
東京ビッグサイト 東2ホール
（新価値創造展2018内）東京都江東区有明3-11-1

2018年11月14日　 ～16日水 金

CEO商談会
インドネシア・ミャンマー・台湾・タイ・ベトナム

主催：独立行政法人 中小企業基盤整備機構

後援：国際機関日本アセアンセンター、公益財団法人日本台湾交流協会

参加
無料
（事前予約制）
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うちの製品や技術、
海外でうけるのだろうか…

インドネシア、ミャンマー、台湾、タイ、ベトナムより、製造業から

販売業まで多岐にわたる企業70社※を招聘し、

「新価値創造展2018」の場を活用してCEO商談会を開催します。
※参加海外企業のご推薦にあたっては、インドネシア工業省、ミャンマー工業省、台日中小企業連携推進
プラットフォーム、台湾区電機電子工業同業公会（TEEMA）、高雄市工業会、台湾・加工出口区管理処、
タイ工業省、ベトナム海外投資庁（FIA）に御協力いただいております。

その答え、ダイレクトに確かめてみませんか？

隣接する会場で、各国参加企業のパネル展示会も同時開催しております。

こちらは事前予約制ではなく、自由に内覧いただけます。

商談希望がかなわなかった企業とも、同展示会場にて名刺交換などの交流ができます。

また、商談会の時間枠では物足りなかった場合も、こちらで商談の続きを行うことができます。

※各企業のブース配置につきましては、P.10の案内図をご覧ください。

パネル展示会も同時開催！

早期お申込で海外企業からの「逆指名」も

J-GoodTech掲載登録で優先マッチング

10月12日正午までにお申込みいただいた企業様のお申込み情
報は、一部を英訳して招聘予定企業に送付し、海外企業側から
「お会いしたい」というリクエストを受け付けます。
この「逆指名システム」により、マッチングの可能性が広がります。

中小機構の運営するオンライン企業マッチングサイト「J-Good 
Tech」に掲載登録の申請をいただいた企業様および掲載登録さ
れている企業様については、お申込みによるご指名（第一位から
第三位まで）のマッチングを優先して商談スケジュールを組みます。
中小企業と世界を結ぶビジネス・マッチングサイトで海外展開を
促進しませんか。
まだ登録されていない企業様は、是非ご登録ください。詳細は
「ジェグテック」で検索下さい。

商談会参加者の声

製品へのニーズを
直接聞ける
良い機会でした。

経営者同士で

会うことができ、

話が早かった。意外な接点を
発見することがあり、

さまざまな可能性を
感じました。

良い商談ができて、

関係作りの
一歩となった。

日本企業

商談会のお申し込みは中小機構のホームページで
http://www.smrj.go.jp/sme/market/ceo/frr94k000004hhbv.html

CEO商談会in新価値創造展2018 事務局　担当：市川、土山、大島
[TEL]03-6407-9377 / 080-4357-7488（平日:10時～17時）  [E-mail] nvce2018-ceo@pasia.co.jp

※お申込みはWEBにて受付（オンライン登録）商談会参加に関する問い合わせはこちらまで

CEO商談会in新価値創造展2018 CEO商談会&セミナー

海外企業経営者とダイレクトに商談
海外企業と経営者同士の関係が構築できます。

特徴

日本語での商談
全席に通訳が付きます。

生産と販売のパートナーを探している
OEM受託・技術連携等
幅広い商談を期待している

海外企業の求めるもの

参加
無料！
（事前予約制）

入場にあたっては、下記より「新価値創造展2018」への事前登録をお願いしております。
https://shinkachi-portal.smrj.go.jp/mypage/login.php

初めての海外企業との
商談でも安心

海外展開の専門家が
バックアップ

成長著しいインドネシア、ミャンマー、台湾、タイ、ベ
トナムでは、経済発展の度合いにより国ごとの違
いはあるものの、輸出や現地進出といったビジネス
チャンスが増大しています。本セミナーでは、各国
の支援機関等から、市場状況や対内投資規制、
産業政策など、最新動向をお話いただきます。
※詳細は新価値創造展2018のWEBサイトをご
確認ください。

