
輸出ニーズ  輸入ニーズ

1 NAM　LONG
有限会社

住所: Dong Nai 省, Long Thanh
県, Long An 区, 3丁目, 3番の

19B号 。
代表者: LE BACH LONG
職務: 社長

電話番号: +84.913.171.266
ファクス: +84.2513.546.028
電子メール:
namlongco.gloves@gmail.com
ウェブサイト:
gangtaycaosu.com

•　家庭用ゴム手袋。

•　工業用ゴム手袋。

 - 製品名:　  家庭用ゴム

手袋。

- 製品規格: 長さ 500ミリ

メートル-300ミリメート

ル, 広さ150ミリメート

ル。

- 製品材料: 天然ゴム。

人造ゴムButadien rubber:
SKD II, SKD Nd, 1000 ト
ン/ 年。

2
 AN PHU

THINH 株式会

社

住所: Dong Nai 省, Long Thanh
県, An Phuoc 区, 7丁目, 3番 。
代表者: VO THANH TUAN
職務: 社長

電話番号: +84.912.173.055;
+84.983.126.435
ファクス: +84.2513.682.080
電子メール:
aptcompany@gmail.com
ウェブサイト:
http://www.anphuthinh.com

糸を生産する；手袋

を生産する；労働保

護用設備を営業す

る。

 - 製品名: 糸から作られ

た作業用手袋 (gloves
work)。
- 糸から作られた作業用

手袋, PVC( dotting
gloves)。
- 製品規格 : 長さ200ミリ

メートル-300ミリメート

ル, 広さ150ミリメート

ル。

- 製品材料: 糸, 天然ゴム,
PVC。

コットン, PE, 天然ゴム

rubber, PVC, SKD II, SKD
Nd, 500トン/ 年。

3

VINASTARプ
ラスチック・

貿易生産有限

会社

住所: Dong Nai 省, Bien Hoa 市,
Binh Da 区, 3B丁目, Tran Quoc
Toan 道,108番2の3号。

代表者: MAI KHANH
職務: 社長

電話番号: +84.974.281.108
電子メール:
maikhanh@vns.net.vn
ウェブサイト:  vns.net.vn

• プラスチック玉から

作られたプラスチッ

ク製品。

• プラスチック模型を

加工する。

 - 製品名: プラスチック

製品。

- 生活用プラスチック,医
療用プラスチック,電気

用プラスチック,子供用

おもちゃ。

- プラスチック模型。

原生プラスチック玉 200
トン/ 年。

4  THANH
CONG 企業

住所: Dong Nai 省, Bien Hoa 市,
Hoa An 区, An Hoa丁目,  276番
18号。

代表者:  ON NGOC MY
職務: 社長

電話番号: +84.903.655.176
ファクス:  +84.2513.954.345
電子メール:
ngocmyminhduc@gmail.com
ウェブサイト:
tcthanhcongceramic.com

手工業的な製品。

 - 製品名: 植木鉢, 彫刻

物。

ドンナイ省の各企業のリスト
「日本市場貿易促進団」・2017年9月04日～2017年9月10日
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5
HO SON TU
貿易・サービ

ス有限会社

住所: Dong Nai 省, Xuan Loc 県,
Xuan Hoa 区, 1号道, 1丁目, 2
番。

代表者: HO SON TU
職務: 社長

電話番号: +84.2513.750.700;
+84.913.992.209;
+84.909.992.209
電子メール:
hosontu@yahoo.com.vn
ウェブサイト:
www.hosontu. com

インテリア装飾のデザイ
ン; 家具用材。

手工業的な材木製品。 材木

6
VIET

THANH 陶
器株式会社

住所: Dong Nai 省, Bien Hoa
市,  Hoa An 区, Nguyen Ai
Quoc 道,  99 番。

代表者: NGUYEN VIET
BINH
職務: 社長

電子メール:
vicerco@vicerco.vnn.vn
電話番号: +84.913.850.508;
+84.2513.954.312
ファクス: +84.2513.954.640
ウェブサイト:
www.vietthanhpottery.com;
www.vicerco.com

•  植木鉢陶器, 瓶陶器,
彫刻物陶器。

• 色々な植木鉢陶器書

類。

• 工芸製品。

製品名：植木鉢；工芸

製品。製品材料: 陶
器。製品規格 : 色々な

書類。

7 MINH THANH
有限会社

住所: Dong Nai 省, Vinh Cuu 県,
Thien Tan  区, Dong Khoi 道,
20A番。

代表者: TONG VAN THAI
職務: 社長

電話番号: +84.2513.971.673
ファクス: +84.2513.971.675
電子メール:
thai@mtfurniture.vn       ウェブ

サイト: www.mtfurniture.vn

インテリア装飾輸出
 材木での机、いす、

ベッド、家庭用具。

8
TRONG DUC
ココア有限会

社

住所: Dong Nai 省, Dinh Quan
県, Phu Hoa  区, 4丁目, KDC
16番12号。

代表者: DANG TUONG
KHANH
職務: 社長

電話番号: +84.918.940.513
ファクス:  +84.2513.620.000
電子メール:
trongduc_cacao@yahoo.com.v
n
 ウェブサイト:
www.trongduccacao.com

