2019年9月14日～20日に行われる日本での貿易促進プログラム参加ドンナイ省の企業リスト
需要
番目

連絡情報

企業

事業分野

製品の特徴
売りたい

MR LE BACH LONG
+84 913 171 266;
nanlonggt@yahoo.com

家庭用と業務用
ゴム手袋の製造・販売

1

ナムロン有限会社

2

トゥアンフオン生産貿易
有限会社

MR LIU TAC SANG
+84 913 768 528;
+84 908 387 338;
thuanhuongchips@gmail.com

ヒエップルック合作社

MS LUONG THI THUY
+84 913 867 442;
+84 832 271 957;
htxhiepluc@gmail.com

輸出用手工芸品の生産販売

イグサ、ウォーターヒヤシンス、PPバンドを
原料とした手工芸品

MR NGUYEN HUU THAT
+84 909 663 949; info@dnpvn.com

ステンレス鋼（Inox)、特殊鋼
を取り扱い事業

ステンレス鋼304 / 304L、316、301、
凝固させた四角柱状の鋼片、食品と
鋼板、コイル
石油産業用の特殊鋼。
* 熱延鋼板。ACE グループのステン
* 厚さ12㎜以下の圧延鋼板を切断する
レス鋼
生産ラインを買いたい

MR CAO XUAN TU
+84 983 797 738;
hoidnccbdongnai@gmail.com;
viettrungxocp@gmail.com

投資、建設、貿易、生産、サー
ビス、畜産、植林

3

4

ジップ・ナム・フオン有限会社

5

ベトチュウソ 株式会社

6

ファットタンコン一人有限会社

7

タインダット民生用木材
有限会社

MR NGUYEN VU GIANG
+84 932 675 068;
phatthanhcongco@gmail.com

MR TRAN TAN TUAN
+84 908 648 570

乾燥(ドライ)農産物の加工生産

ゴム手袋

ドライジャックフルーツ、
ドライバナナ、ドライフルーツ、
ドライで柔らかな食感に仕上げる ドライ
ドライタロ芋、ドライさつま芋、
技術を備えた日本のドライ
ドライハスの実、柔らかな食感に仕上げた
機械
ドライマンゴーや
バナナ、冷凍ジャックフルーツ

木質ペレット

8

9

アンコック製造商業サービス
限会社

ロンハイファット生産商業
有限会社

10

カンタイン有限会社

11

ギアタン有限会社

12

チーニャンファット有限会社

有

MR NGUYEN VAN ANH
+84 913 698 600;
anhquocanhhoa@gmail.comC12:C16

MR TRINH NGOC LONG
+84 918 631 579;
+84 933 397919;
trinhngoclong579@gmail.com

電気ケーブルのボビン、おが
屑、木質チップ、パレットの製
造・輸出入。

木質ペレット、木質おが屑ブロッ
ク、パーティクルボード

おが屑ブロック

ドライ製品に求める性質：サクサク感、
ソフト、甘い、自然な色。

イグサ、ウォーターヒヤシンス、PP
バンドを原料とした製品

化成品、食品、石油産業への応用

200トン／年

*イグサ原料の製品: 10万
個
*ウォーターヒヤシンスを原
料とした製品:
10万個
*PPバンドを原料とした製
品: 10万個

300トン/月

買主の要求に応じて対応
します

化石燃料よりも低いCO2排出
•高エネルギー含有量
•保管と輸送が簡単
•効率的で信頼性が高くスケーラブル
生産能力：10万トン/年
な燃焼
• 環境にやさしい
•完全燃焼できる再生可能な燃料源
•化石燃料に比べると価格が安定.
高品質の木材から作られたエネル
ギー密度の高い均一な燃料として、
木質ペレットにはさまざまな利点が
あります。
•木質ペレットはエネルギー源として
効率的です
•エネルギー含有量に基づいて、木質
ペレットは化石燃料や未処理の木質
材料よりもCO2排出量が大幅に下回り
ます。
生産能力：10万トン /年
•通常、木質ペレットの正味の発熱量
は約4,000 kcal / kgです。
•水分含有量が非常に少なく、灰分が
少ないため、木質ペレットは標準の
ドライバルク容器で輸送できます。
これは経済効率を最大化し、環境的
に好ましい
•木質ペレットは均一で均質であるた
め、簡単に輸送できます。
–原料：100％パインまたはアカシア
の木
–水分：最大12％
–異物：0.1％
–パウダー：最大2％
–パッキングスタイル：圧縮してジャ
容量：30,000 MT /年
ンボバッグ500〜600kgs、20-23tons /
cont 40’HCに詰める
連続で40袋または44袋（客様の要求
による）