SEMINARミニセミナー

11月14日（水）
東京会場

PROGRAMプログラム

商談会
（台湾）

参加費無料事前予約制 10:00 17:00

11月15日（木）
商談会
（インドネシア、ミャンマー、タイ、ベトナム）

参加費無料事前予約制 10:00 17:00

11月16日（金）
商談会
（インドネシア、ミャンマー、タイ、ベトナム）

参加費無料事前予約制 10:00 17:00

台湾 11月14日（水）10:30 12:20

インドネシア 11月15日（木）10:30 11:20

ベトナム 11月15日（木）11:30 12:20

ミャンマー 11月16日（金）10:30 11:20

タイ 11月16日（金）11:30 12:20
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商談目的アイコン

企業番号

日本企業からの
製品購入

日本企業への
製品販売

合弁会社
設立

ディストリビューター
契約

製造
受託

共同研究・
技術提携

3

企業 一覧

■
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

（1/4）

シプタ・パーダナ・ランカー

ガンディング・ツールシンド

テクニカタマ・カリャ・マンディリ

テクニク・タダカラ・スンバーカリャ 

CV. C－マクシ・アロイキャスト

エレスト・デジタル・インドネシア 

フボル・インドネシア

ピニシ・エレクトラ 

アズマー・ナカマ・パートギ 

ヨギャ・プレシシ

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

社長　アントン・サプトゥラ

社長　ブディハルト・スライマン

部長（営業）　クストリヨノ・カミアルト・スヨノ

社長　エミール・ジュニア

資本金：4400万円　　売上高：5500万円　　従業員数：24人

資本金：5500万円　　売上高：2億7500万円　従業員数：80人

資本金：4100万円　　売上高：370万円　従業員数：125人

資本金：1100万円　　売上高：400万円　従業員数：11人

自動車部品製造業

電気制御システム製造業

アルミニウム部品製造業

IT& IoT業

IN01

IN02

IN03

IN04

IN05

IN06

IN07

IN08

IN09

IN10

PT. Cipta Perdana Lancar 2009年設立 本社：タンゲラン

PT. Ganding Toolsindo 1998年設立 本社：ブカシ

PT. Teknikatama Karya Mandiri 2002年設立 本社：ブカシ

PT. Teknik Tadakara Sumberkarya 1990年設立 本社：スラバヤ

CV. C-Maxi Alloycast 2006年設立 本社：ジョグジャカルタ

PT. Eresto Digital Indonesia 2016年設立 本社：バンドン

PT. Fuboru Indonesia  1985年設立 本社：シドアルジョ

PT. Pinisi Elektra 2008年設立 本社：バンドン

PT. Asmar Nakama Partogi 1987年設立 本社：ブカシ

PT. Yogya Presisi Tehnikatama Industri 1999年設立 本社：ジョグジャカルタ

ISO 9001ISO 9001

ISO 9001　

ISO9001　

ISO9001　

ISO9001　

ISO 9001　

ISO 9001　

■事業内容

■事業内容

■事業内容

■事業内容

メタル部品（アンダーボディー用、リアアクセルハウジング用、
シャーシ用）

船舶用の配電制御システム、機関室監視制御システム

電気パネル、病院用器具、自転車部品

外食産業用のソフトウェア

スタンピング熔接技術を強みに日系企業から
OEM受託多数。日本からは亜鉛メッキワイヤー
メッシュ材、メタルコイル材、スタンピング機械部
品等の購入に期待。スタンピング工程、検査工
程への自動機導入にも関心あり。

スタンピング部品、金属部品金型、検査治具など
を幅広く手掛ける。金型、治具、ロボット、自動機
関連企業との商談を期待。特に、金型を短期で
制作可能な技術や、試作品の納期短縮と品質
向上のためのプロセス改善に関心が高い。

ゴム成形・ガスケット切削・スタンピング技術を駆
使してアフターマーケット用にゴム製品、ガスケッ
トを生産。フィルター製造技術もあり。エンジン電
子制御（ECU）、電子診断システム、バイク用電
子診断ツールに関心が高い。

IT・IoT関連のソルーションプロバイダー。ネット
ワークモニタリングを強みに公的機関や通信事
業者との関係が強い。日本からは信号機のモ
ニタリング（停電、故障時）や広域用トランスミッ
ターソルーションに関心が高い。

自動車部品、電気部品、ボルト・ナット等への電
気メッキを専門に受託する企業。2輪／4輪、電
気、KWHメーター向など幅広い用途に納入実績
あり。日本企業とは環境にやさしいメッキ技術で
の提携、合弁に関心が高い。

