
1

ネパール投資ガイド

ネパール投資ガイド

ネパール政府  
産業省

ネパール投資庁



ネパール投資庁事務局より、本書発行に助成を

いただいた国際協力機構（ＪＩＣＡ）及び英国

際開発省（ＤＦＩＤ）に深く感謝を申し上げま

す。また、研究調査にご協力いただいたネパー

ルサムリッディ財団及びFACTSネパールチーム

にも感謝の意を表します。その他、本書への情

報提供に貢献いただいたネパール政府機関、民

間団体、各分野の専門家及び個人各々にも御礼

申し上げます。最後に、本書のデザイン、レイ

アウトを担当して頂いたペンタグラム社にも謝

意を表します。

謝辞

デザイン、印刷制作: Pentagram, 5171078 
business.pentagram@gmail.com

免責事項
不許複製・禁無断転載。発行者の書面に

よる事前許可なく、本書の全部もしくは

一部を複製、複写、転載することの一切

を禁ずる。本書に記載された内容につ

き、著者もしくは発行者は法的責任を

負わない。

発行者
ネパール投資庁

ネパール投資庁事務局 
ICC Complex, New Baneshwor, 
Kathmandu, Nepal      
電話: 977-1-4475277, 977-1-4475278
ファックス: 977-1-4475281
Eメール: info@ibn.gov.np   
ウェブサイト: www.ibn.gov.np

著作権
ネパール投資庁

ネパール投資庁事務局, 
ICC Complex, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal 

使用用紙
環境に配慮した上質紙を使用



ネパール概要 05

基礎情報 06

主要経済指標 07

戦略的優位性 08

ネパールへの投資方法 09

投資開放領域 10

事業開始手順 11

外国投資許可機関 12

会社登記 14

税務登録 15

特定業種登録 16

外国人のビザ 18

労働法 19

税制 21

輸出と輸入 23

事業用地及び知的財産に係る規定 25

工業地域及び経済特区 26

環境クリアランス 27

紛争解決 27

目次

セクター別ビジネス機会 28

水力発電 29

運輸交通 30

農業 31

観光 32

情報通信技術 33

鉱業 34

保健、医療、教育 35

金融機関 35

付録１．外国投資の制限・禁止分野一覧 36

付録２．関連機関・組織等リスト 37



BPO ビジネスプロセスアウトソーシング

BS ビクラム暦（ネパールの暦）

CRO 会社登記事務所

DG (官公庁の）局長

DOI 産業局

EIA 環境影響評価

EPR 環境保護法

FDI  直接外国投資

FITTA 外国投資及び技術移転法

FY 会計年度

GDP 国内総生産

GNI 国民総所得

GSP 一般特恵関税制度

IBN ネパール投資庁

ID 工業地域

IEE 初期環境調査

INR インドルピー

IPB 投資促進庁

IRD 歳入局

NPR ネパールルピー

NTB ネパール観光庁

PAN 永続会計番号（パンナンバー）
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PIA プロジェクト投資契約

PPP 購買力平価／官民パートナーシップ

SEZ 経済特区

SEZDC 経済特区開発委員会

USD 米ドル

VAT  付加価値税

WTO  世界貿易機関

略語
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基礎情報
宗教

世俗国家；ヒンドゥー教 (81.3%)、仏教 (9.0%)、イスラ

ム教 (4.4%)、キラント教（3.1％）、キリスト教(1.4%)1

地理（南から北の順） 
タライ平野地帯：標高59～700m

丘陵地帯：標高700～3,000m

山岳地帯：標高3,000～8,848m

通貨

ネパールルピー（NPR, Nepali rupee）

1 米ドル　= 107 ネパールルピー（2017年1月1日現在）

1 インドルピー = 1.6 ネパールルピー（固定レート)

国際電話・国番号

+ 977

気候

タライ平野地帯：熱帯／亜熱帯

丘陵地帯：温帯

山岳地帯：亜高山／高山

河川水系（西から東の順で）

Mahakali（Sharda）: マハカリ川流域、西部国境

Karnali（Ghagra）: カルナリ川流域、中西部

Gandaki（Gandak）: ガンダキ川流域、中部及び西部 

Koshi: コシ川、中部及び東部

国家名称	

ネパール連邦民主共和国

地域

南アジア

首都

カトマンズ（ネパールの中部地域に位置）

人口

28.17   百万人

面積

147,181 平方キロメートル

標高

59～8,848メートル（最高標高地点はエベレスト峰頂上）

標準時

GMT（グリニッジ標準時） + 5時間45分　　　　　　　　

（日本より3時間15分遅れ）

政体

共和国制：複数政党による議会制民主主義 

(議会に選出された首相が、行政の長として責任を負

う。2015年9月に新憲法公布）

言語

ネパール語（デヴァナーガリ文字による表記）

ビジネスでは英語が広く用いられている

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間

カトマンズ

(Kathmandu)

(100万人1)

気温：℃
平均最高 19.1 21.4 25.3 28.2 28.7 29.1 28.4 28.7 28.1 26.8 23.6 20.2 25.6

平均最低 2.4 4.5 8.2 11.7 15.7 19.1 20.2 20.0 18.5 13.4 7.8 3.7 12.1

降水量： mm 平均 14.4 18.7 34.2 61.0 123.6 236.3 363.4 330.8 199.8 51.2 8.3 13.2 1,455

ポカラ

(Pokhara)

(32万人1)

気温：℃
平均最高 19.7 22.2 26.7 29.8 30.1 30.6 30.0 30.2 29.3 27.5 24.1 20.7 26.7

平均最低 7.1 9.2 12.8 15.7 18.4 20.9 22.0 22.0 20.8 16.7 11.9 8.0 3.7

降水量： mm 平均 23.0 35.0 60.0 128.0 359.0 669.0 940.0 866.0 641.0 140.0 18.0 22.0 3,901

ビラトナガル

(Biratnagar)

(21万人1)

気温：℃
平均最高 22.7 26.1 30.9 33.9 33.3 32.9 32.1 32.5 32.1 31.6 29.3 25.4 30.2

平均最低 9.0 11.1 15.6 20.4 23.3 25.2 25.6 25.8 24.7 21.1 15.3 10.5 19.0

降水量： mm 平均 11.7 13.2 13.2 53.1 186.0 302.4 530.8 378.3 298.8 91.8 5.9 6.6 1,892

三大都市（人口ベース）の気候データ

出典：世界気象機関（World Meteorological Organization）（1981-2010）

1人口は2011年の国勢調査に基づき順位付けしたが、表中の数値には、2015年の推計人口を記載
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細目 2011 2012 2013 2014

人口（百万人） 27.18 27.50 27.83 28.17

国内総生産（GDP）(百万米ドル） 18,913.5 18,851.5 19,271.1 19,769.6

GDP成長率（%） 3.4 4.8 4.1 5.4

一人当たり国民総所得（GNI)(米ドル) 610 690 730 730

一人当たりGNI（購買力平価:米ドル) 2,050 2,170 2,270 2,410

農業のGDP構成比率（%） 38.3 36.5 35.0 33.7

工業のGDP構成比率（%) 15.4 15.5 15.7 15.6

サービス業のGDP構成比率 (%) 46.3 48.0 49.2 50.7

海外就労者からの送金額（百万米ドル) 4,216.9 4,793.4 5,588.9 5,769.7

消費者物価インフレ率（年率、%） 9.3 9.5 9.0 8.4

GDPデフレータ (年率、%） 10.8 6.6 6.6 8.7

出典：世界開発指標（World Development Indicators）2014

北

中国

インド

主要経済指標

山岳地帯

丘陵地帯

タライ平野地帯
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戦略的優位性
地理的な市場優位性

•	 急成長する中国、インドの二大国に挟まれた戦略的

且つ優位な地点に位置し、計26億人を抱える両市場

に、容易にアクセス可能

•	 インドへは無関税、オープンボーダーアクセスが可能

•	 中国へは約8, 000品目に及ぶ無関税アクセスが可能

•	 南アジア自由貿易圏（SAFTA）、ベンガル湾多分野技

術経済協力イニシアチブ（BIMSTEC）等の貿易自由協

定に加盟し、域内の様々な無税措置を享受

•	 潜在的水力発電能力（豊富な水量と急峻な地形に恵

まれた未開発の水源）

•	 ヒマラヤ山脈（世界最高10峰のうち8峰を擁する）と

ユニークな文化遺産との融合による観光業の潜在性

•	 幅広い生物多様性による農業、薬草、アロマ植物研

究等の可能性

 
労働市場の潜在性

•	 人口2,800万人のうちの、61%が生産年齢人口（15～65歳）

•	 英語を話す人口が多い（特に首都カトマンズ）

•	 南アジア諸国と比較して、女性の労働参加率が高い

•	 相対的な労働コストの低さ；2016年2月時点の最低月

額賃金9,700ネパールルピー（約90米ドル)

未開拓市場における高収益機会

•	 ネパールへの外国直接投資は依然低水準で、国内市

場の競争環境は穏やか

•	 ネパールに設立された大手多国籍企業は、高い利益

を出す傾向にある

•	 国内総生産の30%以上を占める海外からの送金によ

り、国民の可処分所得が増加傾向。それに伴い、国

内市場の興隆及び、労働市場にも有能な人材が流入

優良なビジネス環境	

•	 世界銀行グループによる「2017年ビジネス環境報告書

（Ease of Doing Business Report 2017）」では、南ア

ジアでブータンに次ぐ2位にランクイン

•	 ほぼ全ての業種で、外国投資家による株式100%所有が

認められている2

•	 資本及び利益・配当金の本国送金が認められている3

•	 民間セクターの重要性がネパール憲法（2015）に記載

•	 多数の国々と二国間投資促進保護協定 （BIPPA） や二

重課税防止協定 （DTAA） を締結している：

- BIPPA締結国：フィンランド、インド、ドイツ、モー

リシャス、英国、フランス

- DTAA締結国：オーストリア、中国、インド、韓国、

モーリシャス、ノルウェー、パキスタン、カター

ル、スリランカ、タイ

•	 世界銀行グループの多国間投資保証機関（MIGA）へ加

盟済み

•	 世界貿易機関（WTO）へ加盟済み

•	 欧州連合（EU）の「武器以外のすべての産品に対する

無税・無制限枠付与協定（Everything But Arms）」を

通じた、EU市場への無税・無制限のアクセスが可能

•	 米国市場への無関税アクセス－66種の衣料品（2016年

から10年間）が認可対象

2外国投資及び技術移転法（FITTA, Foreign Investment and Technology Transfer Act）1992
3同上
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本項では、ネパールへの投資方法を解説する。外国直接投資の形態、申請・許認可のプロセス、管轄

省庁や関連費用について説明する他、会社登記、税務登録等の方法についても触れる

ネパールへの投資方法
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ネパールでは、様々な産業分野が、外国投資・ビジネ

