運営	
　※関税輸入税免除、外為法の適用除外、輸出入管法の適用除外	
	

N	

W	

E	

輸入	

倉庫	

※スリランカの港は物流コストも安い 	
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自動車部品製造ビジネス（製造・組立）拠点	
〜スリランカの工場で自動車部品の製造・組立を行い第三国へ〜	

（実例）　伊藤スプリング製作所は、自動車のハーネス部分を製造。取引先は日本、欧州、アジア、
中米と多方面にあるが、各地の中間地点に位置するスリランカから全仕向け地に輸出している。	

N	

W	

E	

製造・組立	
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中古車再輸出拠点	
〜アセアンから輸入された中古車の西側諸国への再輸拠点へ〜	

N	

W	

輸入	

再輸入	

※ハンバントータ港	

日本からの中古車のほとんどは現在、ハンバントータ港に送られる。一方で、タイや中国からの中古
車などもハンバントータ港に一度送られ、他国へ再輸出がされている。	



ハンバントータ（中古車陸上げ港）	
	

◆　前大統領の地元のハンバントータ。大統領のトップダウンで作られた巨大投資の港。1,2期工事が終了し日本から
の中古車が入る程度の規模だが、トータル４期工事で２０１８年の巨大なハブ港としての完成を目指している。	
◆　第1フェーズは4隻分、第2フェースは7隻分、月約25隻が入港。新税制になって動きは鈍っている。	
◆　ローカル（スリランカ向け）と再輸出（主にタイ、中国から）の両方。販売できない車は整備しでアラブ諸国へ行く。	
◆　ワンストップ（通関）はコロンボで行い、コロンボまでは自走か積載車で運ぶ。	

【2014年】	
総取扱船数：260隻	
総輸出入自動車数：198,426台　（内スリランカ国内への輸入:37,631台／再輸出:160,795台）	

スリランカ国内：再輸出　＝　２０％　：　８０％	



ハンバントータ（中古車陸上げ港）	
	

ハンバントータ港の管轄事務所	

ハンバントータ港の入り口	

ハンバントータ港	

タイや中国からの再輸出される中古車	 タイや中国からの再輸出される中古車（２）	



ハンバントータ（中古車陸上げ港）	
	



ハンバントータ（中古車陸上げ港）	
	

ビデオ	
	

・ハンバントータ港	
・朝のコロンボ市内	



Mirijjiwela 保税加工区	
	

◆　比較的ハンバントータ港に近いところにある保税加工区（工業団地）Ｍｉｒｉｊｊｉｗｉｌａ　ＥＰＺ。将来、中古車の修理や
サービスを行う際にはこの加工区を利用し、再輸出しまうとすべての税が免除されるという特典があります。	
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1000人当り保有台数(自動車普及レベル) 	

（２）外資手つかずの小売上と拡大する自動車市場	
〜自動車普及率がまだ低く、拡大する余地が大きい〜	

・市場飽和の判断基準 最大都市=普及率最低 	
・なお,普及率=GDP(ドル)×0.02	
	
➡︎　スリランカの自動車市場はまだ拡大する 	

　	 1000人当たり自動保有台数(2014)	

タイ	 226	

インドネシア	 77	

スリランカ	 46	

　	 1000人当たり自動保有台数(2014)	 1人当たりGDP(ドル）	 適正レベル　係数（0.02)	 　	

タイ	 226	 5780	 116	 226 ＞　１16	

インドネシア	 77	 3535	 71	 77 > 71	

スリランカ	 46	 3560	 71	 46 < 71	

◆　スリランカの経済成長6％が6年続くと1人当たりGPDは5,000ドルを越す 	
◆　2020年に1,000人当たり保有台数は100台となり自動車保有台数は200万台	
◆　10年で廃車と仮定すれば年間新登録車台数は20万台	

今後の展望	



日本がッC歳社会への復帰を果たした１９５１年のサンフランシスコ講和条約（吉田茂首相調印）。スリランカのジャヤ
ワルダナ代表の「日本は自由であるべき」という演説が、最初に国家として日本の独立を支援。	

（３）親日的な国民性	
〜長期にわたるODAを通じてのスリランカへの経済協力〜	



スリランカの自動車市場の特徴	

（１）　需要ベースではなく政策ベースの市場　　	
市場の波が激しい。２００９年内戦後の市場は政府が輸入税率を弁として利用して台数を	
コントロールしている。そのため急激に上がって急激に落ちるような上下を繰り返す。	
	

