２０２２年度「ベトナム裾野産業の現状と課題」
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業界

109159084

180

部品
（バルブ、ジョイント、機械部品、
フォークリフトシリンダー用のラッチ
やナット等)

2020年4月にホアフー工業団地のロットCN-10に設立。
主な製品は部品で顧客は100％FDI企業（電気、電子機器、
機械など）となっている。
ミニマムロット数：凡そ月2千〜2万個未満です。

http://avpack.com.v
n/

3603280232

100

プラスチックトレー、
PEフォーム、PEストレッチフィルム

An Viet Phat社は梱包材製造で10年の実績を持ってい
る。主な製品は、プラスチックトレイ、PEフォームまたはPEス
トレッチフィルムとなっている。

https://hanelpt.com.
vn/?lang=jp

PCB基板実装、大音量ブザー、圧電
セラミックエレメント、
流体センサー、アクチュエーター、音
響機、変圧器等

PCBA組立てと圧電セラミック加工を主に生産している。

http://tciprecision.vn/ja/trang
-chu%e6%97%a5%e6%
9c%ac%e8%aa%9e/

バクザン省 ヒエップホア県 マイディンコ
ミューン、ホアフー工業団地、ブロック
+(84) 24.2243.3322
CN-10

giapvm@tciprecision.vn

the.tran@avpack.com.vn

税法番号

1

TCI Precision 株式会社

Vu Manh Giap

副社長

+84969628884

sales.01@tciprecision.vn

2

AN VIET PHAT PACKAGING 有限会社

Tran Van The

社長

+84937492898

the.tran@avpack.com.vn

ビエンホア市、ホアアインコミューン、ブイ
+(84) 937492898
フーギア道、60/3B 号

3

HanelPT

Nguyen Kim Chai

営業部長

+84915830186

sales3@hanelpt.com.vn

ティエンソン工業団地

+(84) 915830186

sales3@hanelpt.com.vn

101869981

300

4

ベトナムUtracon

Hai Nguyen

ロジスティク
+84902103075
ス部長

hai47cd3@gmail.com

ハノイ市 トーヒュー道 ナムクオンビル
Km4

+(84) 902103075

hai47cd3@gmail.c http://utraconvietna
m.com/
om

306197579

60

5

QUANG ANH QUANG TRI 株式会社

Nguyen Manh Tu
(Mr.)

経営マネー
ジャー

+84359333352

tunm@ambercapital.vn

クアンチ省 ヴィンリン県, ヴィンチャップ
+(84) 889886086
コミューン

6

ベトナムOrgano

Nguen Thanh Binh

スタッフ

+84949498286

Thanhbinh.nguyen@orga ホーチミン市、ビンタイン区、グエンシ
novietnam.vn
道、１０２号

GIAI PHONG ルッバー 有限会社

MRS DANG THI THU
TRANG

7

経営スタッフ +84989617322

kinhdoanh5@gprubber.v
n

フンイエン省 ヴァンラム県 タンクアンコ
ミューン、ゴクダ村

tunm@ambercapit
al.vn

amberip-tbhx.com.vn
3200687392

建設業向け鉄鋼製品

建設

2015年に設立されたQuangAnhReal Estate社は、投
資、建設、ビジネス、不動産プロジェクトの開発の分野におけ
る専門企業である。 これまで10県都市以上に3,000ヘク
タールを超える実績を持つ。
信頼の一流不動産ブランドを目指し、質の高い人材確保や市
場調査活動に注力し、効果的かつ最適な投資オプションをお
客様に提供している。

水処理設備の提案を実施している。

Thanhbinh.nguyen https://organovietna
@organovietnam.v m.vn/ja/
n

310265849

100

水処理設備の提案

+(84) 221 379 1916

kinhdoanh5@gpru
bber.vn

900233487

180

ラバーパーツ

+(84) 2723898838

cuong.trinh@nema
one.com;
vinh.phan@nemao
ne.com

-

1101799292

40

http://austdoorgroup
.vn/en/home/

101306139

8

Nhat Viet スマートフューチャー 株式会社

Trinh Viet CUONG,
Phan Trong VINH

CEO
副社長

+84903446547

cuong.trinh@nemaone.co
ロンアン省 ドゥクフエ県 マイタックドン
m;
コミューン、04村
vinh.phan@nemaone.com

9

Austdoor Group 株式会社

Tran Cong HAU

国際経営部
長

+84943518606

hautc@austdoor.com

ハノイ市 タインスアン区 レヴァンティエ
ム No.37 ADG タワー

+(84) 24 4455 0088

hautc@austdoor.c
om

+(84) 1900 0399

thu.nguyen@grand https://grando.vn/
o.vn

-

600

+(84) 949498286

https://giaiphongrub
ber.com/

会社紹介

-

Nema1, Nema2

東京大学からNEMAの発明を譲渡購入する会社である。
環境や人々の生活・動植物に安全で高品質な製品を提供する
という目的の下、日本、ベトナムをはじめ、地域の信頼的シン
ボルになりたいと考えている。