スに開放されている。政府は外国投資を誘致するた

め、積極的な政策を打ち出しており、産業省産業局

（DOI, Department of Industry）や、首相直轄のネ

パール投資庁（IBN, Investment Board Nepal）など

の政府機関が、投資家にあらゆるサポートを提供する

役割を担っている。2015年に制定された外国投資政策

（Foreign Investment Policy）2015では、外国投資の

受け入れが奨励されている。

外国投資の形態

外国投資に係る法令は、外国投資及び技術移転法

（FITTA, Foreign Investment and Technology Trans-

fer Act） 1992により規定されており、次の活動を外

国投資として分類している：

•	 外国資本による新規事業の設立、又はネパールの国

内事業者や他の外国投資家との合弁会社の設立

•	 国内事業者からの株式移転・取得による投資

•	 国内事業者に対する融資

•	 国内事業者への技術移転

外国投資が制限・禁止されている分野については、

付録１を参照。

外国投資許可の申請

ネパールで外国投資を行う事業者は、事業を開始する

前に、外国投資許可を政府より取得しなければならな

い。許可申請は投資額に応じて、産業局（DOI）もし

くは、ネパール投資庁（IBN）にて実施する。ネパー

ルへの外国資本の参入及び事業の実施の詳細規定は、

外国投資及び技術移転法（FITTA）1992に記載されて

いる。

産業省産業局（DOI,	Department	of	Industry）管轄

投資額が20億ネパールルピー（約2千万米ドル）未満

の場合、産業局局長（DoI/Director General）が外国

投資の許可権限を有する。投資額が20～100億ネパー

ルルピー（約2千万～1億米ドル）となる場合は、産業

大臣を長とする投資促進庁（IPB, Industrial Promo-

tion Board）が外国投資許可の付与権限を有する。

ネパール投資庁（IBN,	Investment	Board	Nepal）管轄

国家として重要度の高い大規模プロジェクトを推進す

る政府機関として、ネパール投資庁が2011年に新設さ

れた。同庁の長は首相であり、100億ネパールルピー

（約1億米ドル）以上の外国投資を取り扱う。又、外

国投資許可を付与する他、決議事項を確実に実行する

ため、各関係政府機関を束ねる強い権限が与えられて

いる。

  > NPR 100億 
(約1億米ドル)

=

< NPR 100億 
> NPR 20億
（約2千万米ドル）
=

< NPR 20億

ネパール投資庁
(IBN)

産業省 
(DOI)

産業省 
(DOI)

産業振興庁  
(IPB)

DOIの局長

ネパール投資庁
(IBN)

投資額別の外国投資許可機関

　　　投資額 　　　　申請 　　承認

注：投資促進庁は産業省の傘下。

投資開放領域
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DOI（産業局）又はIBN（投資庁）との初期相談  

IBNでの外国投資許可申請  

投資額 ≧ 100億ルピー（約1億米ドル） 

DOIでの外国投資許可申請 

投資額 < 100億ルピー 

IBNの承認  

外国投資許可の発行  

会社登録（CRO） 

（ネパールにおける会社登記） 

税務登録（IRDでパンナンバーの取得） 

当該企業の事業開始まで、DOI又はIBNが          
必要な手続き、情報提供をサポート 

IPBの承認  DOIの局長（DG）の承認  

投資額 > 20億ルピー     投資額 ≦ 20億ルピー 

IBNでのPDA/PIAに係る交渉 
（官民連携を用いたIBN管轄プロジェクトのみ） 

環境クリアランス 

（IEE又はEIAの提出）  

 事業が環境保護法の規定に抵触する場合（EPR, 第1又は2項） 

その他の登録、許可取得   
（ビザ申請、商標、用地取得、事業許可等） 

特定業種登録（DOI） 
中央銀行の許可（NRB） 

（銀行口座の開設） 

事業開始手順
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産業局（DOI） 

産業省（Ministry of Industry）傘下の産業局（DOI 

）が、外国投資及び技術移転法（FITTA）に則り、ネ

パールにおける産業、とりわけ中小規模産業の発展と

促進を担っている。産業局が投資額20億ネパールルピ

ー（約2千万米ドル）未満のプロジェクトの外国投資

許可を付与する一方、投資額が20億～100億ネパール

ルピー（約2千万～1億米ドル）規模になるプロジェク

トについては、産業大臣を長とする投資促進庁（IPB, 

Industrial Promotion Board）が外国投資許可を付与

する。

産業局は、外国投資に係る相談窓口業務も担ってお

り、投資家がネパールで事業を立ち上げ、事業を進め

る際、あらゆる支援を提供している。また、知的産業

財産権を保護するための、商標、特許、意匠の登録も

所管している。

手数料等：産業局からの投資許可取得自体に手数料は

かからないが、外国投資許可証を発行する際、ネパー

ル中央銀行（Nepal Rastra Bank）に最大で20,000ネ

パールルピーを預託する必要がある。当該金額は、実

際の事業開始が確認された後、投資家へ返却される。

ネパール投資庁 (IBN)

ネパール投資庁（IBN）は、政府が定める大規模で重

要な投資案件に対し、迅速且つ的確な対応を提供する

ため設置された政府機関である。窓口を一本化し、投

資家サービスを向上する事を目的とし、2011年に新設

された。

ネパール投資庁の業務・役割：

•	 投資促進機関としての役割：ネパールの投資促進業

務を担い、投資家に対して様々なサービスを一つの

窓口（ワン・ウィンドウ）で提供する。適切な政策

策定をはじめ、投資インセンティブの供与、問題発

生時の解決に向けた関連省庁との協力・調整や、民

間投資を奨励する契約条件の策定、締結等を実施。

•	 官民連携（PPP, Public-Private Partnership）実

施機関としての役割：案件の提案や引き合いに際し

て、ネパール政府を代表して契約交渉・締結及び、

案件実施を担う。利益とコストの最適化を実現し、

工期通りにプロジェクトを完了させ、投資効果を最

大化することを目的とする。

ネパール投資庁管轄のプロジェクト:

•	 高速道路、トンネル、鉄道路線、ロープウェイ、ト

ローリーバスの建設事業

•	 国際空港・地方空港の建設、既存空港の近代化及び

管理事業

•	 都市部のごみ廃棄物管理及び処分事業

•	 化学肥料生産事業

•	 石油精製プラント事業

•	 ネパール政府が定める主要な橋梁の建設事業

•	 外国資本51％以上の銀行や金融機関の設立、外国資

本を要する保険・再保険会社の設立

•	 医科大学、ベッド数300床以上の病院、又は養護施

設の設置事業

•	 500MW以上の水力発電事業

外国投資許可機関
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•	 経済特区（SEZs , Special Economic Zones）、輸出

促進特区・輸出加工特区開発、特別工業地域、ITパ

ーク等の事業

•	 資本金またはプロジェクト費用が100億ネパールル

ピーを超えるインフラ関連事業、又は製造業及び、

サービス関連事業（建設業、鉱工業、観光・航空産

業のいずれかに属する事業） 

 

競争入札に付すことなく、ネパール投資庁との直接交

渉による案件実施も可能である。投資庁法（Investment 

Board Act）2011では、以下の場合に限り、ネパール投資庁

の権限による直接交渉が認められている：

•	 案件重要度が極めて高く、少なくとも2回、競争入

札を実施しても代替する提案がなされない

•	 競合が存在しない

•	 新しい技術や構想が含まれる

•	 案件想定費用が200億ネパールルピー以上

•	 投資庁法で規定する競争入札以外の手続きの採用が

適切でない案件

左記の場合に限り、投資希望者はネパール投資庁に対

して、競争入札を経ず、直接交渉を申し入れることが

できる。直接交渉を行う場合でも、競争入札にて投資

許可を取得する場合と同様、関連する全ての申請書類

や関連情報を提供し、事前調査を実施しなければなら

ない。

手数料等：ネパール投資庁の管轄案件における費用は

下表の通り

投資許可に関わる手数料等（IBN管轄案件）
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ネパールで事業を開始するためには、投資家は会社を

設立し、登記する必要がある。会社登記を所管する

のは、産業省管轄の会社登記事務所（CRO, Company 

Registrar Office）である。

会社法（Company	Act）2006では、次の2種類の企業形態が定

義されている：

・非公開会社（Private Limited Company）

・公開会社（Public Limited Company）

非公開会社 

•	 株主の数は、1～50人に制限されている

•	 株式の一般公募は禁止されている

公開会社

•	 株主の数は最低7人必要だが、上限はない

•	 最低1,000万ネパールルピー（約10万米ドル）の資

本金が必要

•	 会社法（Company Act）、証券法（Securities Act）

に基づき、ネパール証券取引所（NEPSE, Nepal 

Stock Exchange）における株式公開・公募が可能

•	 銀行業務、金融取引、保険関連取引、証券取引、年

金基金・投資信託、もしくはこれらに関連する事業

や取引を行う会社は、公開会社でなければならない

手数料等：会社登記の手数料は右表の通り

注記：これら表の上限を超える額については、資本金が1,000万ネパールル

ピー増加する毎に、3,000ネパールルピーが追加で課される。

資本金の額 最低登記手数料

0-10,000,000  18,000 
10,000,001-100,000,000  40,000 
100,000,001-200,000,000  70,000 
200,000,001-300,000,000  100,000 
300,000,001-400,000,000  130,000 
400,000,001-500,000,000  160,000 

公開会社の登記費用（ネパールルピー）

資本金の額 最低登記手数料

0-100,000 1,000
100,001-500,000 4,500
500,001-250,0000 9,500
2,500,001-10,000,000 16,000

非公開会社の登記費用（ネパールルピー）

会社登記
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ネパールで事業を開始する企業は、歳入局（IRD, 