（２）　日本からの輸入車が多くを占める市場　　	
１９４８年までイギリス領であり右ハンドル車に限定されるため日本車の人気が高い。同じ車種でも	
タイ製よりも日本製が好まれている。輸入車の特徴として（１）右ハンドル、（２）車齢規制（２年以内）、	
（３）高価格（車齢規制に比例、および高い関税）、が他国とは異なる点だ。	

	
（３）　高年式ハイブリッド車が大人気	
政府として環境対策として低燃費車に対する優遇を打ち出している。そのため（１）高年式HV車、	
（２）軽自動車、（３）電気自動車、などが人気がある。	
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2015年10月18日には輸入業車による価格申告制度が廃止され、11月20日には新しい輸入税が交付され、政府の
財源を税制で確保する意向が強く出た改訂で大幅な増税となっている。潜在需要は高いが、交通渋滞や環境問題、
さらには税収入などの状況によって、政府による政策ベースの市場となっている。 

2009年5月に内戦
終結し、乗用車を
中心とした大幅な
増税	

2010年6月に物品税等
の輸入税の引き下げ
で輸入が増加傾向	

出所：Department of Motor Traffic データより川崎作成	（注）乗用車：　Motor Cars / 商用車：Dual Purpose Vehicle + Buses (DMT統計カテゴリー）資料	

2011年1月に付加価値
税（VAT）を20%から12%

へ引下げ	 2012年3月に輸入税引
上げと車齢の改正	

2013年に車両課税対
象額（FOB価格）の減
価率が変更となり実質

的な増税	

2014年110月にバス・トラッ
ク等商用車は減税、および

1000cc以下の車は減税	

2015年1月30日にハイブリッド車の
関税が大幅に上昇することで日本

のオークション価格にも影響	

需要ベースではなく政策ベースの市場	
〜スリランカの新中合算登録車（商用車含む）台数推移〜	

新登録車台数（乗用車）	 新登録車台数（商用車）	



スリランカ新登録車販売（商用車含む）台数の展望	

潜在需要はまだあるが、政府によるコントロールに大きく左右されているのがスリランカの自動車市場である。前述
のように経済成長6%以上と続け、2020	年までに200万台／年間の新登録車台数が行くとするのであれば政策によ
る上下が激しいと予測される。一方で、今年（2016年）は15年の増税の影響が11月の予算時期まで引っ張られる可
能性があり、登録台数は2014年と同じくらいまで落ち込むと予想されている。	

出所：Department of Motor Traffic データより川崎作成	（注）乗用車：　Motor Cars / 商用車：Dual Purpose Vehicle + Buses + Lorries (DMT統計カテゴリー）資料	

2015	 2016	 2017	 2018	 2019	
※2015年の乗用車は約7万台で2016年は
3.5万台ほどに戻るのではと言われている。	
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国の政策によって上下の波は激しいが動きは新中合算の登録台数に比例している。スリランカ国内での生産がな
いため、新車であっても全て輸入をする必要があり関税の影響に左右される。	

日本からの輸入車が多くを占める市場	
〜日本からの輸入車比率の推移〜	
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日本からの輸入台数	
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日本における新車販売市場（２０１４）でのハイブリッド販売比率が約４割に比較し、スリランカでは５割を超えている。	

HV	 Non-HV	

スリランカの新規登録乗用車に占めるHV車の割合（２０１４）	

高年式ハイブリッド車が大人気	
〜日本のHV比率　　< 　スリランカのHV比率〜	

HV	



新車市場　インタビュー（TOYOTA	LANKA）	

スリランカで自動車シェアで日系ではトップのトヨタ。修理工場現場、部品倉庫など、16,000㎡に及ぶ広い敷地を保有
するディストリビューター兼ショールームを訪問しインタビュー。	