Wood shavings
木の削り屑

容量：20,000 MT /年

Wood Briquette
木質のおが屑ブリケット

・商品：木質のおが屑ブリケット/削
り屑ブリケット
•寸法：15x 6.0 x 10 mm
•水分：最大10％
•異物：0.1％
•灰分：最大2％
•密度：最小950 kg / m3
•包装：12ブリケットが入る１PE袋の
重さは10㎏
•PE袋のサイズ：150x180x360 mm
•パレットのサイズ：94 x 110 cm
•パレット：96 PE袋入り
•20フィートコンテナの収容：24パ
レット（22.080トン相当）

容量10,000 MT /年

木質ペレット、木質おが屑ブロッ
ク、パーティクルボード

あらゆる種類の紙パッケージの
各種の紙パッケージ、紙箱、カート
印刷と製造：紙箱、カートン、
ン。お客様のニーズに合わせた製品
スタンプ、ラベル、ハングタ
の加工
グ、バッグ、POSM

MR NGUYEN VAN LANG
+84 983.813372
hungngd@gmail.com

物流サービス：輸出入品の輸送及
び通関サービス

建設用の砂・石材、
海運サービスを提供

3,000万ペア/年

サイズ：2 – 15 mm
–木材の種類：100％パイン
–水分：最大15％
–パウダー：最大1％
–異物：最大0.5％
–梱包スタイル：圧縮してジャンボ
バッグ500〜600kgs、22〜24トン/ cont
40’HC、40〜44袋/ cont（顧客の要求に
応じて）
バッグサイズ：110x110x120（40バッ
グ/続き）、パレットサイズ：
100x100x9 cm

MR NGUYEN DUY THUAN
+84 912 597 411;
thuan.nguyen@khangthanh.com

MR DAM DUC CAI
+84 913 756 040;
trinhanphatco@gmail.com

あなたの手や健康を守ります; あなたの家
庭での家事を支援します。 ガーデニン
グ、クリーニング、水産加工等やその他の
家事にご利用いただきます。消費者の
ニーズに適したデザイン、色、サイズをご
用意します。

*
ラムドン省とビンフオック省にある
15ha-200haの土地に薬草、花、果物、
* フィルム面合板ボード（1枚のサイ 野菜の栽培事業への投資を呼びかけ
ズ：広さ1200mm、長さ2400mm、厚 ます（ベトナム側は土地の使用権で
投資、建設、貿易、生産、サー さ100mm-150mm ）
協力）
ビス、畜産、植林
*
* 型枠合板
ビンフオック省にある500ヘクタール
* ォーターヒヤシンスのバスケット
のエコツーリズムプロジェクトへの
* あらゆる種類の建設石材
投資を呼びかけます（土地の添付地
図あり）
*
投資、建設、貿易、生産、サー
ドンナイ省ビエンホア市フオックタ
ン坊にあるVuon Xoaiエコロジカル
ビス、畜産、植林
ツーリストプロジェクト（稼働中）
への経営協力を呼びかけます

ウッドチップ）木片

生産量

買いたい

＊木質ペレット：1万
2,000トン/月
**発電用・畜産用（馬、牛等）ヒー ＊木質おが屑ブロック：
ターのためのクリーン燃料。インテ 6,000トン/月
＊パーティクルボード：
リア・家具
6,000m3/月

1日当たりの平均生産能力：10トン/日
1日当たりの供給能力：25万アイテム/
日
設備の生産能力：2,000個/時
商品は、サンプリングの日から7日
以内に客様の倉庫にお届けします。

100〜200
40 フィートコンテナ/月