Inland Revenue Department）へ税務登録を行う必要が

ある。歳入局は登録申請に対し、永続会計番号（PAN, 

Permanent Account Number、パンナンバー）を各会社

に付与する。また、年間売上高が500万ネパールルピ

ー（約5万米ドル）以上の企業は、付加価値税（VAT, 

Value Added Tax）登録も行う必要がある。より詳しい

税制や税務会計システムについては、当ガイドの「税

制」の項を参照するとともに、税務会計担当者、会計

士及び関係当局へ、登録の必要条件等について要確認

利益・配当、ロイヤルティー等の本国送金
 
外国投資及び技術移転法（FITTA）1992の5条2項及び及

び3項の規定により、外国投資家は、次の資金を本国送

金することが認められている:

a) 事業投資で保有していた株式売却益の全部又は一部

b) 投資から生じる利益または配当金

c)海外銀行が本国から貸付した資金の返済金（元本及

び利息を含む）

d)技術移転に基づくロイヤルティー及び経営支援・一

般管理費（予め技術移転契約書に記載され、外国投

資許可機関により認可済みの通貨による）

e)外国投資家もしくは外国技術提供者が、技術移転契約

に基づいて受け取るその他の対価（予め契約書に記載

され、投資許可機関により認可済みの通貨による）

f)外国投資プロジェクトに従事する外国人のネパール

における収入の一部：労働局（Department of La-

bour)の事前許可を取得した上で、プロジェクトに就

労しているインド国籍以外の外国人は、ネパールで

支給される給与、手当、報酬等の75%を超えない範囲

で、交換可能な外貨に両替の上、本国に送金するこ

とができる。尚、ネパールルピーとインドルピーは

両替自由なため、当項はインド国籍者には適用され

ない

税務登録

左記の本国送金は、税金が完納され、且つ必要な法的

義務が果たされている場合にのみ適用可能である。本

国送金の許可は、事業を統括する関連所轄官庁の推薦

状に基づき、ネパール中央銀行が付与する。所轄官庁

とは、製造業については産業局（DOI）／ネパール投

資庁（IBN）、エネルギー関連企業についてはエネル

ギー開発局（Department of Electricity Develop-

ment）／エネルギー省（Ministry of Energy）、情報

通信産業についてはネパール通信庁（Nepal Telecom 

Authority）／情報通信省（Ministry of Information 

and Communication）等となる。事業形態に応じて都

度、要確認。
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業種 登録／許可機関 詳細

ホテル、ロッジ、レ

ストラン

観光・民間航空省　観光

業課（Tourism Industry 

Division of the 

Ministry of Tourism 

and Civil Aviation）

• 観光業法（Tourism Act）1978の第10条並びに、ホテル、ロッジ、

レストラン、バー及び観光ガイドに関する規則（Hotel, Lodge, 

Restaurant, Bar and Tourist Guide Rules）1981の規則3に従い、観光

業等登録を行う。

• 登録は5年間有効（会社は、5年ごとに再登録しなければならない）。

銀行、金融機関 ネパール中央銀行

（Nepal Rastra Bank）

会社登記事務所（CRO）

• ネパール中央銀行（Nepal Rastra Bank）及び会社登記事務所（CRO, 

Company Registrar Office）が、銀行や金融機関の法人設立を規制。

• 銀行及び金融機関法（BAFIA, Banks and Financial Institutions 

Act）2006が金融機関の法人設立、経営、解散に関する規則を定めている。

• 銀行及び金融機関は、資本金の規模により、商業銀行（Commercial 

Bank、開発銀行（Development Bank）、金融会社（Finance Company）

、小規模融資機関（Micro Finance Institution）の4種に分類される。

• 銀行及び金融機関法（BAFIA）では、銀行及び金融機関の発行済み株式

の最低30％を一般投資家向けに公開する事を規定している。ただし、外

国銀行がネパールに子会社を設立する場合、この規定は緩和される。

食品 食品技術品質管理局

（Department of Food 

Technology and Quality 

Control）

• 食品事業を展開する場合、事業者は、食品技術品質管理局より、事業許

可を取得しなければならない。

医薬品 医薬品管理局

(Department of Drug 

Management）

• 医薬品製造及び医薬品関連事業を展開する場合、事業者は医薬品管理局

より、事業許可を取得しなければならない。

鉱業 鉱山地質局 (Department 

of Mines and Geology）

• 鉱山地質局の事業許可には、次の2種類がある：1．調査や探査目的の試

掘許可、2．鉱物採取のための鉱業・採掘許可。

• 試掘許可の有効期限は、一般的な非金属鉱物の場合は2年間、金属及び

稀少鉱物の場合は4年間。

• 鉱業・採掘許可の有効期限は、プロジェクトの規模に応じて、5年（小

規模）から30年（大規模）の幅がある。

特定業種登録
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教育 教育省（Ministry of 

Education）

ネパール民間航空庁

（CAAN, Civil Aviation 

Authority of Nepal）

保健省（Ministry of 

Health）

• 医療、経営、工学の教育機関を設立しようとする者は、教育省に設立許

可申請を提出する必要がある。

• 航空学校を設立しようとする者は、ネパール民間航空庁に航空学校設立

許可書を申請する必要がある。

• 医療教育機関の設立に関する主な法令は、非政府系または私立

医療研究教育機関の設立、運営、要求規格と必要設備に関する

保健省令（Directiveon Establishment, Operation, Standards 

and Infrastructure of Private and Non-Governmental Health 

Institution）2004である。

• 上記に加え、医療教育機関は大学との提携が義務付けられており、教育

省から許可書を取得する必要がある。

水力発電 電力開発局 (Department 

of Electricity 

Development）

• 電気事業法（Electricity Act）1992に基づくプロジェクトの発電能力

が1,000kWを超える場合、事業者はまず電力開発局より調査許可を取得

し、調査後には、発電・送電・配電許可を各々取得する必要がある。

• プロジェクト提案者は、フィージビリティ・スタディや詳細設計を含む

調査研究を開始する前に、先ず調査許可を取得する必要がある。

• 調査終了後は電力開発局より、建設着手及びプロジェクト運営のための

許可を、別途取得しなければならない。

• 発電能力1,000kW以下の小規模水力発電プロジェクトの場合は、上記手

続きは簡略化される。

• 調査許可の有効期間は最大5年間。

保健医療サービス 産業局（DOI）

商業局（Department of 

Commerce）

保健省（Ministry of 

Health）

• 病院、養護施設、保健サービス、医薬品等の提供に従事する民間機関・

企業並びに製造業者、輸入業者は、それぞれ関係する政府機関（製造業

の場合は産業局、輸入業の場合は商業局）に登録が必要。

• 上記の保健医療関連業の許認可と登録に関する主な法令は、保健医療

施設の設立、運営、水準向上に関する保健省令（Health Institution 

Establishment, Operation and Up-gradation Standard Related 

Directive）2013の3条17項を参照。

• 保健サービス事業を展開するには、産業局に登録をした後、更に特定事

業許可を取得する必要がある。
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外国人に対して発給されるビザには様々な種類がある

が、本項では、事業に従事する外国人の滞在に必要と

なる、以下の主要なビザについて解説する：ツーリス

ト（Tourist）、ノン・ツーリスト（Non-Tourist）、

ビジネス（Business）、居住（Resident）、非居住ネ

パール人（Non-Resident Nepali）

ツーリスト（TOurIsT）ビザ

ネパールに入国する者は、初回60日間の滞在が許され

ている。また、1カレンダー年（西暦で1月1日～12月31

日）の内、滞在合計日数が150日になるまで（追加で

90日まで）ビザの更新が可能である。ツーリストビザ

は、ツーリストの本国にある在外公館、又は到着時の

入国地点にて、所定の料金を支払う事で取得できる。

所定の料金、必要書類、必要日数等は、都度、当該窓

口に要確認。

ノン・ツーリスト（NON-TOurIsT）ビザ

外国人がネパール政府から事前の許可を得て、ネパー

ルの企業やその他組織にて、報酬の有無に関わらず、

一定期間業務を行おうとする際、当ビザが必要とな

る。1回の交付につき最大1年間の有効期限にて発行さ

れ、必要と認められれば延長できる。ただし、3か月を

超えるビザ申請には、内務省（Ministry of Home Af-

fairs）の許可が必要となる。

又、事業実施前のフィージビリティ・スタディを行お

うとする外国人は、産業局（DoI）の推薦状を取得する

ことにより、6か月を超えない範囲でノン・ツーリスト

ビザを取得することができる。

駐在員用ノン・ツーリストビザ

企業やその他組織が、業務上必要な技能を持った人

員をネパールで確保できない場合、事業者は、労働

許可（Work Permit）を取得することにより、外国人

を雇用することができる。外国投資許可機関（産業

局（DOI）又はネパール投資庁（IBN））及び労働局

（Department of Labor）から推薦状の交付を受け、1

回の交付につき1年間有効なビザが付与される。必要

に応じて、5年まで延長することが認められている。

ビジネス（BusINess）ビザ

ビジネスビザは、関係政府機関の推薦により、以下

の外国人（及びその家族）に付与される：

- ネパールで外国投資許可を取得した外国人、及び当

該企業から任命された外国人

- ネパールで輸出貿易事業の許可を取得した外国人

- ネパール産製品を外国へ輸出するための物品仕入

れ、もしくは発注のために、ネパールを訪れている

外国人（輸出貿易事業の許可取得は必要）

1回の交付につき最大5年間有効なビザが発給され、

有効期限は必要に応じて延長される。

居住（resIDeNTIAl）ビザ

10万米ドル相当（又は両替可能な外国通貨での同等

額）の投資を一括で行った外国人は、その投資金額に

応じて、産業局（DoI）、又はネパール投資庁（IBN）

の推薦により、当該ビザを取得できる。1度の交付に

つき1年間有効。

非居住ネパール人（NON-resIDeNT	
NepAlI）ビザ

外国籍を持つネパール出自の外国人が、ネパールでの

居住や、事業・商取引を始める場合、又は就学・教

育・研究活動へ従事する場合、当該ネパール出自の外

国人及びその家族に対して、最大10年間有効の非居住

ネパール人ビザが付与される。

外国人のビザ
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ネパールで事業を開始する投資家が労使契約を締結し