※トヨタショールーム ※コロンボでは最も大きいトヨタのディストリビューター兼ショールーム 
《スリランカの新車市場》	
	
＊２０１４年の新車販売台数は、約３４０００台（すべてのメーカー）。２０１５年は約７００００台、２０１６年は再び３万台に戻るのではないかと予測。	
＊政府は税金を下げ、１０００CC以下の軽トラックを積極的に輸入し始めた。そのため新車マーケットが拡大したという経緯がある。多くが、シェアナンバー１
はマルチスズキのインド製であり、直近では４０００台／月を輸入している。政府が特別輸入税を設定し優遇税制を得ているため、価格競争力がある（トヨタ
の小型車はダイハツブランドがあるかまだ税金が高い）。	
＊政府系の特別な者に付与されるスペシャルパーミットが発行され、高級車の税金が下がり高級車の輸入が楽になり通常顧客が購入する車が高級車へと
シフトしていた。一方で、2015年11月の税金改正時にスペシャルパーミットはやめると発表があり、その後公務員がストライキ。まだ結論は付いていない 	
＊三菱は４ショールーム、日産２ショールーム、マルチスズキは１５０００台／年、ホンダ１ショールーム、マツダ２ショールーム（２ディストリビューター）。	
＊新車販売台数シェアナンバー１はインドのマルチスズキ、ナンバー２はインドのマヒンドラ（軽トラック）。日系メーカーではトヨタがナンバー１。	



トヨタ市場　インタビュー（TOYOTA	LANKA）	

※プリウスC（販売価格約５００万円） 

※プリウス（販売価格約６００万円） ※ランドクルーザー ※スペックおよび価格表 

《トヨタランカの状況》	
＊トヨタの新車販売台数は１６００台／年。トヨタ車に関して中古車規模は７〜１０倍の規模の１５０００台〜／年のイメージ。まだ、税金で

車体価格は高い状況である。	
＊スリランカでは、トヨタのディストリビューターが１つ。全部で３つのショールームがある。３S（コロンボ）、３S（南コロンボ）、１S（クルナガ

ラ）、パーツ&サービスのみの2Sも別にある。サービスは店舗で１２０台／日。	
＊トヨタの車種は、日本からハイエース、フォーチュナー、ランクル、プラド、プリウス、カムリ。タイからハイラックス、フォーチュナー、カロー
ラ、ヤリス。インドネシアからアバンザが入ってきている。売れ筋はプリウスとアクア（５２０万円）。	

＊保証は、ハイブリッドは４年で１０００００Km。ノンハイブリッドで３年。ローン利用率は８０％で、頭金は３０％、期間は６０ヶ月。	
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3．スリランカの自動車アフターマーケット	
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「スリランカの中古車市場」	



44

日本の中古車流通構造	
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◆中古車登録台数は各名義変更があるたびにカウントされている。そのため、実際の中古車小売台
数と中古車登録台数には差異が生じる。	
◆一般的に、中古車専門買取店、中古車販売店の場合は名義変更は行わない。しかし、新車ディー
ラー経由の場合は名義変更が行われる事が一般的に多い。	
◆オークションから中古車販売店に流通する際には名義変更があるときと、ないときがある。名義変更
で必要な印鑑証明の期間が３ヶ月であることからオークションのルールがあり開催月の翌月末までに
販売ができない中古車に関しては名義変更のルールがある。	
◆一般ユーザー（買い手）へ販売する際には名義変更される。	
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アセアン（タイ）の中古車流通構造	
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タイの地方は車が手に入りづらいためブローカーを通じバンコクから地方へ中古車の流通が多く存在。
テントに入っても都市と地方のテント間での転売もあるため、名義変更（登録）回数が３回に増える。　　　	
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※テント：タイの中古車ディーラー	
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スリランカの中古車流通構造	
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プレーヤーが少なく、中古車流通のプレーヤーとなるのが中古車ディーラーだけである。そのため流通
ががアセアン地域に比べて名義変更（登録）回数は少なく１．５回ほどと推測。一方で将来的に都市コ
ロンボから地方都市に車が供給されるようになると登録回数が増える可能性はある。	



スリランカの中古車市場の特徴	

（１）　流通のメインプレーヤーは中古車ディーラー	
オークションや買取店もなく、新車ディーラーでの下取りや中古車販売もほとんど存在しない。そのため	
中古車ディーラーがすべての役割を担うこととなる。	
	

（２）　新しく高価な自動車	
新車に比較しても、高価で高年式の中古車が多い。右ハンドルでなければ走れないという規制、	
２年以内の車は輸入できないという車齢規制があるためである。	

	
（３）　高年式ハイブリッド車が大人気	
政府として環境対策として低燃費車に対する優遇を打ち出している。そのため（１）高年式HV車、	
（２）軽自動車、（３）電気自動車、などが人気がある。	

