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【トルコ経済 基本情報】 

＜為替の動き＞ 
 2016 年 7 ⽉から 2017 年 6 ⽉末までの為替の推移は以下の通りです。（図表 1） 
 

図表 1 為替推移（2016 年 7 ⽉ 15 ⽇〜2017 年 6 ⽉ 30 ⽇） 

 
出典：トルコ共和国経済省 

 
今年に⼊ってから、しばらく下落の動きが続いていたトルコリラですが、その後は⽐較的安
定して推移しており、2017 年 6 ⽉ 30 ⽇時点では 3.50 リラまで戻っています。 
 
2017 年 6 ⽉ 15 ⽇に開催された⾦融政策委員会会合（定例会合）では主要⾦利の変更はあ
りませんでした。 
 
＜その他の経済指標＞ 
 
GDP 成⻑率 
トルコ統計機構は 2017 年第⼀四半期の成⻑率について前年同期⽐ 5%増であったと発表し
ました。国際機関を含む様々な機関の予想を⼤幅に上回る結果となりました。背景には政府
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⽀出の増⼤がありますが、同時に家計⽀出も前年同期⽐ 5.1%増と伸びが続いている状況で
す。 
 
5%の成⻑率は G20 加盟諸国の中で、中国、インドに次いで第 3 位の結果でした。（インド
ネシアと同率） 
 
産業ごとの成⻑率は農業が 3.2％、製造業が 5.3%、建設業が 3.7%、サービス産業が 5.2%
となっています。サービス産業は観光客の減少を受けて、⼤きな打撃を受けていましたが、
徐々に観光客数も戻ってきています。2017 年 4 ⽉には、20 か⽉ぶりに前年同⽉⽐増を記録
し、2017 年 1 ⽉〜4 ⽉の 4 か⽉間で 587 万⼈の観光客がトルコを訪れました。これからハ
イシーズンが始まるため、さらなる増加が期待されています。 
 
 
イスタンブル株式市場の各⽉終値(BIST100) 
2017 年 3 ⽉ ：88,947 
2017 年 4 ⽉ ：94,282 
2017 年 5 ⽉ ：97,541 
2017 年 6 ⽉ ：100,401（30 ⽇時点/前⽉⽐ 3%上昇） 
 
経済成⻑率の発表の影響は株価にも出ています。初めて先⽉末 100,000 越えを果たした
BIST100 は 2017 年初めから 28％上昇しており、過去最⾼値を更新し続けています。 
 
CDS プライム 

7 ⽉ 15 ⽇のクーデター直後は前週⽐ 22.2%上がり、281.61 を記録した CDS プライムは、
6 ⽉ 30 ⽇現在、前⽉⽐ 2%減の 195.13 となっています。この値は 2016 年 7 ⽉ 15 ⽇時点の
値よりも低く、過去 2 年の最低値を更新し続けています。 
 
 

 

  



 

【貿易概況】 

＜貿易額推移＞ 
2015 年 3 ⽉から 2017 年 4 ⽉までの貿易額推移は以下の通りです。（図表 2） 

 
               図表 2 輸出⼊額推移            (単位：10 億ドル) 

 
出典：トルコ統計機構 

 
トルコ輸出連盟によると、2017 年 5 ⽉の輸出額は前年同期⽐ 12.5%増の 133 億ドルと

なっています。6 ⽉ 1 ⽇〜29 ⽇までの輸出額は前年同期⽐ 1.7%増の 113 億ドルです。 

  



【直接投資概況】 

 

2017 年 1 ⽉〜4 ⽉までの海外からの直接投資を 2016 年同時期と⽐べた表が図表 3 で
す。 

 

 
 
 
＜⽇本企業による投資ニュース＞ 
 
6 ⽉ 15 ⽇、総合商社の丸紅株式会社はトルコのサイデテキスタイル(Saide Tekstil 

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) の株式 45.5%を取得することに合意したことを発表し
ました。Saide Tekstil 社は、イスタンブルに本社を置き、英国・ロンドンに拠点を有する
⾐料品などの企画・製造・販売を⾏っている企業です。 
 