ようとする場合、ネパール政府の定める労働法（La-

bor Act）1992、労働規則（Labor Rules）1993に従う

必要がある。契約対象者が有期雇用の契約社員、雇用

期限のない正社員、あるいはコンサルタントやアドバ

イザーの立場であっても例外はない。本項では、労働

法（Labour Act）1992の概要を説明する。

就業日・時間

法定労働時間は1日8時間まで、週に6日もしくは週に

48時間までである。就業開始時刻及び終業時刻、週休

日（通常、慣習として土曜日）は、雇用主が定めるこ

とができる。

労働年齢

就労年齢は16歳以上と定められている。いかなる理由

があっても、14歳未満の子供を就労させることは禁じ

られている。14歳以上16歳未満の子供（“minor”と

定義される）は、1日あたり6時間までを上限として就

労することが認められている。

雇用契約

ネ パ ー ル の 労 働 法 で は 、 次 の 3 種 類 の 雇 用 契

約 が 認 め ら れ て い る ： 正 規 雇 用 契 約 （ 正 社

員、Permanent）、有期雇用契約（いわゆる契約社

員、Contract　Employment）、タスクベース雇用契約

（出来高払契約、Piece Rate Contract）。

外国人の雇用

世界貿易機関（WTO, World Trade Organization）協定

を受諾しているネパールでは、外国企業が技術職及び

管理職の15％に当たる外国人駐在員を雇用する事を公

認している。外国人労働者のビザ要件については、本

ガイドの「外国人のビザ」項の記載を参照。

賃金及び手当

政府は定期的（概ね2、3年毎）に最低賃金を改定して

おり、最低賃金を上回る賃金が支払われる事を必須と

している。最低賃金には、政府が決定する基本給及

び物価上昇手当（Dearness Allowance）が含まれてい

る。雇用主は賃金に加え、諸手当を支給することも

認められており、一般的な手当として、通勤手当（交

通費）、療養手当、住宅手当等が例として挙げられる

が、これら手当の支給は必須ではない。通例、上記諸

手当を含む実賃金額については、労働者を代表する労

働組合と経営者の間で行われる団体交渉協約によって

定められる。給与の支払方法は、週払い、隔週払い、

月払いのいずれも認められるが、支払い間隔が1ヶ月を

超えてはならない。又、男女とも平等の報酬を受ける

権利が規定されている。

休日及び休暇

全ての労働者は、週に1日（通常、慣習として土曜

日）休日を取る権利を有し、加えて年に13日、国

の定める祝日（公祝日）による休日が認められて

いる。公祝日については、毎年4月半ばのネパール

暦新年前後に発表される公式カレンダーを参照。 

•	 上述の13日の公祝日とは別に、労働者には年間18

日、又は就業日20日毎に1日の有給による帰省休暇

（Home Leave）が認められている。

•	 未消化の帰省休暇（Home Leave）は、最大60日まで

累積が可能で、翌年以降への繰り越しも認められて

いる。

•	 労働者には、年間15日までの半給による疾病休暇

（Sick Leave）が認められている。

•	 女性労働者の出産に際しては、52日間（週休日及び

公祝日を含む）、有給による産休が認められてい

る。産休は、在職中2度まで取得可能である。

•	 本人の配偶者、両親、義理の両親の死亡に際して

は、当該労働者の属する宗教に服喪の決まりがある

場合、忌引休暇（Mourning Leave）が13日まで認め

られている。

•	 上述の帰省休暇（Home Leave）や疾病休暇（Sick 

Leave）に未消化日がない場合、1年で最大30日の無

給による特別休暇（Special Leave）が認められて

いる。

労働法
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当項で解説している休暇・休日は労働者の権利ではな

く、雇用者が付与する便宜であり、労働者（被雇用

者）は休暇を取得するにあたって、原則として雇用者

の許可を得なければならない。但し、労働者自身の病

気・出産、配偶者・両親・義理の両親の死亡の場合は

この限りではない。

不正行為と懲戒処分

労働者の不正行為が発覚した場合、雇用主は懲戒処分

を下す権利を有する。労働法（Labor Act）第50、51

、52条は、不正行為の重大性に応じて、雇用者が科す

ことのできる次の4種の処分を規定している：1.書面

による警告、2.年次昇給（級）の保留、3.停職（暦日

で90日まで）、4.解雇。

人員削減

労働法（Labor Act）では、企業が営業規模を縮小した

り、業務の一部もしくは全てを閉鎖する必要がある場

合、労働局（Department of Labor）を通じた政府の許

可を取得の上、従業員の一部もしくは全てを解雇する

ことができる（労働法第12条）。この場合、雇用され

た順番が最後の労働者（新入り労働者）から、先に解

雇しなければならない。人員削減を実施する際は、1

か月前に事前通知を行うか、通知できない場合は、代

替として1か月分の解雇手当の支払いを要する。上記

手当とは別に、30日分の給与に就業年数をかけた金額

を解雇補償として一括で支払うことが、雇用主に義務

づけられている。

企業が生産活動を一時停止する場合、従業員を一時待

機させることもできるが、待機中の労働者には、給与

及び手当の半額を支給しなければならない。労働者

は、56歳を迎えた時点で定年退職となるが、雇用主は

その退職者を更に5年間、再雇用することができる。

福利厚生

労働法によれば、正規雇用契約の従業員（正社

員、Permanent）には、福利厚生及び社会保障手当が

支給されなければならない。雇用主は、従業員の給与

の10％を天引きし、会社分として同額を加算し（計給

与の20％）、従業員準備基金（Employee’s Provident 

Fund）に積み立てなければならない。正規雇用契約の

従業員が、3年以上勤務した後、辞職もしくは退職し

た場合、雇用主は退職金として、3年～7年勤務した者

に対しては、最終月額給与の半額を、8年～15年勤務

した者は同3分の2の金額を、16年以上勤務した者は同

全額を、各々勤続年数分、積算して支払わなければな

らない。（Labor Rules第23条）

賞与及び諸手当

正規雇用契約の従業員（正社員、Permanent）に対

し、1か月分の給与に相当する祝祭手当（いわゆる賞

与）を支払わなければならない。この手当は、一般

に10月のダサイン（Dashain）時に支払われることか

ら「ダサイン賞与（Dashain Bonus）」と呼ばれてい

る。企業は、純利益の10％を、従業員の当該賞与支給

のために確保しなければならない。（労働法（Labour 

Act）第37条、賞与法（Bonus Act）第5条）

労働組合権

ネパールの憲法及び労働法・労働規則は、従業員に労

働組合を設立する権利を付与しており、労働者及び非

管理職従業員は、労働組合の一員となることができ

る。組合は、法定手順を遵守した上で、組合からの要

望書を経営者側に提出し、団体交渉を開始し、最終的

にはストライキ行動に訴えることもできる。経営者側

は、労働法及び労働規則に沿った手順に従い、政府の

許可を取得した上で、事業地のロックアウトを対抗措

置として実施することが認められている。労働法及び

労働規則は、職場での労使、その他の紛争の解決手順

についても規定している

労働事務所（lABOr	OffICe）

全国10か所に労働事務所（Labor Office）が設置されて

いる。工場の操業を管理する組織が法律で定められて

いないため、これら労働事務所は、時に工場査察官と

しての役割も果たす。
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ネパールに会社を設立する投資家は、ネパールの税法

を遵守する事が義務付けられている。本項では、会

計制度、法人税率、税金の減免・還付、付加価値税

（VAT, Value Added Tax）及び物品税（Excise Duty）

等を含む、ネパールの税制全体について解説する。

ネパールには、直接・間接両方の税体系がある。所得

税法（Income Tax Act）2002に則って、個人及び法人

の所得に所得税が課税される。法人税、個人所得税、

給与所得税、キャピタルゲイン課税等は、全て所得税

法に規定されており、これら所得税の管理管轄は、財

務省（Ministry of Finance）傘下の歳入局（IRD, In-

land Revenue Department）で行われる。

会計制度

ネパールは、国際的に認められる会計基準及び制度

（IFRS）を採用しており、企業会計は、発生主義によ

り記帳される。自主規制機関であるネパール公認会計

士協会（ICAN, Institute of Chartered Accountants 

of Nepal）が、ネパール財務諸表報告基準（NFRS, Ne-

pal Financial Reporting Standards）を発行してい

る。税務申告及び納税のための会計年度（FY, Fiscal 

Year）は、ネパール暦のシュラワン月（Shrawan）1日

から始まり、アサド月（Asadh）末日に終了する（い

ずれも西暦の7月中旬だが、毎年日付が変わるので注

意）。

ネパールでは徴税、納税において「収入ごとに納税」

するシステムが基本となっており、分割みなし納税方

式や源泉徴収方式（TDS，Tax Deducted at Source）

を含む前納方式が採用されている。付加価値税（VAT, 

Value Added Tax）や物品税（Excise Duty）等のい

わゆる間接税は、発生月の翌月25日までに窓口へ納付

する規定となっている。法人税は、所得税法（Income 

Tax Act）2002の第95条に従い、当該年度の見込み税額

を3回に分けて前納しなければならない。

納税者は、上述した7月中旬の会計年度末から3ヶ月以

内（西暦の10月中旬まで）に、確定版の会計帳簿と納

税申告書を準備し、会計監査人による監査を済ませた

上で申告書を提出し、最終確定申告・納税を行わなけ

ればならない。ただし納税者の申請により、さらに最

大3ヶ月（西暦の翌年1月中旬）まで、申告書の提出を

再延長することができる。

法人税率

法人の種類 税率

一般税率 25%

産業企業法（Industrial Enterprise Act）1992第3条に基づき登録された特定事業者 20%

銀行及び金融機関 30%

損害保険会社:30％、生命保険会社:25％ 25%-30%

石油関連企業 30%

都市部の貯蓄信用組合 20%

官民連携（ＢＯＯＴ）で道路、橋梁、鉄道、水力発電、送電線等に従事する企業 20%

税制
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事業者・法人に対する税優遇制度	

所得税法では一定条件を満たした企業に対して、減税
や税還付措置を規定している。主な措置は以下の通
り。

1. 農業、畜産、園芸、薬草栽培などの農業収入は所得税
免除。但し、この規定は、農業ビジネスを展開する事
業所、企業、協同事業、組織等には適用されない。

2. 産業企業法（Industrial Enterprises Act）1992第3項
に定められた特定分野の企業が、通年で100人以上、
ネパール国民の雇用を継続する場合、当該業界の税
率から30％の減免措置が適用される。

3. 通年で100人以上のネパール国民を雇用し、その1/3
を女性、ダリット（被差別低カースト者）、又は障
がい者が占めている企業は、当該業界の税率に対し
て20％の減免措置が与えられる。また、産業企業法
（Industrial Enterprises Act）1992第3項に定義する
特定分野の企業が、同法に定義されている遠隔地域
Remote Area）、未開発地域（Undeveloped Area）、
開発途上地域（Underdeveloped Area）で操業する場
合、所得税法（Income Tax Act）2002第11条の規定に
より、設立後10年間は、それぞれ税引き前利益の50
％、70％、75％が非課税となる措置が付与される。

4. 経済特区（SEZs, Special Economic Zones）に設立さ
れる企業には、最初の5年間は所得税100％、その後
は50％の税率減免措置が付与される。また、政府が
指定する山岳丘陵地域に設立される企業には、最初
の10年間は法人税100％免除措置が付与される。

5. 経済特区（SEZs）に設立される企業には、その利益
配当金についても、最初の5年間は配当金課税の100
％、以後3年間、50％の税率減免措置が付与される。

6. 石油や天然ガスの探査や採掘を行う企業には、最初
の7年間は法人税100％、その後の3年間は50％の税率
減免措置が付与される。

7. 2018年4月中旬より前（ネパール暦の2074年以内）に
建設を開始する発電、送電、配電事業に限り、最初
の7年間は所得税100％、その後の3年間は50％の税率
減免措置が付与される。

8. 水力、太陽光、バイオ燃料等で発電する許可を有す
る個人または組織が、2024年4月中旬より前（ネパー
ル暦の2080年以内）に商業ベースの売電または送配
電を開始できる場合、最初の10年間は所得税100％、
その後の5年間は50％の税率減免措置が付与される。

9. 個人による輸出所得の税率は20％である。
10. BOOT（Build, Operate, Own and Transfer）方式によ

るインフラサービスを提供する企業には、40％の税
率減免措置が付与される。

11. 資本金10億ネパールルピー以上を有し、500人以上のネ
パール国民を直接雇用している特定分野の企業は、最
初の5年間は所得税100％、その後の3年間は50％の税率
減免措置が付与される。

12. 通年で500人以上のネパール国民を雇用している、観光
及び航空分野の企業が、毎年最低25％の業績拡大を続
けている場合、最初の5年間は所得税100％、その後の5
年間は50％の税率減免措置が付与される。