大前提：スリランカでは新車販売台数の統計がない。中古車の統計は皆無である。	

中古車ディーラーへのインタビューより中古車市場を探る。	



インタビュー（１）　中古車販売店（AA	Auto	Mart）	

スリランカの中心コロンボには中古車販売店が２００店舗以上存在する。中古車販売店密集エリアとなるハイレベル通
りに位置する、比較的大きな中古車販売店（AA Auto Mart）で中古車販売の状況をインタビューしてきた。	

※在庫の多くは高年式のハイブリッド車 
 

《中古車販売の状況（１）》	
	
＊在庫は７５台ある。販売台数は月１２〜１５台ほど。	
＊仕入れは輸入で日本：イギリス：タイ＝７０：２０：１０位の割合。	
＊イギリス、タイなどの自動車との見分けはシャーシ番号もそうだが、オプションでみわけられる。	
（例）パジェロなど、日本製とイギリス製では１００万円以上（日本製が人気）異なる価格差。	
	

※販売店によってそれぞれ得意車種がある 
 



インタビュー（１）　中古車販売店（AA	Auto	Mart）	

※日本業者のステッカーが貼られている車が多く見られる 
 

《中古車販売の状況（２）》	
	
＊在電気自動車のリーフは充電が必要であるがほとんどコロンボのみで販売。	
＊アクアのXアーバンで３５０万円〜４００万円近く。ほとんど税金。	
＊乗り換え期間は個人で５年、法人で３年ほど。	
＊毎年登録が必要でエミッションテストをうける。	

※電気自動車のリーフも数台在庫としてあった 
 



インタビュー（２）　中古車販売店（Suncity	Motor ）	

同じくハイレベル通りで、SUVに特化した中古車販売店（Suncity Motor）の社長に中古車販売の状況をインタビューし
てきた。	

《中古車販売の状況》	
	
＊SUVは１０〜１５台／月に販売している。マージンはアクアで１０〜２５万円、SUVが５０万〜７０万円ほど。	
＊スリランカでは大きな車はディーゼルでないと販売しづらい。	
＊ウェブサイトとしてはAuto	Lanka	を利用している。２０００台の掲載と少ないが、自動車のみで高級志向。	
＊Auto	Lankaの掲載料金は８００〜１０００ルピア（日本円８００〜１０００円）で１台あたり３ヶ月掲載。	
＊Auto	Lanka	のスタッフがディーラーを訪問して写真を撮っている。車が販売されたら電話でキャンセルを伝えるマ
ニュアルオペレーション方式。	

※主にSUVの車を中心とした品揃え 



元スリランカ中古車組合の代表で、現在はスリランカで最大規模を誇る中古車販売店”MAGNI　HOLDINGS”のネー
ウィン会長に会ってスリランカの中古車市場の現状と今後の展望をインタビューしてきた。	

※ネーウィン会長とツーショット 
 

※最大規模の中古車販売店、ここ以外にも店舗がコロンボ内に存在 
 

《スリランカの中古市場の展望》	
	
＊輸入関税は今後高くなるだろう。増税はすべての車に適応されることになるだろう。	
＊理由としては、スリランカにおける自動車の問題は、交通渋滞と環境問題があるためである。	
＊軽自動車の税金は引き続き、安めの税金が続くのではないだろうか。	
＊政府は輸入中古車の台数をコントロールしたいと思っている。	

インタビュー（３）　中古車販売店（Magni	Motor）	
〜会長は元スリランカ輸入組合会長〜	



インタビュー（３）　中古車販売店（Magni	Motor）	
〜会長は元スリランカ輸入組合会長〜	

※日産リーフもコロンボでは人気 
 

※BMWの電気自動車”i3”も在庫としておかれている 
《MAGNIホールティングスの中古車事情》	
	
＊月に５０台販売して、年間６００〜７００台ほど販売している。在庫は３００台ある。	
＊ハイブリッドがやはり多く全体の９０％ほど。残りはガソリン車（ハイエースが多い）。	
＊軽自動車はあまりやっていない。なぜなら重量を乗せると壊れやすくクレームが来るため。	
＊販売のメインは小売で、卸売は全体の１０〜１５％ほどである。	
＊自動車ウェブメディアは、Auto	Lanka,	ikman,	car	mudiの３社で無料掲載。彼らは掲載台数を増やしたいため。週
１回くらいきてくれて写真を撮っていく。掲載台数は１０〜１５台ほど。Ikmanに出すのが一番売れる。	
＊ローン利用率は９５％ほどと高い。顧客が銀行を選択して購入する。選択のポイントは利率。一般的に銀行の利
率は９〜９．５％。プライベート会社では、１１〜１２％となる。頭金は0%の場合もある。ただし、これからの新しい政
府では３０％の頭金が必要になる予定。	
＊仕入れは日本とイギリスから。メインは日本で、イギリスは５％ほど。	