精密機械加工技術を強みに自動車、航空、医療
ほか様々な業界に納入実績多数。プラスチック
射出成形、金型、プレス分野において、日本企業
との事業連携を模索しており、特に日本の金型
制作技術に関心が高い。

精密切削加工が強み。有力自動車業界への納入実
績多数。日系向けOEM供給実績もあり。商談では精密
機械加工分野での連携や、生産性向上のための工程
自動化に関心が高い。合弁、OEM、技術提携等の討
議に期待。

電気制御と板金加工技術を強みに主に船舶業
界向に電気制御システムを納入。日本からは、ブ
レーカー、メーター、ターミナル、コンタクター等の部材
の導入に関心あり。商談では、購入、合弁、OEM等
の討議を期待。

アルミニウム合金鋳造技術を強みに家庭用品、病
院器具、自転車等の各種製品、部品を製造。商談
ではアルミ合金鋳造の企業、特にグラビティ鋳造で
自動2輪、自転車部品を製造している企業との技
術協力に関する討議を希望。

レストランでの注文、会計、在庫管理等の様々な
ニーズに単独のERPソフトウェアで対応可能。日
本からは、自社ソフトウェアの価値を高めるタッチスク
リーン、バーコードスキャナー、EDC機器やIoTシス
テムの導入に関心が高い。

取締役　ナディラ・カルーナ
資本金：5500万円　　売上高：14億5200万円　　従業員数：350人

自動車部品製造業
■事業内容

カバースチールラジエーター、エアフィルター、オイルフィルター
■主な製品・サービス

取締役　ムハマド・ユスラ
資本金：2億7500万円　　売上高：2億2000万円　　従業員数：107人

自動車部品製造業
■事業内容

メタル部品（フレーム、排気ブラケット、排気パイプ）、治工具、金型

取締役　ヘリーワント・ウィジャジャ・バスキ
資本金：6億2700万円　　売上高：5億1700万円　　従業員数：350人

自動車部品製造業
農業機械部品製造業

■事業内容
ガスケット、ゴム部品、フィルター、小型ディーゼルエンジン部品

社長　エァウィン・マニティ・バーティ
資本金：400万円　　売上高：1100万円　　従業員数：10人

IT&IoT業
■事業内容

トランザクションモニタリングデバイス、オートドライブテスト、
アセットモニタリング

社長　パルリアン・レオナルド・マルパング
資本金：1億1000万円　　売上高：1億3200万円　　従業員数：100人

メッキ加工業
■事業内容

各種メッキ加工（亜鉛・ニッケル・錫・鉛）　

取締役　プラスティヨ・ユリアント・パウルス
資本金：2億3700万円　　売上高：3億2800万円　　従業員数：235人

自動車部品製造業
■事業内容

精密メタル部品、金型、プラスチック射出成形部品、治工具

■URL：http://www.cpl-id.com

■URL：http://www.yogyapresisi.com

■URL：http://www.gandingtoolsindo.com

■URL：http://www.pinisi-elektra.com

■URL：www.fuboru.co.id

■URL：www.teknikatama.co.id

■URL：https://pttadakarasumberkarya.wordpress.com/

■URL：www.eresto.co.id

■URL：www.alloycasted.com

■主な製品・サービス

■主な製品・サービス

■主な製品・サービス

■主な製品・サービス

■主な製品・サービス

■主な製品・サービス

■主な製品・サービス

■主な製品・サービス

■主な製品・サービス
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＊本資料は2018年11月に中小機構が主催する商談会に参加するASEAN企業の一覧です。本資料の用途は、中小機構の商談会に限ります。複製・転載を禁じます。
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セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