13. 産業企業法（Industrial Enterprises Act）1992第3項
に定める特定分野の企業の内、農業・観光分野に従事
する企業で、事業規模拡大のため配当を再投資する場
合は、配当金への課税が免除される。

一企業において、上記優遇措置の複数項目が当てはまる場
合、利益貢献が最も高い優遇措置を一項目のみ選択し、申
請することとする。
	
付加価値税（VAT）

ネパールは約20年前にVAT（Value Added Tax、付加価
値税）制度を導入した。VATはほぼ全ての商品やサービ
ス4に賦課されており、これを管理管轄しているのは歳
入局（IRD、Inland Revenue Department）のVAT課であ
る。年間売上高が500万ネパールルピー（約5万米ドル）
以上の個人や企業は、VAT登録をした上で、VAT管理番
号の取得が義務付けられている。VATは一律13％の税率
だが、納税者（中間業者）は、仕入れに対して支払っ
たVAT（Input VAT）を、販売によって得たVAT（Output 
VAT）から差し引いて納税することとなる。輸出品に対
するVATは免税されるため、輸出業者は仕入れに対して
支払った全てのVAT（Input VAT）を還付請求できる。た
だ、VAT非対象商品や非対象サービスについては、還付
請求をすることはできない。

物品税

物品税は、一定の製品や嗜好品、忌避製品（アルコール
類、たばこ、車等）について、その輸入または国内生産
の際に課税され、各製品の価格等を始めとする一定基準
（容積、重量、数量等）に応じて、課税標準が変動す
る。

４VAT法（Value	Added	Tax	Act）の別表1に、課税非対象となる物品やサービスのリストがある。リストには、穀物、レンズ豆、野菜、生鮮農産物・果物、医薬

品及び医薬品の原材料、農薬、医療機器・設備、農業機材、医療・教育サービス（医療・教育サービスには別規定がある）、電力供給、旅客及び貨物の輸

送、手工芸品、伝統工芸品（絵画や彫刻等）などが挙げられてｋいる。
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本項では、ネパールにおける輸出入の方法について解説する。ネパールは国際ルールに照らしても、比較的寛容な輸

出入管理体制を採っている。基本根拠法は輸出入（管理）法（Export Import (Control) Act）1957であり、同法に

則って、製品や一次産品の輸出入を禁止・管理できる権限が政府に与えられている。加えて、輸出入規則（Export-

Import Rules）1978、関税法（Customs Act）1962、関税規則（Customs Rules）1969が、管理体制の実務を下支え

し、更に毎年財務大臣が行う年次予算演説に基づいて策定される年次財務法（Annual Finance Act）と、商業省で規

定されるその他の法規等が、包括的に輸出入管理体制を形作っている。

される税率は、完成品より低い傾向にある。又、ネパ

ールで生産されていない生活必需品に対しては、低い

税率が課される傾向にある。

関税は通常、商品の価格ベースで賦課されるが、一部

例外的に数量又は重量ベースで賦課される商品もあ

る。商品によって、関税率に0-80％の幅があり、多く

の原材料は0-10％の税率に収まる。他方、完成品及び

消費財は概ね5-30％の税率が課されている。80％の関

税が課される商品は自動車、武器弾薬、パイプタバコ

等の一部商品に限定される。尚、輸入品への関税は、

地域間や国家間で規定された貿易協定の有無によって

も左右される。

輸入

製品を輸入するためには、先ずネパールで会社を登記

しなければならない。その上で、産業登録を産業局

（DOI）又は中小家内産業企業局（Department of Cot-

tage and Small Industries)で行う他、輸入業者とし

ての登録を税関局（Department of Customes）で行う

必要がある。加えて、歳入局（Inland Revinue De-

partment)にて税務登録し、永続会計番号（PAN、パン

ナンバー）の取得及び、付加価値税（VAT）登録が必

要である。

輸入業者は税関申告書(ネパール語名：Pragyapan 

Patra)と、その他関連必要書類に加え、業者として

最初に輸入業務を行う場合は、会社登記資料（会社

登録、産業登録、パンナンバー、VAT登録、納税証明

書）のコピーを税関局に提出する必要がある。

輸入品への関税

ネパールでは輸入品への関税を、輸入地点にて課税し

ている。国際統一商品分類（HS：Harmonized Commodity 

Description and Coding System）を採用しており、商

品分類及び税率は、商品分類ごとに付与されたHSコー

ドに沿って規定されている。

関税額の計算には、輸入品の運賃保険料込み条件

（CIF：Cost, insurance, and freight）が採用され、評

価手法は世界貿易機構（WTO）及び 関税及び貿易に関す

る一般協定（GATT：General Agreement on Tariffs and 

Trade）の国際基準に準ずる。一般的に、原材料品に課

輸出と輸入
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植物検疫証明書

植物検疫証明書は、植物保護法・規則（Plant Pro-

tection Act・Rules）に即して、植物検疫所（Plant 

Quarantine Post）により発行される。同検疫所は必要

に応じて、輸出される種・植物・植物製品の調査を行

い、適切な処置を施す。

輸出品への関税

一般的に輸出品へ関税が課されることはないが、一般

木材以外の林産品や、ネパール国内で供給が不足して

いる特定の農産物、製造業の原材料となる物品や鉱物

等で、一部輸出関税が賦課される品目が規定されてい

る。これら対象品リストと輸出関税詳細は、関税局

（Department of Customs）で入手することができる。

輸出

ネパールから物品を輸出しようとする企業は、関税申

告書を作成し、輸出通関地点の関税官へ提出しなけれ

ばならない。関税官は全ての書類と手続きが規定を満

たしていることを確認した上で、税関申告書の認証を

行う。輸出物品は、認証が発給されない限り、国境を

越えて輸送（輸出）することはできない。

輸出者は指定用紙に輸出品価額を記載申告し、関税官

へ提出することにより認証を申請する。法令上、出

荷の日から6カ月内に、国際的に交換可能な通貨によ

り、輸出品の全額支払いを受け取ることが義務づけら

れている。国際貿易に関する諸規定は、輸出入規定

(Export-Import Rules）1978に定められている。

原産地証明書

輸出の際、原産地証明書の取得がネパール税関により

義務づけられている。

ネパール商工会議所連合会（FNCCI）・ネパール商工

業連盟（CNI）・ネパール商工会議所（NCC）の民間3

団体が、原産地証明書の発行を行っている。ネパー

ル商工会議所連合会（FNCCI）の場合は、各地の商

工会議所及び下部組織が、原産地証明書を発行でき

る。また、特恵条件での輸出（免税ベースでのイン

ド及び中国への輸出、ならびに南アジア自由貿易地

域（SAFTA）への輸出）については、ネパール商工会

議所連盟（FNCCI）のみが、原産地証明書を発行でき

る。このうちインドへの輸出に際して原産地証明書の

発行を請求する場合は、更に産業局（DOI）の技術委

員会による現地調査と承認が必要となる。

特恵原産地証明書（uNCTAD仕様）とネパ

ール税関による認証

世界各国から付与されたさまざまな特恵関税制度

（GSP, Generalized System of Preference）を利用し

ての輸出に際しては、特恵原産地証明書（GSP Form）

を、別途、記入・作成し、輸出時にネパール税関によ

る押印・認証を受けなければならない。特恵原産地証

明書は、当制度を批准している各国の税関で円滑に受

諾してもらうため、国連貿易開発会議（UNCTAD）が認

証した統一特別様式で作成される。

輸出が禁止されている物品一覧

1. 考古学的・宗教的重要財

-考古学的価値のあるネパール国貨幣・外国貨幣（

コイン）

-神偶像、ヤシの葉碑文（Tad Patra）、植物葉碑

文（Bhoj Patra）

-歴史的重要度の高い絵巻（Thanka絵）

2. 保護されている野生生物本体及びその加工品

-野生動物

-熊の胆（くまのい）他、野生動物の身体の一部

-ジャコウ

-ヘビの皮・トカゲの皮

3. 非合法薬：マリファナ、アヘン、大麻

（麻薬に関する単一条約1961に準ずる）

4. 工業品・原材料

-国内の製造業の重要原材料、重要工業品

-爆発性原料、起爆装置及びそれらの関連材料

-武器・弾薬の製造に使われる原料

-生の皮革材料（乾燥塩漬けのものを含む）

-原羊毛

-全ての輸入原材料、部品、資本財

5. その他製品

-マミラ草（Mamira、薬草）

-丸太、材木
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本項では、ネパールの産業区画制限、土地取得法、知

的財産法を簡単に解説する。

区画制限等

ネパールには厳格な土地区画に係る法律が規定されて

いないため、活動目的を限定したエリア設定や、特定

の活動が禁じられるエリア設定等はなされていない。

従って、法的に制限された居住区域、商業区域、工業

区域、農業区域等も公式には設置されておらず、同

一エリアにこれらが同居している。しかし、産業省

（DOI）等の政府機関により、特定の産業を開設して

はならないエリアについて、基準が設けられている場

合もあるので、要確認。

事業用地取得

個人が所有する土地や建物を取得する場合、投資家

は、土地を購入するか、貸借するかを所有者と交渉す

ることとなる。購入又は賃貸後は、土地管理事務所

（LMO, Land Management Office）に登記の必要があ

る。尚、外国人個人による、ネパールでの土地購入は

認められていない。外国法人による購入は認められて

いる。

インフラ整備や水力発電事業、又は鉱物採掘業等の実

施のために、森林地の取得が必要となる場合、投資家

は、森林土壌保全省（Ministry of Forests and Soil 

Conservation）が定める法的手順に従わなければなら

ない。同省を通じて森林地を取得した場合、代替する

森林地を確保するため、同程度の私有地の提供を要求

されることもある。

対象となる土地が、森林以外の政府所有地（非森林

官有地）である場合、土地賃貸政策（Land Leasing 

Policy）2014に従い、投資家がその土地をリースする

ことができる。リース期間は10-50年間となるが、リ

ース契約終了後の更新も可能である。

知的財産

特許・意匠・商標の登録は、特許意匠商標法（Pat-

ent, Design and Trademark Act）1965に定められてお

り、産業省（DOI）が登録及び管轄に当たる。現行法

の見直しが進められており、統一知的財産法（Unified 

Intellectual Property Law）を立案中である。

特許・意匠・商標の初回登録有効期限は7年間であ

る。初回登録以降について、特許は7年間有効のもの

を2回まで、意匠は5年間有効のものを2回まで、商標

は、7年間有効のものを何度でも更新できる。

事業用地及び知的財産に係る規定
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工業の発展を促す環境を整備するため、ネパール政府

は工業地域（Industrial District）と経済特区（SEZ, 

Special Economic Zone）を設立した。本項では、各々

の制度及び、投資家の利点（優遇税制など）を説明す

る。

工業地域（ID,	INDusTrIAl	DIsTrICT)