◆　ほぼスズキのワゴンR（ハイブリッド　スティングレイ）。色は白と黒。シルバーはあまりスリランカでは売れない。	
◆　月間１０〜１５台ほど販売（軽自動車のみ）+その他の車（アクア等々）が月５台ほど。全部で２５台ほどの在庫が置
かれている。SBT（現地社長は女性）と神戸オートのステッカーが貼られていることが多い。	

インタビュー（４）　中古車販売店（軽専門）	



インタビュー（５）　中古車販売店（World	Lanka）	

日本の大学を卒業し日本でも中古車ビジネスの実務経験があるサナス氏がスリランカで2011年に設立した会社であ
る。日本とスリランカの中古車市場を語れる稀な存在だ。日本のビジネススタイルを会得しており、綿密な管理営業ス
タイルを確立して、スリランカで自動車販売・輸入事業を行っている。	
	

※在庫の多くは高年式のハイブリッド車（トヨタ） 
 

《中古車販売の状況（１）》	
	
＊販売は２０１４年半には２０−２５台／月であったが２０１５年は１５−２０台／月に減少している。	
＊仕入れる車はほとんどHVでプリウス、アクア、エクシオでかつトヨタが多い。販売は小売：卸売＝７５％：２５％ほど。	
＊輸入の仕入れはほぼ日本から。日本からの仕入れ以外の車は、スリランカ国内での下取りや買取。	
＊スリランカの中古車市場の課題として政府がコロコロと政策を変えてしまう。それによって市場に上下の波ができ
やすい。またパーミットなどがあり市場が落ち着かない	
＊２０１４年は２０台／月の仕入れだが、２０１５年は１０−１５台／月に減っている。	

※最近は多くの販売店がIKMANと提携 
 



中古車市場　インタビュー　（TOYOTA	LANKA）	

※コロンボ市内の朝の渋滞 
 

※コロンボ市内の中古車ディーラー 
 
《スリランカの中古車市場》	
	
＊スリランカの中古車市場の７０〜８０％近くが日本から来ている。２０％ほどがイギリス、残りがオーストラリアなどから輸入されている。	
＊２０１２年は、blue	book（中古車価格表）で中古車の市場価値を決めていた。直近では政府が価値を決めるようにシフトしてきている。

政府は税金を取るため高めの価値（CIF）を設定していることになる。（２０１３年にはFOB価格の減価率変更、２０１５年はFOB価格変更）	
＊自動車輸出政策はスリランアにある多くの政党においての政治キャンペーンの一環として利用される。	
＊直近では政府の中古輸入の増税などにより輸入を引き締める方向性を打ち出している。今後、中古車販売台数は少なくなっていくこ

とが予想されているが、長期的に見れば伸びるだろう。	
＊政府は特に環境に敏感になってきており、EV&PHEVなどの輸入が増えている。三菱もEV&PHEVに関して減税を求めている。	

トヨタも豊田通商を通じてスリランカでの中古車ビジネスの可能性を模索はしている。しかし、すごく難しい状況。実際には、価値評価、
マイレージ等々、トヨタの基準があるためだ。	
＊中古では日産がトレードインを積極的に行っている。そして自分で販売をしている。実際にはディーラーに下取り価格より市場で販売

した方が高い値段が付くため、顧客はサンデーペーパーやビックペーパーなどで売ってしまっている。	
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インタビューから見えてきたスリランカ中古車市場	

◆　中古車ディーラー数はコロンボに２５０〜３００ディーラー	
	
◆　各中古車ディーラーの月間販売台数は１０〜１５台	
	
◆　車両年式が新しいこと、税金が高いことから販売価格が高額	
	
◆　利益は車種によって異なるがおよそ２０万円／台ほど	
	
◆　中古車販売店の仕入れの８割強は日本からの中古車	
	
◆　基本HVの中古車メイン（中古車販売店によってはHV比率が９割を超す）	
	
◆　乗り換え期間はおおよそ５年	
	
◆　中古車販売店の流通は、小売が８割・卸売（他販売店へ転売）２割	
	
◆　中古車販売店によって得意の車種があり、マルチで販売しているところは少ない	
　　（例：HV店、大型SUV店、軽自動車店など）	
	
◆　需要で市場規模が変化するのではなく、政府の施策で変化するのが大きな課題	
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「スリランカの整備市場」	



