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整理番号 社名 社名（英語） 事業内容 商談目的アイコン

VN101 コスモス・インダストリアル Cosmos Industrial Company Limited 金型製造、自動車部品製造、電気電子部品製造

VN102 ハイ・ハー・メカニカル
Hai Ha Mechanical Manufacturing and
Trading Co., Ltd.

精密機械部品製造

VN103 ビン・ミン・TMC Binh Minh TMC Co., Ltd. 金型製造、自動車部品製造、電気電子部品製造

VN104 DPT DPT Join Stock Company OA機器用消耗品製造、輸入販売

VN105 ヤマグチ・ベトナム
Yamaguchi Vietnam Joint Stock
Company

精密機械部品製造、金型・治具工具製造、輸入販売

VN106 マイ・ヴァン・ダン Mai Van Dang Company Limited 精密機械部品製造

VN107 ヴィエット・カイン・トレーディング
Viet Khanh Trading Joint Stock
Company

磁気コイル製造

VN108
タイン・ヅオン・コンピューター＆コミュ
ニケーション

Thanh Giong Computer and
Communication Joint Stock Company

電気電子機器製造

VN109 キム・ビン・インダストリアル Kim Binh Industrial Corporation エンジン機器製造、輸入販売

VN110
ドン・アイン・プレッシャー・エクイップメ
ント

Dong Anh Pressure Equipment Joint
Stock Company (DPE)

ボイラー製造

VN111 チー・マ・サ CHI MA SA Co., Ltd. 精密機械部品製造

VN112 ニャット・ティン・メカニクス
Nhat Tinh Mechanics And Trading
Company Limited

精密機械部品製造

VN113 タン・ロン・テック THANG LONG TECH CO., LTD. 産業機器製造、、輸入販売

VN114 AVIC・ロボティック AVIC Robotic Co., Ltd. 産業用ロボット製造

VN115 イーコム・エンジニアリング Ecom Engineering Co., Ltd. 板金製品製造

VN116 PMA
PMA Trade and Development
Technology Join Stock Company

機械加工部品製造、輸入販売

VN117 ハイン・スオン・テクニカル・サービス
Hanh Xuong Technical Services Co.,
Ltd.

エンジニアリング業

VN118 リエン・ミン・メカトロニクス Lien Minh Mechatronics Co., Ltd. エンジニアリング業

VN119 バック・タイ・メタル Bac Thai Metal Joint Stock Company 砂型鋳造、鋼材販売

VN120 VPM・エクイップメント＆テクノロジー
VPM Equipment & Technology Joint
Stok Company

食品加工機器製造

VN121 ホアン・ヴー Hoang Vu Co., Ltd. 鋼管製造

VN122 デュリコ
Dulico Manufacturing & Trading Co.,
Ltd.

真鍮部品製造

VN123
ティエン・アン・サニタリー＆キッチン
フィッティング

Thien An Sanitary & Kitchen Fittings
Co., Ltd.

トイレ衛生用品製造、調理家電品製造、輸入販売

VN124 ベトナム・LSIクーラー Viet Nam LSI Cooler Co., Ltd. アルミニウム製品製造
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・機械加工の専門メーカー。
・2輪スペアパーツで20年超の実績。
・プレス、曲げ、溶接、塗装、鍍金等の