MY01

MY02

MY03

MY04

MY05

MY06

MY07

MY08

MY09

MY10

Sein Shwe Ngwe 1996年設立 本社：ワケマ（エヤワディ地方域）

Aung Aung Hydraulic and Machinery Works 1988年設立  本社：マンダレー

Aye Pyaw Pyaw 2009年設立 本社：マンダレー　　　　　 

Galon Minn Nyi Naung 1975年設立 本社：パコック（マグウェ地方域）

Myat Zaw and Young Brothers Co., Ltd.　1987年設立  本社：サガイン

Aung Taw Win 2014年設立 本社：ヤンゴン 

National International Commercial Enterprise Ltd.　1993年設立  本社：ヤンゴン

Jum Jel Co., Ltd. 2000年設立 本社：サレー郡区（マグウェ地方域）

Kaung Satt Waddy 2015年設立 本社：マンダレー

Naga King Traditional Fabrics Enterprise　1998年設立　本社：マンダレー

FDA　

脱穀機メーカー。組立は内製で、プーリー、鉄部
品、駆動部品等は外部調達している。野菜収穫
機等他種類の農機生産を検討している。商談で
は鋼材切断工程の手作業からCNC導入による
自動化等品質改善に関心が高い。

油圧プレス機製造・サービスで30年の経験あ
り。繊維・食品加工業界に納入実績多し。政府
のダムプロジェクトにも対応。生産力増強で旋盤
等設備投資を検討中。商談では機械部品メー
カーとの合弁、ＯＥＭ、技術連携を期待。

スリッパ専門メーカーで10年以上の経験あり。
設計、デザイン、生産まで一貫体制を強みに量
産から試作品1足からでも対応する。日本企業と
はOEMでコストメリットあるスリッパの供給、日本
製の履物製品の購入に関心あり。

木綿製品専門メーカーでこの分野で44年の経
験あり。ベッドシートから小物のナプキンまで商品
レンジを広く揃えている。日本企業とは有機製
品、天然原料を使う染め加工に関心高く、商談
では代理店契約、OEMを期待している。

各種木工品のメーカー。環境にやさしい製品づく
りを目指しており、木製廃棄物や副産物に付加
価値をつけて製品化する技術、機械（油圧クラン
プ、自動送り機等）に関心が高い。商談では合
弁、OEM、製品輸入等幅広い討議を期待。

アロエ等の自然原料加工メーカー。スーパー、ド
ラッグストアー、百貨店等に幅広い販売チャネル
を持つ。日本からは果物や野菜のドライ化や生
産性改善に関する技術に関心高い。商談では
技術提携、合弁等幅広い討議を期待。

有機緑茶を生産、販売、輸出。国内に３つの生
産拠点、300軒近い販売店あり。仏、豪、シンガ
ポールに輸出。茶製品事業への投資に関心あ
る日本企業との商談を希望。日本の緑茶加工機
械、技術にも関心あり。

蒸留精製技術で果物のアロマ、味、オーガニック
効果を高める独自加工で天然健康飲料を生産。
FDAを取得済み、将来的にISO9001、HACCP
を目指す。タイに輸出実績あり。商談では代理店
契約、加工技術連携を期待。

サチャインチ加工専門メーカー。オメガ３・6・9脂
肪酸、ミネラルを豊富に含むサチャイインチを天
然原料として訴求し、オイル、茶、ナッツ等を製
造。商談では健康食材として販売すべく代理店
契約、合弁に関心が高い。

民族衣装である木綿のロンジー製造で15年の
経験。モダンなデザインを伝統的手法で製造す
るのが強み。アセアンへの輸出計画あり。商談
ではファッション、デザインでの技術提携、市場
開拓、OEMに関心が高い。