スリランカ整備市場の３つのプレーヤー	

（１）　新車ディーラー	
ディーラーは新車ディーラーに併設されている一般的な整備工場である。	
《特徴》　エンジンを含めたすべてのサービスを高品質で提供することが可能である。ディーラーの	
サービスに信頼を寄せているユーザーは多い。一方でサービスが比較的高価であるため、メーカー	
保証が切れた後は継続して利用するユーザーは限定的である。新車ユーザーをターゲットとする。	
一方、HVの整備が遅れておりトヨタでは年間１０万台の整備を行っている。その中でHVは４６％を	
占めている。（例）トヨタ　保証４年で１０万キロ 	

（２）　整備会社　　	
ネットワーク化された整備会社で同じブランドで全国に展開している。スリランカで最大規模の整備	
会社はAuto	Miraj（オートミラージ）で全国に16店舗を展開している。	
《特徴》　板金、塗装を含むすべて整備サービスとそれに伴う部品の小売を行っている。	
スタッフに制服を着せて信頼ブランドを構築。主に２次ユーザーをターゲットとしている。	
	

（３）　パパママショップ	
小規模な家族経営で地元のパパママショップ。	
《特徴》　洗車、オイル・バッテリー交換等々、点検含む簡単な整備しかできない。安価なコスト重視層	
である３次、４次ユーザーが主に利用している。	



各プレーヤーの主なサービス	

ディーラーでのサービス（巨大整備工場併設）	 整備会社（Auto	Miraj）での整備	
閑散としてるパパママショップ	

主なサービス	 新車ディーラー	 整備会社	 パパママショップ	

洗車サービス	 　	 ○	 ○	

オイル交換	 ○	 ○	 ○	

バッテリー交換	 ○	 ○	 ○	

タイヤ交換	 ○	 ○	 　	

ショックアブゾーバー交換	 ○	 ○	 　	

ブレーキパッド交換	 ○	 ○	 　	

エンジンチェック	 ○	 ○	 　	

板金塗装	 ○	 ○	 　	



AUTO	MIRAJ	

スリランカで最大規模のネットワークを持つ整備工場ブランド”Auto Miraj”	

※工場内ではハイブリッドのプリウスも整備 
 

※スリランカ全国に１６店舗あるうちの１つ 
 《Auto	Mirajの状況（１）》	

＊スリランカに１６店舗ある。整備がメインである。修理センターが３店舗、ボディーショップ４店舗、サービスセンター９店舗。	
＊スリランカでは７０％が日本車メーカー。低所得者は安い車（インド製）。建機もインドからほとんど来ている。	

＊全部で約５００台／日の車がAuto	Mirajに来ている。月曜日から金曜日が多い。政府系の車は２０台／日が来る。政府の車や
サービスの収益が高い。アクシデント車はボディーショップへ行く。	



AUTO	MIRAJ（２）	

※トヨタのオイルフィルターだが完全な偽物（中国製） 
《Auto	Mirajの状況（２）》	
	
＊パンチガワット（コロンボ１０）には世界中の部品が集まっている。ドゥバイ、シンガポール、タイ、台
湾から来ている状況。トヨタの純正部品は中東から運ばれる。ハンドキャリーも一般的だ。	
＊スリランカに整備工場は、新車ディーラー併設の整備工場と、その他１０か所ほど（全てが整備で
きる状況）。	
＊まだ今、スリランカの整備工場が少ない。日本語を利用して、日本ブランドを前面に出す運営をす

れば非常に成功する可能性が大きい。（日本をリスペクトしている）。	
＊スリランカは整備クレームが多い。部品はまだ足りなく、偽マーケットがあり、箱の印刷だけ本物

にしており、中国から輸入をしている。	
＊スリランカで人気のある部品は、ブレーキパッド、フィルター（オイル・フエル・エアAC　※オイルは
輸入できない）、ボディーペイント（パンバー、ボンネット）、アクセサリー、ホイール、カーワックス