今回の出資参画を機に、両社が有する企画・⽣産・販路を最適に組み合わせ、⼈⼝増加

と経済成⻑に伴って成⻑が⾒込まれる世界の医療品などライフスタイル関連市場におけ
る販売拡⼤を⽬指すとのことです。 
 

（丸紅株式会社 ニュースリリースより⼀部抜粋） 
 

            
  

2016年
(1⽉〜4⽉)

2017年
(1⽉〜4⽉)

前年⽐

3,532 3,604 2.0%
1,473 2,607 77.0%

投資 1,831 2,718 48.4%
売却 358 111 -69.0%

797 -264 -133.1%
1,262 1,261 -0.1%

出典：トルコ中央銀⾏

(図表3) 対内直接投資内訳 2016/2017年（100万ドル）
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【特集：トルコのアパレル産業について】 

 

世界第 8 位の綿花⽣産国であるトルコにおいて、テキスタイルおよびアパレル産業は最
も歴史の古い産業のうちの⼀つです。国内産の綿のみならず、輸⼊綿も⽤いながら⾼品質な
製品を⽣産、輸出しています。 

 
 
テキスタイルにおいては⼀般的な⽣地はもちろん、シャツ⽤⽣地、デニム⽣地、レース⽣

地などに強みを持ち、世界各国でその品質が認められています。⽇本でもオーダーメイドワ
イシャツでトルコ製の⽣地を扱っている店舗があったり、有名ブランドのデニムがトルコ
製デニム地を使っていたり、レースカーテン売り場にはトルコ産が並んでいたりと、確かな
地位を築きつつあります。 

 
 
アパレルにおいては、トレンドを取り⼊れた企画提案⼒、短納期での⽣産能⼒、欧州市場

までのロジスティック⾯での強みを⽣かし、数多くの欧州ファッションブランドの OEM・
ODM ⽣産拠点となっています。 

 
 
また 6 ⽉ 15 ⽇には、トルコを代表するデニムブランド MAVI がイスタンブル株式市場へ

の上場を果たし、⼤きな注⽬が集まっています。 
 
 

＜数字で⾒るトルコのアパレル産業＞ 
・世界 211 の国と地域に輸出 
・全国に 35,000 のアパレル企業 
・アパレル輸出世界第 8 位（※図表 4 参照） 
・対欧州アパレル輸出世界第 3 位 
・輸出の 7 割は対欧州 
・総輸出額の約 10%を占める重要産業 
・産業全体の雇⽤に占める⼥性の割合は 50%以上 
・トルコブランドの海外店舗数：4500 店 
 
  



 
                   （出典：トルコ共和国経済省） 

 
 
 
＜輸出先と輸出製品＞ 
トルコのアパレル製品輸出先 上位 10 か国は図表 5 の通りです。 
 

 
                                （出典：トルコ共和国経済省/Trademap） 

 
  

順 国名 2016年輸出額
1 中国 147,793
2 バングラデシュ 33,452
3 ベトナム 24,655
4 イタリア 19,968
5 ドイツ 17,116
6 インド 16,961
7 ⾹港 14,915
8 トルコ 14,784
9 スペイン 12,283
10 カンボジア 10,277

（図表4）国別アパレル製品輸出統計（100万⽶ドル）

順 国名 2016年輸出額
1 ドイツ 2,689
2 イギリス 1,926
3 スペイン 1,693
4 フランス 693
5 オランダ 653
6 イタリア 610
7 イラク 558
8 ポーランド 556
9 ⽶国 533
10 デンマーク 422
57 ⽇本 22

（図表5）トルコのアパレル製品輸出先 （100万⽶ドル）



 
トルコが世界に輸出しているアパレル製品 上位 10 位は図表 6 の通りです。 
 

 
    （出典：Trademap） 

 
 