設備を各種取り揃え、農業機械、電動
自転車等の部品も手がける。

・自動車部品への事業拡大検討中。
・ISO9001取得済、KAIZEN 5Sにも取り

組み国内外の顧客から高い信頼を得て
いる。

・マレーシア、日本、仏等に自社部品の輸
出実績あり。

・商談では各種部品の販売、OEMに関
心が高い。

・磁気コイル専門メーカー。
・主に油圧バルブに使われる電磁弁用磁

気コイルをクレーン、フォークリフト、自動
開閉門等幅広いニーズに対応し納入。

・米国、日本製の機械を駆使し、スタンピ
ング、エンプラ射出成形、エナメル線巻
取り等の一貫生産体制を構築。

・製品は欧米の規格を満たす。　
・品質確認には数種の性能試験機を導入

し耐電圧試験等を実施。
・日本からは生産性や付加価値向上のた

めの技術や材料に関心が高い。
・商談では特にOEM、販売討議を期待。

・金型、治具、検査治具メーカー。
・精密機械加工・プレス技術を駆使し、

主要生産設備はMCを28台揃え、プレ
ス金型、射出金型、検査治具、あらゆ
る治具を製造。納入先は日系、韓国へ
の実績が多い。

・2次加工は研磨、ワイヤ放電、組立まで
カバー。

・ヒートシンク部品は量産にも対応。
・日本企業とは金型製造技術、金型製造

用機械・工具に関心あり。
・商談では金型、治具の受託、購入、技

術連携を期待している。

・精密機械部品の専門メーカー。
・この分野で50年の実績を誇る。
・スタンピング、プレス機60台、ロボット溶

接機14台等、工作設備多数。金型や
治具も自社設計し内製している。

・日本、台湾、韓国、欧州等とのOEM実
績多数。

・日本からは大型金属材の板金プレス技
術、ハイドロフォーミング配管技術、静
電塗装の表面処理技術、ニッケルクロ
ム鍍金技術等に関心あり。

・商談ではOEM、技術連携、合弁等の
幅広い討議を期待している。

・OA機器用消耗品メーカー。インク、ト
ナーを中国、インド、台湾から輸入、カー
トリッジは中国調達し、製品を生産。自
社ブランドにて販売。

・PC、スペアパーツを取り扱っており、OA
機器用消耗品供給、ソフトウエアサポー
ト、メンテ、修理に対応。

・組立ラインの自動化を課題にしておりソ
リューションを求めている。

・日本企業とはインク、トナーの材料調達、
OA機器の扱いに関心あり。

・商談では購入、代理店、OEM、販売を
期待している。

・精密機械加工現地メーカー。
・精密切削加工技術をコアにCNC旋盤

70台をメインに保有し、機械加工部品、
金型、治工具を製造。日系電気電子
メーカー、２輪・４輪メーカーへの納入実
績は多い。

・輸入販売はCNC旋盤・フライス盤用切
削工具を扱っており、日本製工具に関心
あり。

・日本企業とは納期の短縮を課題にしてお
り、生産管理分野でのソリューションを求
めている。

・商談では機械部品の受託はじめ、購入、
OEM、技術連携討議を期待している。

・精密機械加工・プレス加工技術をコア
に金型設計、制作からプレス、機械加
工を行い、日系2輪4輪・電機メーカー
に納入実績多い。

・プレス機は25トンー600トンまで100台、
旋盤は多数保有し、2次加工は溶接、曲
げ、組立までカバー。

・日系2輪メーカー大手のTOP10サプライ
ヤーとなっている。

・日本企業とは組立工程の自動化、検査
工程の画像チェック化、品質管理の自
動化に関心が高い。

・商談ではプレス部品、金型の販売、
OEM、技援討議を期待している。

■副社長：
　マイ・ホアン・ソン　トゥン
■設立：1999年
■本社：
　ナムディン省ナムディン市（北部）
■資本金：1億1100万円
■従業員：150人
■売上高：5億5000万円
■事業内容：
　精密機械部品製造業
■主要製品：
　二輪用のスペアパーツ（排気パイ

プ、シャフト、チェーンボックス等）
■ホームページ：
　https://madaexport.net/
■ISO9001

■社長：チャン・ヅウィ　フン
■設立：2006年
■本社：ホーチミン
■資本金：1410万円
■従業員：50人
■売上高：１億4300万円
■事業内容：磁気コイル製造業
■主要製品：磁気コイル
■ホームページ：
　http://encapsulatedcoil.vn
■ISO9001

■副社長：グエン・ホン　グアン
■設立：2008年
■本社：ハノイ
■資本金：2億4200万円
■従業員：120人
■売上高：6億6000万円
■事業内容：
　金型製造業
　自動車部品製造業
　電気電子部品製造業
■主要製品：
　プレス金型・射出金型・検査治

