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 今回のベトナム訪問は、11 月 30 日から 12 月 9 日まで日本アセアンセンターで開催され

る「ライフスタイル・ベトナム展」への出展企業及びその出展物の選定補助とハノイでの

セミナー講師としての講演が主目的であった。 

 

 ASEAN 企業面談は、通常アセアンセンター内の会場、或いはビッグサイトでのギフト・シ

ョーやライフスタイル展への参加企業の選定である。 ASEAN の 2 カ国或いは 3カ国を訪問

し、各国 10 社前後と面談し、3 社を選定する方法であった。 今回は一カ国に焦点を合わ

せ、その国のライフスタイル商品を扱う企業 10 社を選定する方式になったとのこと。 確

かにベトナムのみで 18 社と多数の企業と面談したが、自信を持ってご推薦出来る企業は 4

－5社であったから、ベトナム企業の代表として10社も選ぶのは中々難しい作業であった。 

 

 その第一の理由は、企業を訪問出来たのは数社で、半数は遠方に在るため、時間の関係

で担当者がサンプル数点を持参して、VIETRADE のオフィスまたは我々が滞在するホテルで

面談した。数点のサンプルなので、それが自社企画なのか OEM なのかも判然とせず、その

企業の実力を判断するのは難しかった。 

 

 担当者もオーナー自らサンプルを持って、自らの企業理念を語ったのは一社で、その他

は、若い女性担当者が数点のサンプルとカタログまたはパソコンによる説明に終わった。

フランクフルト・メッセ等に出展して、既に海外に輸出している企業は、今回の VIETRADE

の呼びかけに魅力を感じなかったのではないかと想像される。 

 

 従って、非常に企業努力が感じられる商品ラインを持つ 4－5社を除いては、日本市場未

経験で、商品または商品企画全体に改良の余地は多いが、オーナーが企業の全体を把握で

きる小企業で、そのオーナー自身が、日本市場進出に強い熱意を持っている企業を中心に、

推薦させて頂いた。 

 

  





ベトナム基礎データ

面積：３３１，６９０ｋ㎡
人口：約８，４４０万人人 約 ， 人
首都：ハノイ
言語：ベトナム語
通貨：ドン







Artex Gobelins Co., Ltd.
アルテックス ゴブランアルテックス ゴブラン

主な展示品:  ニードルポイント、
ププチポワン製品、クッション、タペ
ストリー等

担当者:  Mr. Dang VanThái
会社設立年: 1982年会社設立年:  1982年
従業員数:  100人
年商:  8万米ドル

輸出先: 日本輸出先:  日本

モチーフがフランス・ルイ王朝風
であるのが、特殊であり特徴でも
ある 見して手仕事とは思えなある。一見して手仕事とは思えな
いほど繊細で、高品質な職人の
技術が光っている。 日本からモ
チーフのデザインや、金具、その
他アクセサリ を提供し 全く新他アクセサリーを提供し、全く新
しい商品群を組み立てる可能性
は大である。



Genexim Corp.
ジ ネシム

主な展示品:  陶器、竹製品

ジェネシム

担当者:  Ms. Do Thi Tuyet Minh
会社設立年:  2004年
従業員数:  100人従業員数

年商:  80万米ドル

輸出先: ヨーロッパ、アメリカ

伝統的な技術をモダンな形状によく
マッチさせている。商品の１００％を
輸出しているだけあって、サイズが
大きく イ ムも非常に欧米 イ大きく、アイテムも非常に欧米のイ
ンテリアを意識した品揃えである。
今回の参加で日本のインテリア、
特にサイズと小さいアイテムについ特にサイズと小さいアイテムについ
て学んでもらえれば、将来楽しみな
メーカーである。



Haprosimex JSC
ハプロシメックスハプロシメックス

主な展示品:  ハンディクラフト、家庭用品、
インテリア用品

担当者:  Ms. Nguyen Tuyet Nhung
会社設立年:  1999年
従業員数:  100人
年商:  200万米ドル

輸出先: ヨーロッパ、日本、アメリカ

国が４０％の株式を所有する元国営企業国 株式を所有する元国営 業
なので、非常に大きな生産能力を持ち、幅
広い商品展開をしている。竹、シーグラス、
ラタン、クリーパーなど、ベトナム国内で入
手可能な天然素材を使用して インテリ手可能な天然素材を使用して、インテリ
ア・アイテムを主に欧米に輸出している。
バッグ類の種類も豊富で、異素材を組合
せるなど、新しいアイデアを開発している。



Hiep Hung Group, Pte.
ヒエップ フン グル プヒエップ フン グループ

主な展示品:  刺繍ベッドシーツ・カバー、
テーブルクロス等

担当者:  Mrs. Doan Thi Huu Nghi
会社設立年:  1988年
従業員数従業員数:  120人
年商:  85万米ドル

輸出先: ヨーロッパ、オーストラリア、

日本日本

ハノイで二世代にわたり刺繍のベッドリ
ネンやテ－ブルクロスを扱う老舗。ネンやテ ブルクロスを扱う老舗。

最近イタリアのブランドと提携、従来のベ
トナム特有のモチーフから脱皮し、モダ
ンなデザインのインテリア関連商品を展
開 る 地方 農村女性達を訓練開している。 地方の農村女性達を訓練
して、生産能力を拡大し、ドイツを始め主
にヨーロッパへ輸出している。 二代目
のオーナーが大変意欲的な女性である。