ネパール政府は、一部他国政府の支援を受け、国内に

11カ所の工場地域（ID、Industrial District）を設

立した。工業地域は、ビジネスに必要となる基本イン

フラを備えている（塀で整備された土地、倉庫、デ

ポ、輸送用道路、排水設備・排水溝、電気配線、水道

供給、セキュリティ・サービス等）。1988年7月に法

人として設立された政府系工業地域管理会社（Indus-

trial District Management Ltd.）が、工業地域の総

合的な管理監督に当たっている。同社は、新たな工業

地域の開発業務も担っており、フィージビリティ・ス

タディを行う他、産業計画を策定し、工業地域内への

投資促進も行っている。現在、バラジュ、パタン、バ

クタプル、ヘタウダ、ダラン、ネパールガンジ、ポカ

ラ、ブトワル、ビレンドラナガル、ラージビラージの

10カ所の工業地域が操業しており、加えて、ダンクタ

にも設立を計画中である。

経済特区(seZ,	speCIAl	eCONOmIC	

ZONe)

ネパール政府は、国内外の投資家を誘致し、輸出産業

の投資育成を促すため、経済特区（SEZ、Special Eco-

nomic Zone）の開発を開始した。2013年2月、産業省

（Ministry of Industry）の下に、経済特区開発委員

会（SEZDC、Special Economic Zone Development Com-

mittee）が設立された。同委員会は、経済特区設立に

係る関係法令や規則・規制の策定に始まり、国内の経

済特区設立候補地でフィージビリティ・スタディ及び

本スタディの実施、経済特区に必要なインフラ建設等

を管轄している。

経済特区開発委員会は、候補地の選定、技術・環境面

のフィージビリティ・スタディ、選定地の採算性・調

達の決定及び、実際のインフラ開発工事の責任を負

う。現在、14カ所が経済特区として公表されており、

内バイラワ経済特区は既に操業可能な状態にある。

経済特区で事業を行う投資家に対しては、ワン・ウィ

ンドウ（窓口一本化）政策によりワン・ストップ・サ

ービスの提供を目指しており、輸出入の手続き等、特

区内で許認可が付与される見込みである。更に、所得

税、物品税、付加価値税、その他各種租税に関して、

様々な減免措置が規定されている。

工業地域及び経済特区
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紛争解決

ネパールは環境保護法（Environment Protection 

Act）1997とその関連規則に基づいて、環境クリアラ

ンス制度と公害防止認証制度を規定している。環境

保護規則（Environment Protection Rules）には、認

証発行担当機関である科学技術環境省（Ministry of 

Science, Technology and Environment）から認証を取

得するプロセス等について明記されている。

環境クリアランスには次の2種類がある：

•	 初期環境調査（IEE、Initial Environment Examina-

tion）

•	 環境影響評価（EIA、Environmental Impact Assess-

ment）

この他に、公害防止認証が必要となる業種もある。

初期環境調査（Iee、INITIAl	eNVIrONmeNT	

exAmINATION）

IEEは、環境保護規則1997別紙1に該当する、環境への

影響が比較的小さい小規模事業に適用される。IEEで

は、まず調査要項を策定し、その要項に沿って、環境

への影響を調査・分析した上で、軽減策を講じる。IEE

はその後、認証を受けるため関係省庁へ提出される。

環境影響評価（eIA、eNVIrONmeNTAl	

ImpACT	AssessmeNT）

EIAは、環境保護規則1997別紙2に該当する、環境へ

の影響が比較的大きい、大規模事業に適用され、IEE

より手続きは複雑である。EIAの場合、最初にスコー

ピング文書（検討範囲の絞り込み文書）を作成する

必要がある。その後、調査要項を策定し、要項に基

づいて、環境に与える影響を軽減するための対策に

関する詳細な調査を実施する。

EIAのプロセスでは、事業から影響を受けうる近隣住

民から、意見を聴取する事を義務づけている。EIAは

その後、認証のため、科学技術環境省へ提出される。

公害防止認証（pOlluTION	CONTrOl	

CerTIfICATION）

環境保護規則1997別紙7に掲載されている事業の実施

にあたっては、公害防止認証の取得が必要である。公

害防止認証は、科学技術環境省で取得できる。

外国投資及び技術移転法（FITTA）1992には、紛争解

決のための規定も盛り込まれているが、基本的には相

対の協議で紛争を処理するよう求めている。

企業の規模や投資額が5億ネパールルピー（約5万米ド

ル）以下の案件において、産業省（DOI）の立ち会い

による協議でも紛争解決ができない場合、国連国際

商取引法委員会（UNCITRIAL）の仲裁規定に従い、処

理・解決される規定となっている。この場合、仲裁は

カトマンズで実施され、ネパール法が適用される。企

業の規模や投資額が5億ネパールルピー以上の案件の

場合、紛争は予め締結された合弁事業契約や株式売買

契約に則って解決されるものとする。

環境クリアランス
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セクター別ビジネス機会
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水力発電
世界有数の水資源国であるネパールは、水力発電に適

した水資源が極めて豊富であり、ヒマラヤ山脈の氷河

や雪解け水、降雨水、地下水等を有している。水力

発電の事業化に使用される理論的発電可能容量は約

80,000MWとされ、内43,000MWは、経済的にも開発可能

と推定されている。しかし、国内のピーク時需要が

1,000MWを上回っているにも関わらず、現在の開発済

み電力は、僅か750MWに過ぎない。加えて国内電力需

要は年率7～9％上昇している。

ネパールのエネルギー分野を統括する政府機関は、

ネパール電力公社（NEA、Nepal Electricity Author-

ity）である。水力発電能力（施設）の約68％を保有

し、国内の全送配電網を管理下に置いている。この

他、民間の独立系電力会社が、水力発電能力の約32％

を保有している。

ネパール政府は2016年2月、既存のエネルギー政策の

抜本的改革と民間投資の促進を目指す「国家エネルギ

ー危機緩和・エネルギー開発のための10年ワークプラ

ン」（Work plan on National Energy Crisis Allevia-

tion and Energy Development Decade）を承認した。

ビジネス機会

•	 2016年現在、ネパールは極めて深刻な電力不足に直

面しており、需給ギャップを埋めるため、水力発電

開発に対する期待が大きい。

•	 ネパールは2022年までに後発開発途上国（LDC）から

の卒業を掲げており、更に2030年までには低中所得

国（LMIC）になることを目指している。上記目標を

達成するためには、6,000MW以上の電力供給能力を確

保する必要があり、約100億米ドルの投資が必要と試

算されている。将来的な成長を見越して、インフラ

開発事業者等が、ビジネス機会の開拓を開始してい

る。

•	 発電事業だけでなく、送電網の改善・拡大も必要と

されており、約20億米ドルの投資が必要とされて

いる。更に、送電システムの改良にも投資機会があ

り、約45億米ドルの投資が必要とされている。

•	 2014年に、インドと電力取引協定を締結し、インド

市場への電力輸出が可能となった。

•	 2014年の第18回南アジア地域協力連合（SAARC）会議

では、エネルギー協力に関する南アジア地域協力連合

フレームワーク協定が締結され、南アジア地域間での

電力供給体制の構築に前進が見られ、将来的にはネパ

ールで発電された電力の輸出機会が期待されている。

Photo Courtesy: Mr. Khadga Bahadur Bisht
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運輸交通