具・加工治具・溶接治具（2輪・
4輪・プリンタ・携帯電話用）、携
帯電話用部品（ヒートシンク、メタ
ル部品）

■ホームページ：
　www.binhminhtmc.com
■ISO9001

■営業部長：
　ヅオン・トゥー　ホウオン
■設立：1970年
■本社：ホーチミン
■資本金：2640万円
■従業員：200人
■売上高：12億6500万円
■事業内容：
　精密機械部品製造業
■主要製品：
　精密部品（スタンピング・深絞り

製品、4輪用溶接製品・シートフ
レーム、2輪用エンジンハンガー、
一般座席システム）

■ホームページ：
　http://www.haihacorp.com
■ISO9001

■副社長：チュオン･ゴック　ホウオン
■設立：2009年
■本社：ホーチミン
■資本金：2億3600万円
■従業員：70人
■売上高：32億7000万円
■事業内容：
　OA機器用消耗品製造業
　輸入販売業
■主要製品：
　トナー・インク・カートリッジ（プリ

ンター、コピー機、熱転写プリン
ター用）、各種パソコン、ソフト

■ホームページ：
　dtp.com.vn/
　inkmax.vn
■ISO9001
　ISO14001

■副社長：ド・ヴァン　ズン
■設立：2011年
■本社：ハノイ
■資本金：4250万円
■従業員：200人
■売上高：4億5300万円
■事業内容：
　精密機械部品製造業
　金型・治工具製造業
　輸入販売業
■主要製品：
　精密機械部品（コネクター）、金

型、治工具、金型ベース、自動洗
車システム、食品加工機

　輸入品目（切削工具）
■ホームページ：
　http://www.yamaguchi.vn/

■副社長：グエン・ナン　アン
■設立：2005年
■本社：
　ビンイエン市ビンフック省(北部）
■資本金：22億円
■従業員：1800人
■売上高：52億8000万円
■事業内容：
　金型製造業
　自動車部品製造業
　電気電子部品製造業
■主要製品：
　金型、4輪2輪用プレス部品(フレー

ムボデイ、ナット・ボルト、パイプ
ハンドル、スタンド）　

■ホームページ：
　www.cosmos.com.vn
■ISO9001
　ISO14001
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・PCアセンブルメーカー。15年の経験。
ベトナム仕様のPCを開発し、自社ブラン
ドThanh Giong Brandで 販 売。販 売
チャンネルは直販をメインに57アカウント
あり。

・輸入部品はメモリー、HD、ドライバー、
モニターで現地調達部品はメインボード、
ケース、CPU(インテル）、キーボード、マ
ウス。

・日本企業とはPC、キーボード、センサー、
モニター、PCケース等革新的なデザイン、
仕様に関心が高い。

・商談ではPC＆周辺機器分野、IT分野
での討議を期待。

■会長：ライ・ホアン　ズオン
■設立：2005年
■本社：ハノイ
■資本金：５５０万円
■従業員：15人
■売上高：８８００万円
■事業内容：電気電子機器製造業
■主要製品：
　PC組立て、ITソリューション
■ホームページ：
　www.thanhgiong.com.vn
　www.cpu.com.vn

Thanh Giong Computer and Communication Joint Stock Co.
タイン・ヅオン・コンピューター＆コミュニケーションVN108
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・板金加工の専門メーカー。
・レーザー切断、曲げ、打ち抜き、ロボット

溶接等、全て日本製の設備を揃え、日
本基準に対応。

・一貫生産体制に加え、シートメタルのカ
スタム設計、最新ソフト活用等でコスト
力強化、高品質化を実現。

・主要材料はSPCCやSUS304。
・機械カバーやフレーム類を日本へ輸出し

ている。
・板金加工やベトナムでの協業に関心が

高い日本企業との面談希望。
・商談では、特にOEM、代理店契約等の

討議に期待している。

・CNC加工技術をコアに切断、切削、曲
げ加工で機械部品、金型（靴製造用）
を製造。2次加工ではTIG/MIG/レー
ザー溶接を行い、きめ細かくユーザー
ニーズに対応している。機械部品は日
系・欧州系企業、金型は韓国・台湾企
業向けに実績あり。