HYVAD Vietnam
ハイバッド べトナムハイバッド べトナム

主な展示品:  陶器類、バンブー、
ラタン製品等

担当者:  Mr. Au Duy Vuong
会社設立年:  2005年
従業員数:  100人
年商:  35万米ドル

輸出先: ヨーロッパ

ビジネスの中心は、ヨーロッパの
スーパーマーケットへの大量輸出。
日本とのビジネスは未体験ながら、
オーナーが日本市場に強い興味
を示している。自主商品は、日本
でも長く売られているバッチャン特でも長く売られているバッチャン特
有の食器と、木彫の、これもトラ
ディショナルなモチーフの置物。

日本サイドで企画した商品を依頼頼
すれば、熱意を持って取組んでく
れる企業である。



Lan Innovation Co., Ltd.
ラン イノベ ションラン イノベーション

主な展示品:  ウォーターヒヤシンス、

ヤシ、籐、竹、シーグラス等の天然素
材から作られたバスケット、 バッグ

担当者:  Mrs. Ngo Duyen Lan
会社設立年:  2007年
従業員数:  10人
年商:  100万米ドル

ベトナム特有の天然素材を使った、
ベトナムが最も得意とするハンディク
ラフトを扱う企業 その柔らかな色彩ラフトを扱う企業。その柔らかな色彩
と若干小さめの形状が、他社の製品
とどこか違った味をかもし出している。
女性オーナーがヨーロッパへの輸出女性オ ナ がヨ ッパ の輸出
経験から得た、感覚的なものに由来
していると思う。このような感覚が、こ
れからのベトナム・ハンディクラフトの
発展に最も必要な要素なのではない発展に最も必要な要素なのではない
か。



Minh Trang Hand Made Bedding & Dinning
ミン トラン ンドメイド ベ デ ング アンド ダイ ングミン トラン ハンドメイド ベッディング アンド ダイニング

主な展示品:  手刺繍製品、シル
クキルト、シルクブランケット等クキルト、シルクブランケット等

担当者:  Ms. Vu Thi Hong Yen
会社設立年:  2001年
従業員数: 400人従業員数:  400人
年商:  20.5万米ドル

輸出先: 韓国、日本、アメリカ、

ヨーロッパヨ ロッパ

ハノイから100キロほど南に位置

するニンビン省。 そのクラフト・する ンビン省。 そのクラフト
ヴィレッジの女性達が手作りする、
刺繍やパッチワークのベッドリネ
ン、ブランケット、エンブロイダ
リ ナプキンが主力商品リー・ナプキンが主力商品。

企業と言うより、農村の婦人達を
まとめた組織とでも呼ぶべきか。
責任者の女性が非常に熱心で責任者の女性が非常に熱心で、
何とか協力したいと思わせる人
柄である。 ヨーロッパからのＯＥ
Ｍ生産が多い。



Msafina International Co., Ltd.
ムサフ ナ インタ ナシ ナルムサフィナ インターナショナル

主な展示品:  テーブルウェア、キッ
チンウェア等

担当者:  Mr. Lai Minh Bach
会社設立年:  2009年
従業員数:  10人
年商:  30万米ドル

輸出先: ヨーロッパ、オーストラリア

創業1年の若いオーナーの企業。

彼の持論で、コスト・パフォーマンス
の見地から、トレード・フェアには全
く参加していない。

パ 問屋や商社 直接ヨーロッパの問屋や商社に直接コン
タクトして、昨年ＵＳ＄１５０，０００を
売り上げたとのことである。 主力商
品は、竹を巻いたボウルの外側を、品は、竹を巻いたボウルの外側を、
漆で仕上げたもの。ベトナムの特産
品である。



Quang Phu Import Export Trading Co., Ltd.
クアン フ インポ ト エクスポ ト トレ デ ングクアン フー インポート エクスポート トレーディング

主な展示品:  ハンドバッグ

担当者:  Ms. Do Thi Mai Hoa
会社設立年:  2000年
従業員数:  125人従業員数

年商:  20万米ドル

輸出先: 日本、アメリカ、オーストラリア

ベトナム企業には珍しく、ハンドバッグ
に特化している。展開するアイテム数は
非常に多く、新しいデザインへのチャレ
ンジにも意欲的である。日本語に堪能
な女性オーナーがバイタリティーに溢れ
た人物で、月産500個の手作りバッグを
100％輸出している 現在は中国から100％輸出している。現在は中国から

素材を輸入する場合もあるが、長期的
には全てを自社工場で生産する5ヵ年
計画を作成している。



Vietnam Embroidery Co., Ltd. (Vinaem)
ベトナム エンブロイダリベトナム エンブロイダリー

主な展示品:  刺繍寝具、ホーム・テキスタイル

担当者:  Ms. Vu Thi Thuy Duong
会社設立年:  2005年
従業員数:  120人従業員数

年商:  40万米ドル

輸出先: ヨーロッパ、日本

ベトナム特有のベッド用品を中心に、

カーテンなどのホーム・テキスタイルを扱う創カ テンなどのホ ム テキスタイルを扱う創
業5年の新しい企業である。

輸出７０％、国内３０％の比率で輸出はホーチ
ミン・エクスポやインターネットでマーケティン
グしている。国内では“Qilila”ブランドで、新し

く生まれつつある都心の富裕層をターゲットに
小売り中心に展開している。