（カーポリッシュ）。	



AUTO	MIRAJ（３）	

※事故車はボディショップへ、これは修理して乗れるレベル 

※工場内はかなりスペースがある 

※制服をフタッフに着せて信頼ブランド 

※洗車も行う 



AUTO	MIRAJ（４）	

※塗装・板金も行える整備工場 
※工場内はかなりスペースがある 
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「スリランカの自動車金融」	



68%	

32%	

ローン利用あり	 ローン利用なし	

オートローン市場の概要	
〜オートローン（二輪を含む）の利用状況（２０１５）〜	

◆　キャプティブがオートローン市場全体の６割を占める。それ以外は銀行がプレーヤーとなる。	
◆　貸出金利は直近の平均で９〜１０％ほど、頭金（新車２０％、中古車３０％）、期間は５〜７年である。	
◆　利用率は、二輪購入が９１％、中古車購入が６４％。新車購入の際はあまり利用はされていないようだ。	



（参考）貸出金利の推移	
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Average	Weighted	Prime	Lending	Rate	(AWPR)の推移 	
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「スリランカの自動車メディア」	



ウェブサイト：http://ikman.lk/en/ads/cars-vehicles-in-sri-lanka-391	
登録車数：90,000 
掲載車販売価格（Rs）：700,000 – 1,500,000 
掲載料：無料 

運営会社： Auto Lanka　（スリランカで最も古い自動車ウェブメディア）	
ウェブサイト：http://www.autolanka.com/ 
登録車数：1,000-2,000 
掲載車販売価格（Rs）：800,000 – 9,000,000 
掲載料：Rs800-1,000　１台（３か月） 

運営会社： CARMUDI	
ウェブサイト：http://www.carmudi.lk/ 
登録車数：4,000 

運営会社： AUTO MART	
ウェブサイト：http://www.automart.lk/ 
 

◆　最近はC	to	CからB	to	Cへシフトしてきている。やはりお店での購入の方が商品の信頼性という部分で評価されつ
つある（ディーラーは２０−３０％、個人が７０−８０％ほど）。 	
◆　今回は車が掲載されているサイトに関してリサーチをしており主要なサイトは４つとなります。	
◆　売却済みになっても載せたままの車も多数ある可能性や他のサイト含め複数掲載もあり、各サイトの掲載数の
合計が中古市場に出回っている数というわけではない。	

中古車メディアサイト	
〜オートローン（二輪を含む）の利用状況（２０１５）〜	
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「スリランカの中古部品」	



中古部品販売店	

◆　今では自動車部品販売もウェブを利用している。なお、中古部品はすべて日本から持ってきており、月に１コンテ
ナ、仕入れ８０万円、２００万円ほどで販売がなされている。	



JAPAN	LANKA	AUTO	PARTS	

コロンボで最大の中古部品販売店 

※ハイレベルロード沿い ※入り口は広そうに見えないが奥が深い 



JAPAN	LANKA	AUTO	PARTS	

※入り口はかなり怖いが、、、 ※整理整頓 

※パーツごに陳列 ※在庫数と品揃えは周辺に比べてピカイチ 



※スリランカの国産車「マイクロ」 ※大成建設が協力した日本とそっくりの高速道路	
 

※インドメーカータタのナノのタクシー！1キロで40円ほど ※コロンボ街中は通勤時間帯は交通渋滞 

いろいろあるスリランカ	
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最後に	
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最後に	

〜スリランカはセレンディピティ（Serendipity）の国〜	

※セレンディピティ：思わぬ偶然から価値あるものを発見すること	

スリランカは多くの優位性がありながら、まだ十分に活用されていない
国です。スリランカで新しい自動車アフタービジネス展開の可能性を引
き続き探っていきたいです。	

アフリカへの中古
車輸出の中継地
点となりうるか？	

アセアンプラス・
ワン？	

インドへのゲート
ウェイか？	

自動車中古部品
の集積地か？	 日本からの中古

車商品化工場？	

中東への自動車部品
の製造拠点なのか？	

日系の中小自動
車関連会社に優

位？	

ハイブリッド車専門の
整備工場需要増加？	

税制が不安定、
販売よりもアフ
アービジネス？	



 
	

ご質問等ございましたら、	
お気軽に下記までご連絡ください。	

ASEAN PLUS CONSULTING LLC

川崎　大輔(Daisuke Kawasaki) 
Mobile. (+81) 80-3270-2760

kawasaki1@gmail.com

本資料の全部もしくは一部の引用、複写、転送、開示をされることは、ご遠慮いただきますようお願いいたします。	