・投資計画でCNCフラスト盤工場を検討し
ており、CNCフラスト盤5台の新規導入
を計画している。

・日本企業とは機械加工部品の受託に関
心高い。

・商談では技術連携、OEM、販売、合弁
討議を期待している。 

・精密機械加工技術で自動機用等精密
部品をMC機多数揃え、製造する。2次
加工は各種メッキ（ニッケル、亜鉛、ク
ロム）処理に対応。

・素材は鋼材、ステンレス、樹脂に幅広く
対応、日系への納入実績は多い。

・日本語図面での対応も可能。
・生産力増強でフライス盤、EDMの新規

導入投資計画あり。
・日本企業とは工程管理でサイクル・タク

トタイム測定し、工程の自動化に関心あ
り。アルミ材加工でA5052/6061の量産
対応策を探している。

・商談では受託、技術連携を期待。

・グループ傘下でオートメーション用真空
機器、油圧機器、空気圧機器の輸入、
ロボット関連部品の輸入組立てと幅広い
事業を行う。2輪・4輪用ゴム、シリコン
部品の製造も行う。

・日本企業とはオートメーション分野で減
速装置、ロータリーアクチュエーター、
DDモーター、ロボットアームやゴム製造
分野でスマホ用帯電防止真空吸着パッ
ド技術・部品に関心あり。ロボット分野
で部品生産、現地組立てパートナーを
求めている。

・商談では代理店、合弁、ＯＥＭ討議を
期待している。

・発動機や農業機械の製造、販売、修理
専門メーカー。

・発動機は日本製モーター、ローターを購
入し、完成品に組立て主に現地企業に
供給。

・農業機械は主に日本製の完成品を輸入。
・ベトナム全土に販売、サービス網を有す

るのが強み。
・日本からは農業機械の耕耘機、円板刃

プラウ、ハロー、フロントローダーの購入、
現地代理権に関心が高い。

・商談では代理店契約、技 術連 携、
OEM等幅広い討議を期待。

■社長：グエン・タイ　アイン
■設立：2015年
■本社：ホーチミン
■資本金：55７0万円
■従業員：23人
■売上高：5600万円
■事業内容：板金製品製造業
■主要製品：
　メタル 製筐体（機械カバー、フ

レーム、コンベヤー、カート、ス
イッチパネル、棚、キャビネット、
工具ボックス等）

■ホームページ：
　http://www.e-com.vn

■営業部長：ヅオン・ミン　チェウ
■設立：2013年
■本社：
　ビンズオン省ベンカット市（南部）
■資本金：１億400万円
■従業員：20人
■売上高：9400万円
■事業内容：精密機械部品製造
■主要製品：
　各 種 精 密 機 械 部 品(フレ ーム、

シャーシ、カバー）、金型(靴製造用）
■ホームページ：
　http://chimasa.com/

■社長：ブイ･トゥイ・ニャ　ヴー
■設立：2009年
■本社：ホーチミン
■資本金：2400万円
■従業員：20人
■売上高：4300万円
■事業内容：精密機械部品製造
■主要製品：
　精密機械部品（自動機用、電気部

品組立機用、小型モーター用、治
具、検査治具、金型）

■ホームページ：
　cokhinhattinh.com

■会長：グエン・アイン　トゥアン
■設立：1995年
■本社：ハノイ
■資本金：1100万円
■従業員：30人
■売上高：4億9500万円
■事業内容：
　産業機器製造業　
　輸入販売業
■主要製品：
　真空機器、直角座標ロボット、ロ

ボットアーム、ロボット関連部品、
ゴム部品（グループ傘下企業で2
輪･4輪用）、油圧機器、空気圧機
器

■ホームページ：
　www.thanglongtech.com.vn

■営業開発部長：レ・グエン　ヴー
■設立：2008年
■本社：ホーチミン
■資本金：4億4400万円
■従業員：250人
■売上高：42億9000万円
■事業内容：
　エンジン機器製造業
　輸入販売業
■主要製品：
　ディーゼル＆ガソリン発動機、農業

機械
■ホームページ：
　http://www.kbi.com.vn
■ISO9001
　ISO14001

Ecom Engineering Co., LtdChi Ma Sa Co., Ltd. Nhat Tinh Mechanics & Trading Co., Ltd.