1500

アルミニウムプロファイル

Austdoor Groupは、ますます拡大するOEMプロジェクト
に対応するために、幅広い製品、特にアルミニウムプロファイ
ルソリューションを提供している。

-

500

アルミニウムプロファイル

Do Thanhアルミニウム社は現在、ベトナムで5大高級アル
ミニウムプロファイル工場の1つとなっている。
国際基準を満たす近代的で効率的な生産ラインシステムを備
えており、毎年、国内外に約2万５千トンの供給をしている。

313159616

10

10 Do Thanhアルミニウム 株式会社

Nguyen Huu THU

Marketing +84974843826
部長

thu.nguyen@grando.vn

ハノイ市 ザーラム県 フーティーコミュー
ン、フーティー小中工業団地

11 HTM PRECISION 有限会社

LeThi Thu HONG(Ms)

スタッフ

info@htmprecision.vn

ホーチミン市、トゥドゥック区、ロンタイン
+84 983 110033
マイコミューン、 17道、10/7A

info@htmprecision http://htmpre
.vn
cision.vn/

12 Daphonimex 有限会社

NgocANH Nguyen Thi

社長アシスタ
+84916975879
ント

ntnanh17411@gmail.com

ダクラク省 バンメトート市 タンアンコ
ミューン タンアン 1工業団地

ntnanh17411@gm
ail.com

daphovina.co
m

6001327048

200

水中電動ポンプ、ハンドヘルド芝刈り
機、エルボー、Quaizeステンレス鋼
シャックル、防火シャックル、産業用
M＆Eケーブルトレイハンギング
シャックル

主要製品である電動水中ポンプの製造、機械加工、開発を専
門としている。
30年以上の実績から国内外の農業および加工産業に使用
されるツールと機器を詳細に分析し技術を向上してきてい
る。

13 NgocDiepアルミニウム 株式会社

Pham Thi Ngoc TU

輸出スタッフ +84900995968

フンイエン省 ヴァンラム県 ラクホンコ
dinostar-exp@ngocdiep.vnミューン フーノイ A工業団地、Cブロック +(84)24 39422828
C2道

dinostarexp@ngocdiep.vn

www.nhomdin
ostar.vn

900995968

500

アルミビレットとアルミプロファイル

Ngoc Diepアルミニウム株式会社はNgocDiepGroupで
ある。
フンイェン県にあるPhoNoiA工業団地にDINOSTARブラ
ンドのアルミニウム工場を持っており、本工場は、ベトナムの
アルミニウム生産の分野で最大かつ最新の工場となってい
る。
DINOSTARアルミニウム工場は、アルミニウム合金プロファ
イルとビレットアルミニウムを含んだ製品を市場に提供してい
る。

112

機械・備品製造など

2012年に設立。
サポート産業の分野で活動しており、機械工学産業のグルー
プに属している。
主要な製品グループとして、
1．個別注文の機械加工
2.オーダーに応じた機器の設計と製造
3.工場での機器設定
などがある。
モットーは：コンプライアンスを遵守し、向上の精神をもって
顧客と一緒に新しい価値を創造する。

20

棚、キッチンオーガナイザー、キャビ
ネット、冷蔵庫、冷凍庫、機械部品な
どの金属製品...さまざまな材料（炭
素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム）

金属製品、包装、室内装飾、消費財の輸出入を専門としてい
る。また、製品の売買や生産への投資を希望する企業同士の
マッチングサービス、品質モニターサービスを提供している。

+84 989 487267

+(84) 2 623 647 999

14 MEKAMIC産業機器および建設 有限会社

Phan VAN

経営社長

-

-

ハノイ市 ダンフォン県 フン町工業団地、
(+84)24 33.862.303
ブロック F1

15 Nam Anh 投資・開発商社

Nguyen Huu ANH

社長

-

-

ホーチミン市、８区、７コミューン、フーロ
イ住宅街、3158B ファムテーヒエン道
111号

-

van.phan@mekami https://mekamic.co
m/ja/
c.com

-

-

105804174

-

2015年3月に設立され、現在に至るまで高品質の精密機械
製品を提供するため、常にプロセスや技術を改善し、技術者
パーツ、機械部品、治具、その他の精 チームの専門レベルを向上させてきている。
密機械部品
海外企業との協力により、HTM Precisionの製品の約
20％をベトナム裾野産業市場に供給、残りの80％を海外、
（主に日本市場）に供給している。