 
＜トルコブランドの海外展開＞ 
 
トルコ発のアパレルブランドの海外展開も加速しています。残念ながら⽇本には直営店舗
の進出は未だ果たされていませんが、欧⽶諸国を中⼼に、中東や中央アジア、近年ではアジ
ア各国にも、ファストファッションブランドから⾼級スーツブランドまで、様々なトルコブ
ランドが店舗展開をしています。 
 
トルコ経済省のトルコ発ブランド育成プログラム”Turquality(※)”にも、10 のテキスタイル
ブランド、12 のアパレルブランドが⼊っています。 
 
※Turquality とはトルコブランドの世界での競争⼒強化を⽀援するため、トルコ経済省主導で⾏われている助成プログ

ラムです。政府は建国 100 周年を迎える 2023 年までに 10 以上の世界で知られるトルコブランドを育てるという⽬標を

掲げています。 

 

Turquality の助成対象となるためには厳しい審査をクリアする必要があり、認定企業はまさにトルコを代表する選ばれ

しブランドという位置づけです。テキスタイルのみならず、⼯業製品、外⾷産業など分野は多岐にわたります。 

 

本プログラムにつきましては、別の号の特集でご紹介させていただければと存じます。 

  

HSコード 製品類 2016年輸出額

'6109 Tシャツ、シングレットその他これらに類する肌着（メリヤス編、クロセ編） 2,930

'6204 ⼥⼦⽤のスーツ、ドレス、スカート、ズボン等（メリヤス編、クロセ編以外） 2,269

'6110 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、その他（メリヤス編、クロセ編） 1,626

'6203 男⼦⽤のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ズボン等（メリヤス編、クロセ編以外） 1,510

'6104 ⼥⼦⽤のスーツ、ドレス、スカート、ズボン等（メリヤス編、クロセ編） 1,213

'6115 タイツ、ストッキング、ソックスその他靴下類（メリヤス編、クロセ編） 1,037

'6206 ⼥⼦⽤のブラウス、シャツおよびシャツブラウス（メリヤス編、クロセ編以外） 721

'6205 男⼦⽤のシャツ（メリヤス編、クロセ編以外） 574

'6106 ⼥⼦⽤のブラウス、シャツおよびシャツブラウス（メリヤス編、クロセ編） 511

'6103 男⼦⽤のシャツ（メリヤス編、クロセ編） 346

             （図表6）製品別輸出額          （100万⽶ドル）



 

＜Turquality 認定アパレルブランドと海外店舗数＞ 
 

ブランド名 ジャンル 海外店舗数 ブランドホームぺージ 
AVVA  メンズファッション 17 http://www.avvacorporate.com/ 

De Facto 
メンズ・レディース カ

ジュアルウェア 
105 http://www.defacto.com.tr/en-us/ 

Derimod 
メンズ・レディース レ

ザーウェア 
19 https://www.derimod.com.tr/en 

D'S Damat  メンズファッション 15 http://www.dsdamat.ru/en/ 

Fuga  デニム 情報なし  

Kigili  メンズファッション 17 https://www.kigili.com/eng 

Mavi  デニム 385 http://us.mavi.com/ 

Mudo 
メンズ・レディース カ

ジュアルウェア 
情報なし https://www.mudo.com.tr/ 

Penti 
ソックス・ストッキン

グ・タイツ・⽔着 
70 https://en.penti.com/ 

Select  レディースファッション 
200(⾮直営店

含む） 
http://www.selectfashion.co.uk/ 

Vestino  レディースファッション 60  

Yargici  レディースファッション 2 http://www.yargici.com.tr/ 

（トルコ⼤使館商務部調べ） 

 
 
 

 

 
 

資料についてのお問い合わせ先：  駐⽇トルコ共和国⼤使館 商務部 
担当：齋藤  (03-3470-6723/i-economy@turkey.jp) 