Thang Long Tech Co., Ltd.Kim Binh Industrial Corporation

イーコム・エンジニアリングチー・マ・サ ニャット・ティン・メカニクス

タン・ロン・テックキム・ビン・インダストリアル　

・製造工程の自動化に特化したロボット製
造メーカー。

・主要な部品を海外の有力メーカーから
調達し、自社部品と組み合わせ、顧客
ニーズに合わせてCNCラインや部品供
給用のアームロボットシステム等を、外
資企業や輸出向けに100件近くの納入
実績あり。

・自動化部品のOEM受託による日系企業
との連携に関心が高い。

・日本からは自動化部品（CNCコントロー
ラー、サーボドライブモーター）の購入に
も関心あり。

・商談では技術連携、合弁、OEM、購入
等の幅広い討議を期待している。

■社長：ダン・スアン　タン
■設立：2015年
■本社：ハノイ
■資本金：3300万円
■従業員：20人
■売上高：1億1000万円
■事業内容：産業用ロボット製造業
■主要製品：
　自動研磨・洗浄機（二輪アルミニ

ウムホイール用）、二輪ベアリン
グ・タイヤ用自動機、煉瓦ピッキン
グロボット

■ホームページ：
　https://avicrobot.com

AVIC Robotic Co., Ltd.
AVIC・ロボティックVN114

・ベトナム北部随一のボイラー専門メー
カー。各種ボイラーや圧縮空気タンクの
本体設計、製造から関連のスチームバ
ルブ、スチールパイプまで手広く手がけ
る。

・木材・藁燃料等のバイオマスボイラー
（1〜15トン）も取り揃える。
・現地日系企業への納入実績多数。
・日本からは特にOEMの受託を希望して

おり、二重燃焼バーナー（LPG,ディーゼ
ル）とスチームバルブの購入や技術連
携にも関心が高い。

・商談ではOEM、販売、購入等の討議を
期待している。

■営業部長：
　チェー・トゥー ホウオン
■設立：2003年
■本社：ハノイ
■資本金：1億2760万円
■従業員：45人
■売上高：2億2300万円
■事業内容：ボイラー製造業
■主要製品：
　ボイラー、バイオマスボイラー、圧

縮空気タンク、LPGタンク、産業
用バルブ

■ホームページ：
　http://www.boilers.vn/
■ISO9001

Dong Anh Pressure Equipment Joint Stock Co. (DPE)
ドン・アイン・プレッシャー・エクイップメントVN110

VN115VN111 VN112

VN113VN109

・精密機械加工技術をコアにメタル機械
加工部品、治具、金型を製造。ユー
ザーニーズに応じてコンベヤ、棚、専用
機の設計、製造にも対応。

・計測機器、工具を日本、台湾から輸入
販売している。

・バルブ、ポンプを日本、ドイツ、米国、
台湾から輸入しており、さらに日系サプラ
イヤーを探している。

・日本企業とはローラーコンベヤのデザイ
ン、生産、技術に関心があり。

・商談では機械部品の販売、受託、技術
連携を期待している。

■社長：ファム・ツゥアン　アイン
■設立：2014年
■本社：ハノイ
■資本金：495０万円
■従業員：15人
■売上高：5500万円
■事業内容：
　機械加工部品製造業
　輸入販売業
■主要製品：
　機械加工部品、コンベヤ、専用機

部品、バルブ、工具
■ホームページ：
　http://pma.vn/

PMA Trade and Development Technology Joint Stock Co.(PMA)
PMAVN116
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・サニタリー用品メーカー。Saphiasと
Kitacoのブランドで商品展開。メタル機
械加工、プラスチック成形技術を駆使し、
製品レンジは広い。