運輸交通セクターはGDPの8.8%を占め、2013/14年度

は6.8%成長した。過去5年間の平均成長率は6.9%であ

る。直近の3カ年計画（2013/14年度-2015/16年度）に

沿って、総延長25,133kmの道路が建設され、75郡中73

郡で道路アクセスが可能となった。道路の延長に伴

い、1,609の橋梁が新たに建設された。空路において

は、国内空港が56ヵ所、国際空港がカトマンズに1ヵ所

ある。

国家計画委員会（NPC、National Planning Commis-

sion）が、経済発展に重要な『国家プライドプロジェ

クト』を21件特定しているが、そのうち10件は運輸交

通分野である。ネパール政府は国際空港2カ所を新設す

る計画を有しており、一つはタライ地域（インド国境

沿い）のバイラワ、もう一つはネパール西部の観光都

市ポカラに予定されている。また、カトマンズにある

トリブバン国際空港の収容能力の向上と、国内線空港

22ヵ所の滑走路をアスファルト舗装する計画も進めら

れている。更に、カトマンズから約76kmの場所にある

ニジュガードにも国際空港の建設構想がある。 

ビジネス機会

•	 全天候対応型の道路（舗装道路）は全体の僅か19％

であり、全75郡の内、2郡は未だに道路が開通して

いない。更なる道路網拡張の機会が見られ、政府は

積極的に官民連携の機会を模索している。

•	 既存の幹線道路においても、年々増加する交通量に

対応するため、拡張需要が旺盛である。

•	 人口増加に対応するため、高速バス輸送、空港、モ

ノレール、鉄道などの大量公共輸送網の整備が最優

先課題である。こちらも官民連携の活用が積極的に

議論されている。

•	 上記の機会に加え、以下の案件が構想段階である。

- 中国とインドを結ぶ南北道路：8ヵ所

- カトマンズと中国を結ぶ国際鉄道線：1ヵ所

- カトマンズとインドを結ぶ国際鉄道線：6カ所

- 東西幹線道路沿いの鉄道線：1ヵ所

- 丘陵地域におけるケーブルカーの展開

Photo Courtesy: JICa
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農業

ネパールの地理・地形、豊富な水資源及び、勤勉な労

働力が農業分野の強みである。ネパール経済は農業

に大きく依存しており、2014/15年度ではGDPの32％を

占め、労働力人口に至っては3分の2が農業に従事して

いる。しかし、国土面積の内、耕作可能な土地は25％

のみであり、それ以外の33％が森林地、残りは山岳地

帯である。低地にあるタライ平野で農産物を生産し、

丘陵地域の食料不足を解消する構図が長年続いてい

る。農業開発計画（Agriculture Development Strat-

egy）2014では、今後10年間で5,020億ネパールルピー（

約50億米ドル）を農業分野に投入することを推奨して

いる。

GDPへの寄与が高いこともあり、ネパール政府は農業

の生産性向上に注力している。とりわけ、農業の近代

化、多様化、商業化及びマーケティングに重点を置い

ている。又、灌漑、農業に用いられる電力及び交通、

農業金融等の整備にも積極的である。

ビジネス機会

•	 農産物の生産に多くの機会が見られる他、農業加工

品、梱包及び商品のブランド化にも機会が見られる

（非木材林産物、カルダモン、生姜、水産養殖、野

菜、草花栽培、お茶、珈琲、蜂蜜等）

•	 ネパール貿易統合戦略（Nepal Trade Integration 

Strategy）2010では、カルダモン、生姜、蜂蜜、レ

ンズ豆、お茶、麺類、薬草及びエッセンシャルオイ

ルが重点輸出品として挙げられている。貿易政策

（Trade Policy）2015では、上記製品の開発必要性

を再度強調している。

•	 農業投入市場（種、苗、肥料、農業インフラ・技

術、農業金融等）にもビジネス機会がある。又、良

好な気候条件を背景に、高品質なオーガニック農産

物に特化するケースも増えている。
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観光

世界最高峰の山岳地帯であるヒマラヤ山脈及び、最高

峰上位10峰の内、8峰を有するネパールは、登山家、

トレッカー、探検家の間で根強い人気を博してきた。

又、美しい湖、川や峡谷、ネパール固有の野生生物

等、自然景観にあふれ、加えて歴史的古址旧跡、美術

品、宗教上重要な聖地や民族文化も豊富で、多くの旅

行者を魅了してきた。

ネパールは宗教的観光と聖地巡りの目的地でもある。

仏陀（ブッダ）の生誕地として知られるルンビニや、

ヒンドゥー教の聖地パシュパティナートを始め、仏教

徒及びヒンズー教徒にとって、重要且つ魅力的な名所

が数多く存在する。

2014年の統計によれば、ネパールへの観光客は年間

約80万人、観光客1人当たりの滞在平均日数は約12.4

日で、3月、10月、11月が観光客来訪のピーク月であ

る。観光分野における労働者雇用者数は、およそ50万

人である。観光業に係る政策であるVision 2020では、

年間200万人の観光客来訪達成を目標に掲げており、

多くのビジネス機会の創出が期待されている。

ビジネス機会

•	 ホテル、レストラン、道路、空港などの観光インフ

ラ開発。

•	 商用会議、国際会議、イベント（いわゆるMICE）を

ターゲットとした市場にも大きな潜在需要がある。

•	 既存の国際空港の改良並びに、国際空港の新設が計

画されており、将来的に観光客来訪が飛躍的に伸び

る見込みである。

•	 既存の観光資源を活用した顧客拡大のみならず、新

たに革新的な観光需要を開拓する事により、多様な

観光客を魅了し、滞在日数の延長を促すことも可

能。

目的別観光客数（2014）

休暇／観光

トレッキング／登山

巡礼

公用

ビジネス

会議／コンファレンス

その他

50%

12%

13%

4%

16%

3%
2%
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情報通信技術

ネパールの情報通信技術分野は、急速に成長してお

り、当面成長が持続する見通しである。情報技術産業

においては外国企業による100％出資が認められてい

が、通信事業においては80％まで外国企業による出資

が認められている。

政府は、ネパール貿易統合戦略（Nepal Trade Integra-

tion Strategy）2010の中で、有望な輸出サービスとし

て5分野を指定しているが、IT及び業務アウトソーシン

グ（BPO、Business Process Outsourcing）がその1分

野に指定されている。貿易政策（Trade Policy）2015

でも、情報通信技術分野を開発していく重要性を強調

している。情報通信技術分野は、高い成長率と高収益

を生み出す産業として期待されており、最大の成長

を見込める分野の1つと目されている。ネパールにお

ける主要通信サービス事業者は、ネパールテレコム社

（NTC、Nepal Telecom Corporation、政府系）と、エ

ヌセル社（Ncell、外資系）の2社が市場を二分してい

る。情報通信技術分野は、他業種の生産性にも横断的

に影響を及ぼす重要な産業である。

ビジネス機会

•	 外資系の業務アウトソーシング（BPO）会社にとっ

ては、英語が話せる若い労働者を比較的安価で雇用

できるメリットがある。また、設備面の初期投資

や、オペレーションコストを他国より安く抑えるこ

とも可能なため、コスト面に優位性がある。ネパー

ルの就業時間帯は、米国やヨーロッパの業務を受託

している会社にとっては、時差を利用して夜間業務

が行える点も好都合である。

•	 一般的に、政府系機関や民間企業の情報通信技術サ

ービス需要に、供給が追いついていない。

•	 ソフトウェア開発業者やITを基盤とするビジネス、

又はITサービスプロバイダー、その他関連する事業

者のため、政府特区としてITパークを開発する計画

が進められている。

•	 通信サービス事業は、上述のNTCとNcellの2社が市

場を二分しており、新規事業者による市場参入も検

討の余地がある。
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鉱業

ネパールは、2,500kmに及ぶヒマラヤベルトの中央に位

置し、多様な鉱物（金属・非金属）と燃料の採取が期

待できる土地とされており、現在、63種の鉱物の存在

が確認されている。2010/11年時点において、80ヵ所の

鉱山及び採石場にて、12種類の鉱物採取のため稼働し

ている。内、29ヵ所は石灰岩採石場で、6ヵ所は宝石鉱

山である。2011年の統計では、鉱業分野のGDPに占める

割合は2.4%である。

ネパールは、工業や建設業に使用される鉱物が豊富

で、石灰岩はとりわけ豊富とされている。その他、石

炭、滑石（Talc）、赤土、花崗岩、大理石、金、宝石

や半貴石（トルマリン、アクアマリン、ルビー、サフ

ァイヤ）等が採掘される。鉱物資源の探査、発掘、評

価は鉱山地質局（Department of Mines and Geology）

が管轄している。 

ビジネス機会

(単位トンはメートルトン）

•	 近年、ネパール西部で石油と天然ガスの漏出が発見

され、埋蔵が確認された。現在、約10ヵ所で石油と

天然ガスの開発・調査が認定されている。

•	 ネパールでは100ヵ所以上で銅が産出される。

•	 最近の調査では、25億トンのセメント品質石灰岩が

ある可能性が指摘されている。

•	 白雲岩（Dolomite）は50億トン、高品質の磁鉄鉱

（Magnetite）が1.8億トンの埋蔵量と見積もられて

いる。
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保健、医療、教育

国の発展は、国民の健康と教育レベルに大きく依存す

るとされている。ネパール政府は、国民に対して必要

不可欠な総合医療サービスを提供することに注力して

おり、国民皆保険制度の創設も検討している。又、医

療機関の近代化や、医師・看護師・助産師・健康管理

事務員等の能力向上にも努めている。政府は、公立病

院の能力向上を図るため、官民連携（PPP）による民

間企業の誘致にも積極的である。官民連携は新規病院

の設立にも活用できるが、その他、国際展開している

病院のフランチャイズ誘致にも利用可能である。国内

の医療サービス向上により、診療目的でインドやその

他隣国へ渡航している患者の需要を満たすことが可能

である。健康分野に割当てられた2013/14年度の予算

額は335.2億ネパールルピー（約3.3百万米ドル）で、

全予算の約5%を占めており、予算額は過去数年間ほぼ

横ばいで推移している。

教育分野では、近年目覚ましい改善が見られたもの

の、一貫した高品質の教育普及という点においては、

未だ多くの課題が残されている。毎年多くの学生が、

多額の費用を負担し、海外へ留学している。国内の教

育機関、教育水準が向上すれば、学生の海外流出は回

避できると思われる。

ビジネス機会

•	 教育インフラの開発に多くの機会が見られる。教育

施設の建設やリフォーム、更には教育都市構想（医

療・IT・エンジニアリング・経営等の総合的な教育

機会の提供）等が挙げられる。教育インフラの開発

に関して、政府は官民連携を奨励している。

•	 ネパール政府は、保健医療施設の能力強化や近代

化、私立病院の積極的な誘致等を通じた、医療イン

フラ開発を目指しており、官民連携を奨励してい

る。

•	 医薬品分野においては、良質な医薬品が慢性的に不

足しており、製薬会社や医薬品輸入業者に参入機会

があるとされる。

金融機関
ネパールでは1980年代半ばの金融自由化以降、外国

銀行の合弁事業を通じたネパール市場への進出が容

易になり、その結果、銀行やその他金融機関の数が

急増した。スタンダード・チャータード銀行、エベ

レスト銀行、ネパール・バングラデシュ銀行、ネパ

ールSBI銀行等が、ネパールで展開している外国銀行

との合弁銀行である。金融分野がGDPに占める割合は

約3%である。

中央銀行にあたるネパール国立銀行（Nepal Rastra 

Bank）が銀行・金融分野の統制に当たっており、銀

行は、資本金の規模によって、商業銀行（Commer-

cial Bank）、開発銀行（Development bank）、信販

会社（Finance Company）、小規模融資機関（Micro 

Credit Development Bank/Institution）に分類され

ている。

保険業を統制するのは保険法（Insurance Act）1992

であり、2015年4月半ば時点で営業している保険会社

は26社である。この内3社は外資系、別の3社は外国

企業との合弁会社である。また、26社の内、9社が生

命保険会社であり、残りは損害保険等、その他保険

会社である。

銀行・金融機関数

2014年

商業銀行 30

開発銀行 84

信販会社 53

小規模融資機関 37

小計 204
出典：NRB Financial Stability Report, 2014
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fITTA1992	制限事項

1．家内産業（電気使用量5kW以上の産業を除く）

2. 個人サービス業（理美容院、洋服仕立業、運転教習　等）

3. 武器・弾薬業

4. 爆発物・火薬製造業

5. 放射線を利用するあらゆる産業

6. 不動産業（建設業は除く）

7. 映画産業（ネパール語または民族・地方語で映画を撮影・製作）

8. 有価証券等印刷業

9. 紙幣通貨・硬貨製造業

10. 小売業（すでに最低2ヶ国で展開している国際的チェーン小売業を除く）

11. Bidi（タバコ、製品の90％以上を輸出する場合は除く）

12. 国内運送・配送業

13. 原子力エネルギー関連業

14. 家禽飼養業（養鶏等）

15. 漁業(養殖漁業)

16. 養蜂業

17. 経営、会計、法律、エンジニアリング等のコンサルタント業（49％までの出資は可）

18. 製穀製粉の受託業（自社完成品の原材料として用いる場合は可）

19. 国内でのパーティ等へのケータリング業

20. 農村ツーリズム業（遠隔地等の地場産業の妨害・阻害の禁止）

上記リストは、ネパール政府内閣が承認した外国投資政策2015で改訂されている。しかし、本文作成時点では、変

更事項は未施行である。

下記分野はFITTA 1992（ネガティブリスト）により外国投資が制限されている。

付録１．		
外国投資の制限・禁止分野一覧
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首相官邸・内閣執務室	(OffICe	Of	The	prIme	mINIsTer	AND	

COuNCIl	Of	mINIsTers)

Singh Durbar, Kathmandu, Nepal
Tel: +977-1-4211000, 4211025, 4211040, 4211035, 4211080, 
4211073, 4211021, 4211038
FaX: 4211065, 4211086, 4211038, 4211021, 4211047
Email:  info@nepal.gov.np
Website: www.opmcm.gov.np

文化観光民間航空省	(mINIsTry	Of	CulTure,	TOurIsm	AND	

CIVIl	AVIATION)

Tel: +977-1-4211992, 4211669, 4211846 , 4211847, 4211711, 
4211685, 4211825
FaX: +977-1-4211758
Email: info@tourism.gov.np, tourismnp@gmail.com
Website: www.tourism.gov.np