ココア, チョコレート,
バター, nibs, ココア

種, ココア mass, ココ

アワイン, ココア強い

酒… ココア木を商売

する。

ココアの粉, ココアの

バター, ココア Mass,
nibs, チョコレート, ワ
イン, ココア種。
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9
NAM BINH

MINH 株式会

社

住所: Dong Nai 省, Vinh Cuu 県,
Phu Ly  区, 3丁目。

代表者: NGUYEN QUANG VU
職務: 社長

電話番号: +84.163.547.4949
電子メール:
ceo@prowin.com.vn
ウェブサイト:   prowin.com.vn

• 輸出用靴を加工す

る。

• 「Prowin」というス

ポーツ用靴を 生産す

る。

 - 製品名: スポーツ用靴

- 製品規格 : 男性のサイ

ズ 39-45. 女性のサイズ

36-41. 子供のサイズ 28-
37
- 製品材料: PU, PVC, ゴ
ム, Phylon, 革 , mesh ,
布...
海外で「Prowin」という

スポーツ用靴を 配分す

るパートナーを探してい

る。

人造 ゴム50 トン/年. PU,
PVC, 50 000 メトル/年 .

10
VIET T.N メカ

ニック技術有

限会社

住所: Dong Nai 省, Bien Hoa 市,
Tam Hoa  区, 1丁目, 70番14C
号。

メカニックと模型を

加工する。

 - 製品名:  プラスチック

鋳造型, 模型, 機械, Jig...

11
DAI A THANH

有限会社

住所: Dong Nai 省, Bien Hoa 市,
Long Binh  区, 2丁目, KDC2番
C33号。

代表者:  LE TRI MINH
職務: 社長

電話番号: +84. 918.106.362
電子メール:
lt_minh@daiathanh.com
ウェブサイト: daiathanh.com

•  洗濯機と冷蔵庫用

電線。

 - 製品名:  電線

(wire harness)
「TERMINAL,
HOUSING」という電線

とリンクする物。

12
HUNG DUNG
PHAT 有限会

社

住所: Dong Nai 省, Trang Bom
県, Song Trau 区,  4丁目,
Nguyen Hoang 道, Km2番。

代表者: TONG TIEN DUNG
職務: 社長

電話番号: +84. 251.367.5175
ファクス: +84. 251.367.5176
電子メール:
hungdungphat@dukhaco.com
ウェブサイト:
hungdungphat.com

• 輸出用工芸木材を

生産する。

 - 製品名: 机やいすなど

輸出用インテリアデザイ

ナ製品。

-  製品材料: マンゴー木

材, ゴム木材...

輸出用工芸木材を 生産

する。使ったメカニック

機械。

13
DUNG

KHANH 有限

会社

住所: Dong Nai 省, Vinh Cuu 県,
Thien Tan  区, Thanh Phu 工業

団地。

代表者: TONG TIEN DUNG
職務: 社長

電話番号: +84. 251.396.6778
ファクス: +84. 251.396.6777
電子メール: dukhaco@vnn.vn
ウェブサイト:
www.dukhaco.com

• 輸出用工芸木材を

生産する。

 - 製品名: 机やいすなど

輸出用インテリアデザイ

ナ製品。

-  製品材料: マンゴー木

材, ゴム木材...

輸出用工芸木材を 生産

する。使ったメカニック

機械。
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14

NGOC
THANH

PHUOC 包装

有限会社

住所: Dong Nai 省, Bien Hoa 市,
Thong Nhat  区, 7丁目, Vo Thi
Sau 民族団地, R41番。

代表者: NGUYEN THI HOAI
LINH
職務: 社長

電話番号: +84.2513.940088
ファクス: +84.2513.917549
電子メール:
nhanvien6@nhuangocthanhphuo
c.com
ウェブサイト:
nhuangocthanhphuoc.com

• 紙から作られた包装

と紙やすりを 生産す

る。

• プラスチック: nylon
PP, PE, HD…から作ら

れた製品を生産す

る。

 - 製品名: nylon PPバッ

グ, Pe, HD...
- 製品規格 : 色々な書

類。

- 製品材料:  プラスチッ

ク。

 プラスチック玉: 1LDPE,
2LDPE.

15
SON AN HA
TINH 株式会

社

住所: Dong Nai 省, Bien Hoa 市,
Tan Tien  区, 6丁目, Dong Khoi
道, 477番。

代表者: NGUYEN HAI LUAN
職務: 社長

電話番号: +84. 251.882.3388
電子メール:
sonanhatinh@gmail.com
ウェブサイト: huongson.com.vn

•鹿の角酒。

 - 製品名: 鹿の角酒。

- 製品規格 :  ボトル 500
ミリメートル, 12 ボトル/
バケツ

- 製品材料: 100日モチゴ

メ酒, 鹿の角、草木。

16
NAM CHAU
食料品 株式会

社

住所: Dong Nai 省, Bien Hoa 市,
Quyet Thang  区, Ha Huy Giap
道, 180番。

代表者: TRAN THI CHAU
LOAN
職務: チェアマン

電話番号: +84.2513.606.678
ファクス: +84.2513.680.938
電子メール:
pthaincs @gmail.com
ウェブサイト:
namchausonfoods.com

-食料品売買。
- 日本へベトナムの農産

を輸出する。

- 日本からお菓子を輸入

する。
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