・国内販路は直営店12件、ディーラー60
件でカバー。輸入品も扱うが、中国製が
多い。

・輸出展開をアセアン内３ヵ国、外２ヵ国を
目標にしている。

・日本企業とは品質管理ラインのソリュー
ション、組立ラインの自動化に関心が
高い。

・商談では購入、販売、OEM、合弁等と
幅広い討議を期待している。

・日系企業のベトナム現地製造拠点。
・電気製品、建築資材、内装等のアルミ

ニウム製品の加工を手がける。
・電子部品の冷却に使用されるヒートシン

クが主力製品で、日本、中国、タイ向け
に輸出実績あり。

・ISO9001、14001、16949取得。
・アルミ製冷却器を使用する電気、自動

車関連企業、アルミ製機械部品、治具
等を扱う企業との面談を希望。

・商談会では特に代理店契約の討議を期
待している。

・砂型鋳造専門メーカー。FC/FCDをメイ
ンに砂型鋳造品を製造。20年以上の経
験あり。

・月産キャパは400-500トン。昨年に20ト
ン鋳物砂搬送ライン、鋳造機３台を新規
投資し、稼動中。

・EN、DIN、JIS、ASTM規格に対応し、
主に下水道システム用製品を製造、欧
州、アジアに輸出実績あり。

・日本企業とは鋳造技術関連で生産性向
上、品質管理へのカイゼンに関心あり。

・商談では販売、OEM、技術連携と幅広
い討議を期待している。

・食品加工機器の専門メーカー。
・食品製造ラインの設計、機器の製造、

設置からコンサルティングまで一貫したソ
リューションの提供が強み。

・日系企業への納入実績あり。
・日本からはスキンパック包装機、切断機

等に関心が高い。
・食品(野菜類）の保存期間の延長が可

能な包装フィルムに関心あり。
・新工場を建設中で製造工程の品質管

理改善が課題。
・商談では購入、代理店契約等の討議を

期待。

・鋼管メーカー大手。25年の経験。ベトナ
ム大手企業500社のメンバー。

・商品レンジは鋼管・棒鋼・冷間圧延コイ
ル分野で幅広く品数を揃え、土木建設
資材にも参入している。

・国 際 規 格 は 米 国ATSM、A554、JIS 
G3459に準ずる。

・国内は全土に販路を持ち、輸出はコイ
ルを米国向け、丸鋼管をブラジル向け
にあり、海外展開に熱心。

・日本企業とは生産性向上のため、不良
率削減、自動化を課題に、生産の見え
る化、検査機器、自動化ラインに関心が
高い。

・排水、灌漑、農業用ポンプのエンジニ
アリング会社。

・グループ傘下にて各種ポンプを製造して
おり、砂糖工場、地熱発電所、下水処
理場、農業灌漑等にポンプシステムを
エンジニアリングしている。ポンプ生産は
モーター、エンジンを国内調達、一部輸
入でポンプ3機種を日産16台。

・日本企業とは日本製ポンプ購入、ポン
プエンジンの技術提携に関心あり。投資
計画ではポンプ組立ラインを検討。

・商談では購入、代理店、技術連携と幅
広い討議を期待している。

■社長：ダオ・ツーン　キエン
■設立：2011年
■本社：
　ティエンズー県バクニン省（北部）
■資本金：2億3100万円
■従業員：50人
■売上高：6億2400万円
■事業内容：
　トイレ衛生用品製造業 
　調理家電品製造業 
　輸入販売業
■主要製品：
　蛇口、衛生用品、トイレ用品、台

所用取付用品、シャワー用品
■ホームページ：
　https://saphias.vn
■ISO9001

■副社長：
　ルオン・トゥイ・ツック　アイン
■設立：2006年
■本社：
　ビンズオン省トゥーザウモット市（南部）
■資本金：3300万円
■従業員：35人
■売上高：1億8700万円
■事業内容：アルミニウム製品製造業
■主要製品：
　アルミニウム製冷却器（ヒートシン

ク）、放熱器、ベッド用アルミニウ
ム製部品、屋根用部品等

■ホームページ：
　http://lsi-cooler.co.jp/vietnam
■ISO9001
　ISO14001
　IATF16949

■副社長：ヴ・ティ　ヴァン
■設立：1962年
■本社：
　タイグエン市タイグエン省(北部）
■資本金：1億4300万円
■従業員：84人
■売上高：49億5000万円
■事業内容：
　砂型鋳造業　
　鋼材販売業
■主要製品：
　鋳造品（プーリー、マンホールカ