内務省	(mINIsTry	Of	hOme	AffAIrs)

Tel: +977-1-4211261, 4211212, 4211274
FaX: +977-1-4211264
Email: gunaso@moha.gov.np
Website: www.moha.gov.np

教育省	(mINIsTry	Of	eDuCATION)

Tel: +977-1-4211964
FaX: +977-1-4200375
Email: infomoe@moe.gov.np
Website: www.moe.gov.np

財務省	(mINIsTry	Of	fINANCe)

Tel: +977-1-4211338
Email: moev@mof.gov.np
Website: www.mof.gov.np

外務省	(mINIsTry	Of	fOreIgN	AffAIrs)

Tel: +977-1-4200182, 4200183, 4200184
FaX: +977-1-4200160
Email: info@mofa.gov.np
Website: www.mofa.gov.np

森林土壌保全省	(mINIsTry	Of	fOresTs	AND	sOIl	

CONserVATION)

Tel: +977-1-4211567
FaX: +977-1-4211868
Email: info@mfsc.gov.np, webmaster@mfsc.gov.np
Website: www.mfsc.gov.np

保健省	(mINIsTry	Of	heAlTh)

Ramshah Path, Kathmandu, Nepal
Tel: +977-1-4262802, 4262543
FaX: +977-1-4262896, 4262468, 4262935
Email: info@mohp.gov.np
Website: www.mohp.gov.np

農業開発省	(mINIsTry	Of	AgrICulTurAl	DeVelOpmeNT)

Tel: +977-1-4211905, 4211950, 4211697
FaX: +977-1-4211935
Email: memoad@moad.gov.np
Website: www.moad.gov.np

商業供給省	(mINIsTry	Of	COmmerCe	AND	supplIes)

Tel: +977-1-4211631
FaX: +977-1-4211167
Email: info@mocs.gov.np
Website: www.mocs.gov.np

情報通信技術省	(mINIsTry	Of	INfOrmATION	AND	

COmmuNICATIONs)

Tel: +977-1-4211556
FaX: +977-1-4211729
Email: info@moic.gov.np
Website: www.moic.gov.np

労働雇用省	(mINIsTry	Of	lABOur	AND	emplOymeNT)

Tel: +977-1-4211889, 4211991
FaX: +977-1-4211877
Email: info@mole.gov.np
Website:www.mole.gov.np

土地改革管理省	(mINIsTry	Of	lAND	refOrm	AND	

mANAgemeNT)

Tel: +977-1-4211666
FaX: +977-1-4211708
Email: info@molrm.gov.np
Website: www.molrm.gov.np

インフラ交通省	(mINIsTry	Of	physICAl	INfrAsTruCTure	

AND	TrANspOrT)

Tel: +977-1-4211782, 4211931
FaX: +977-1-4211720
Email: info@moppw.gov.np
Website: www.mopit.gov.np

付録	2.		
関連機関・組織等リスト
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連邦地方開発省	(mINIsTry	Of	feDerAl	AffAIrs	AND	

lOCAl	DeVelOpmeNT)

Tel: +977-1-4200000, 4200309
FaX: +977-1-4200318
Email: info@mofald.gov.np, ipd@mofald.gov.np
Website: www.mofald.gov.np

科学技術環境省	(mINIsTry	Of	sCIeNCe,	TeChNOlOgy	AND	

eNVIrONmeNT)

Singha Durbar, Kathmandu 
Tel: +977-1-4211661, 4211641, 4211586
FaX: +977-1-4211954
Email: info@moste.gov.np
Website: www.moste.gov.np

エネルギー省	(mINIsTry	Of	eNergy)

Singha Durbar, Kathmandu 
Tel: +977-1-4211516
FaX: +977-1-4211510
Email: info@moen.gov.np
Website: www.moen.gov.np

灌漑省	(mINIsTry	Of	IrrIgATION)

Singha Durbar, Kathmandu 
Tel: +977-1-4211426
FaX: +977-1-4200026
Email: info@moir.gov.np
Website: www.moir.gov.np

国防省	(mINIsTry	Of	DefeNCe)

Singha Durbar, Kathmandu 
Tel: +977-1-421-1290
FaX: +977-1-421-1294
Email: mod@mos.com.np
Website: www.mod.gov.np

憲法議会担当省	(mINIsTry	Of	CONsTITueNT	AssemBly	

AND	pArlIAmeNTAry	AffAIrs)

Singha Durbar, Kathmandu 
Tel: +977-1-4211792, 4211673
FaX: +977-1-4211873,4455634
Email: nfo@mofacapac.gov.np
Website: www.mofacapac.gov.np

総務行政省	(mINIsTry	Of	geNerAl	ADmINIsTrATION)

Singha Durbar, Kathmandu 
Tel: +977-1-424-5367
FaX: +977-1-424-2138
Email: info@moga.gov.np
Website: www.moga.gov.np

産業省	(mINIsTry	Of	INDusTry)

Singha Durbar, Kathmandu
Tel: +977-1-421-1579
FaX: +977-1-421-1619
Email: info@moi.gov.np
Website: www.moi.gov.np

平和復興省	(mINIsTry	Of	peACe	AND	reCONsTruCTION)

Singha Durbar, Kathmandu
Tel: +977-1-421-1189
FaX: +977-1-421-1186
Email: info@peace.gov.np
Website: www.peace.gov.np

法務司法省	(mINIsTry	Of	lAw	&	JusTICe)

Singha Durbar, Kathmandu
Tel: +977-1-422-3727
FaX: +977-1-422-0684
Email: molaw@wlink.com.np
Website: www.moljpa.gov.np

女性子供社会福祉省	(mINIsTry	Of	wOmeN,	ChIlDreN	AND	

sOCIAl	welfAre)

Singha Durbar, Kathmandu
Tel: +977-1-424-1728
FaX: +977-1-424-1516
Email: mowcsw@ntc.net.np
Website: www.mowcsw.gov.np

青年スポーツ省	(mINIsTry	Of	yOuTh	AND	spOrTs)

Singha Durbar, Kathmandu
Tel: +977-1-441-6507
FaX: +977-1-441-6489
Email: info@moys.gov.np
Website: www.moys.gov.np

都市開発省	(mINIsTry	Of	urBAN	DeVelOpmeNT)

Singha Durbar, Kathmandu
Tel: +977-1-4211673
FaX: +977-1-4211873
Email: info@moud.gov.np
Website: www.moud.gov.np

協同組合・貧困緩和省	(mINIsTry	Of	COOperATIVes	AND	

pOVerTy	AlleVATION)

Singha Durbar, Kathmandu
Tel: +977-1-4211860
FaX: +977-1-4211754
Website: www.mocpa.gov.np



ネパール国立銀行	(NepAl	rAsTrA	BANk)

Central Office Baluwatar, Kathmandu, Nepal
PO Box 73 
Tel: +977-1-4410158, 4410201, 4411250  
FaX: +977-1-4410159 
Website: www.nrb.org.np

産業局	(DepArTmeNT	Of	INDusTry)

Tripureshwor, Kathmandu
Tel: +977-1-4261203, 4261302
FaX: +977-1-4261112
Email: info@doind.gov.np
Website: www.doind.gov.np

中小家内産業企業局	(DepArTmeNT	Of	COTTAge	AND	

smAll	INDusTrIes)

Tripureshwor, Kathmandu
Tel: +977-1-4259842, 4259846
FaX: +977-1-4259747
Email: dcsi@dcsi.gov.np
Website: www.dcsi.gov.np

会社登記局	(OffICe	Of	The	COmpANy	regIsTrAr)

Tripureshwor, Kathmandu
Tel: +977-1-4259948, 4263089
FaX: +977-1-4259961 
Email: info@ocr.gov.np
Website: www.ocr.gov.np

入国管理局	(DepArTmeNT	Of	ImmIgrATION)

Kalikasthan, Dillibazar
Tel: +977-1-4429659
FaX: +977-01-4433935
Email: mail@nepalimmigration.gov.np
Website: www.nepalimmigration.gov.np

税関局	(DepArTmeNT	Of	CusTOms)

Tripureshwor, Kathmandu
Tel: +977-1-4259793
FaX: +977-1-4259808
Email: csd@customs.gov.np
Website: www.customs.gov.np

歳入局	(INlAND	reVeNue	DepArTmeNT)

Lazimpat, Kathmandu
Tel: +977-1-4415802, 4410340
FaX: +977-1-4411788
Email: mail@ird.gov.np
Website: www.ird.gov.np

労働局	(DepArTmeNT	Of	lABOur)

Minbhawan, Baneshwor
Tel: +977-1-4107194
FaX: +977-1-4107288
Email: info@dol.gov.np
Website: www.dol.gov.np

ネパール観光庁		(NepAl	TOurIsm	BOArD)

Bhrikuti Mandap, Kathmandu
Tel: +977-1-4256909
FaX: +977-1-4256910
Email: info@ntb.org.np
Website: www.welcomenepal.com

ネパール電力公社本社	(NepAl	eleCTrICITy	AuThOrITy)

Central Office, Durbar Marga, Kathmandu, Nepal
Tel: +977-1-4153052, 4153053, 4153054
FaX: +977-1-4153067, 4153013 
Email: info@nea.org.np
Website: www.nea.org.np

ネパール商工会議所連合会	(feDerATION	Of	NepAlese	

ChAmBers	Of	COmmerCe	AND	INDusTry)

Teku, Kathmandu 
Tel: +977-1-4262061 / 4262218 / 4266889
Email: fncci@mos.com.np
Website: www.fncci.org

ネパール商工業連盟	(CONfeDerATION	Of	NepAlese	

INDusTrIes)

address: Maitighar, Kathmandu
Tel: +977-1-5111122, 5111123
Email: cni@wlink.com.np
Website: www.cnind.org

ネパール商工会議所	(NepAl	ChAmBer	Of	COmmerCe)

Chamber Bhawan, Kantipath
PO Box 198, Kathmandu, Nepal 
Tel: +977-1-4230947 
FaX: 977-1-4229998 
Email: chamber@wlink.com.np
Website: www.nepalchamber.org

ネパール中小家内産業連盟	(feDerATION	Of	NepAl	

COTTAge	AND	smAll	INDusTrIes)

Maitighar Height, Kathmandu, Nepal
Tel: +977-1-4222751, 4269817
FaX: +977-1-4215602
Email: fncsi@ntc.net.np
Website: www.fncsi.org



40

ネパール投資ガイド

産業省

Singh Durbar, Kathmandu, Nepal
Tel: +977-1-4211579
Fax： +977-1-4211619
Email: info@moi.gov.np 
Web: www.moi.gov.np

ネパール投資庁

Office of the Investment Board, ICC Complex, 
New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
Tel: +977-1-4475277,977-1-4475278
Fax： +977-1-4475281
Email: info@ibn.gov.np 
Web: www.ibn.gov.np