バー、グリル）
　鋼材（C/L/I形鋼、ワイヤ、丸鋼）
■ホームページ：
　http://kimkhibacthai.vn/
■ISO9001
　EN、DIN、ASTM、JIS

■社長：ヅ・ティ・トゥー　フオン
■設立：2009年
■本社：ハノイ
■資本金：1億4340万円
■従業員：80人
■売上高：4億4000万円
■事業内容：食品加工機器製造業
■主要製品：
　粉ミルク製造機、包装機、乾燥機、

野菜洗浄機、製粉機
■ホームページ：
　http://thietbivpm.com

■取締役：ゴー・チュオン　ツアン
■設立：1993年
■本社：ハノイ
■資本金：44億円
■従業員：700人
■売上高：121億円
■事業内容：鋼管製造業
■主要製品：
　ステンレス鋼管、棒鋼、コイル
■ホームページ：
　www.inoxhoangvu.com
■ISO9001
　ATSM、JIS

■社長：グエン･タイ　ソン
■設立：2005年
■本社：
　ビンズオン省ベンカット市（南部）
■資本金：3億1400 万円
■従業員：65人
■売上高：4億2500万円
■事業内容：エンジニアリング業
■主要製品：
　各種ポンプ（グループ会社）、排

水システム、灌漑システム
■ホームページ：
　hanhxuong.vn

Thien An Sanitary & Kitchen fittings Co., Ltd. Viet Nam LSI Cooler Co., LtdBac Thai Metal Joint Stock Co. VPM Equipment & Technology Joint Stock Co. 

Hoang Vu Co., Ltd.Hanh Xuong Technical Services Co., Ltd.

ティエン・アン・サニタリー＆キッチン フィッティング ベトナム・LSIクーラーバック・タイ・メタル VPM・エクイップメント＆テクノロジー

ホアン・ヴーハイン・スオン・テクニカル・サービス

・真鍮素材・部品メーカー。30年の経験
で銅合金棒材・条を内製する。南京錠
加工品だけでなく、棒材を国内錠前メー
カー大手、さらにコイルを電機業界に供
給している。

・錠前加工はパンチング機を20-260トン
で50台、CNC旋盤を10台揃え、日系と
は２輪メーカー大手にブランクキーを納入
している。

・グラファイト材料を中国から輸入している
が、ドイツメーカーとコンタクト中で、日本
製に関心あり。

・日本企業とは洗浄工程の洗浄機、グラ
ファイト金型に関心が高い。

■社長：グエン・チュオン　ツウィ
■設立：1991年
■本社：ハノイ
■資本金：5億5000万円
■従業員：100人
■売上高：5億1700万円
■事業内容：真鍮部品製造業
■主要製品：
　真鍮部品（ドア錠前、南京錠ボデイ）、

銅合 金 条・棒 材（C2680,C2801)、
真鍮製フィッテング、ドアロック用メ
タル部品

■ホームページ：
　www.dulico.vn

Dulico Manufacturing & Trading　Co., Ltd.
デュリコVN122

・自社開発のLIMISYSで複数CNC機の
稼動状態をモニターし、生産性向上を
提案、国内での導入実績多し。

・ロボットによる自動化提案をユーザーに
応じて行う。手作業からの自動化を溶接
工程で実績あり。

・切断、精密加工用工作機械の管理ソフ
トを提供、旋盤数百台規模の工場案件
に対応。日系にも実績あり。

・CNCコントローラーのアップデート事業を
行っている。

・日本企業とは工作機械分野のソフトウエ
ア面での代理店を期待している。

■社長：チャン･クアン　フック
■設立：2008年
■本社：ホーチミン
■資本金：7100万円
■従業員：14人
■売上高：8500万円
■事業内容：エンジニアリング業
■主要製品：
　LIMISYS（IoTシステム）、ロボッ

ト自動化提案、CNCコントローラー
のアップデート

■ホームページ：
　demo.limisys.com.vn

Lien Minh Mechatronics Co., Ltd.
リエン・ミン・メカトロニックスVN118

VN123 VN124VN119 VN120

VN121VN117
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