社長　ザン・オー
資本金：2200万円　　売上高：1300万円　　従業員数：40人

農業機械製造業
■事業内容

脱穀機
■主な製品・サービス

社長　オン・オン
資本金：1700万円　　売上高：1400万円　　従業員数：7人

産業機械製造業
■事業内容

油圧プレス機 、石材切断機、旋盤機、曲げ加工機
■主な製品・サービス

社長　エィー・エィー・ミント
資本金：800万円　　売上高：460万円　　従業員数：23人

スリッパ製造業
■事業内容

各種スリッパ 各種サンダル
■主な製品・サービス

社長　ニラー
資本金：3300万円　　売上高：1100万円　　従業員数：59人

繊維製品製造業
■事業内容

ベッドシート、ベッドカバー、テーブルクロス、テーブルマット、
カーテン、毛布、枕カバー

■主な製品・サービス

副社長　スワム・イー・ゾー
資本金：6600万円　　売上高：2200万円　　従業員数：50人

木工業
■事業内容

木製家具・インテリア、木製床材（寄木細工）、ドア、窓枠、天井
■主な製品・サービス

社長　アイ・ス・ス・ラン
資本金：20万円　　売上高：220万円　　従業員数：10人

健康食品製造業
■事業内容

アロエのサプリメント、生姜レモンペースト、にんにく・蜂蜜、
天然素材の石けん、洗顔石けん、ミョウバン石けん

■主な製品・サービス

社長　キャウ・ティハ
資本金：2800万円　　売上高：900万円　　従業員数：68人

食品加工業
■事業内容

有機緑茶、緑茶用加工機械
■主な製品・サービス

取締役　テェト・ス・テイ
資本金：1億1,000万円　　売上高：4億4,000万円　　従業員数：200人

食品加工業
■事業内容

プラムシロップ、タマリンドシロップ、プラムジュース、
タマリンドジュース、ライムジュース

■主な製品・サービス

社長　ネェイント・ワ・キン
資本金：400万円　　売上高：12０万円　　従業員数：10人

健康食品製造業
■事業内容

サチャインチ茶、サチャインチ・ナッツ（種）、サチャインチ・オイル、
サチャインチ化粧液

■主な製品・サービス

社長　イン・ダウ・トゥ・ロー
資本金：1300万円　　売上高：143万円　　従業員数：20人

繊維製品製造業
■事業内容

ロンジー（民族衣装）
■主な製品・サービス

■
ミ
ャ
ン
マ
ー

■URL：http://www.galonminnyinaung.com

■URL：https://www.facebook.com/aungtawwin%20%20%20/

■URL：www.myanmartea.biz (under construction)

■URL：https://www.facebook.com/kaungsattwaddy/?ref=py_c
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■
台
湾

ツァオ・イ・プレシジョン

オミー・テクノロジー

アキュテックス・テクノロジーズ

デジサイン・エナジーテック

タイ・シン・ホビー

ソン・ダー・エレクトロニック

ディンクル・インターナショナル

フル・エンタープライズ

アクト-ＲＸ・テクノロジー

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

TW01

TW03

TW04

TW05

TW06

TW07

TW08

TW09

TW10

Zhao Yi Precision Machinery Co.,Ltd. 2011年設立 本社：桃園市

Ome Technolgoy Co.,Ltd.　2004年設立  本社：新北市

Accutex Technologies Co., Ltd. 2001年設立 本社：台中市

Digisine Energytech Co., Ltd.　2009年設立　本社：高雄市

Tai Shih  Hobby Corp. 1996年設立 本社：新北市

Son Dar Electronic Technology Co., Ltd. 1992年設立 本社：桃園市　

Dinkle International Co.,Ltd. 1983年設立 本社：新北市

Full Enterprise Corp. 1983年設立 本社：新北市

Act-Rx Technology Corp.　1990年設立  本社：新北市

ISO9001　

ISO9001,ISO13485,ISO 50001,ISO 14064,GMP,PAS 2050　

ISO9001　

ISO9001,ISO13485,CE,FCC,UL,ETL,PSE　   

ISO9001　

ISO9001,ISO14001　

ISO9001,ISO14001,ISO16949　

ツールチェンジャー等自動工作機械用部品製造
専門メーカー。中国にメンテ拠点を持ち、輸出実
績もあり。日系企業への実績もあり。商談では販
売、OEMに加え、品質管理工程、組立工程のカ
イゼン提案に関心高い。

リニアガイド専門メーカー。工作機械、運搬設備、
ロボットアームと様々な分野の伝道部品として納
入実績あり。OEMは日系企業も多し。今後は半
導体、ロボット業界に参入を目論み、商談では自
社リニアガイドの販売を期待。

ワイヤカット放電加工機メーカー。部品は内製も
しくは国内調達。商品レンジを豊富に揃え、ユー
ザーニーズに応じて最適仕様を提案。多岐に渡
る業種に納入実績多く、中国にも拠点あり。商
談では代理店契約、販売を期待している。

革新的製品を合言葉に風力タービンシステムの
自家用やソーラーパネルとの組合せ照明等様々
なアイデアを製品化、IoT機能の取り込みにも熱
心。欧州、カナダ向け輸出実績もあり。商談では
代理店契約、販売、OEMを期待している。

ドローンメーカー。航続距離の長さを強みに
50cc・100ccエンジン機種を生産。国内、及び
米、欧州、アジア、インド、日本への輸出実績あ
り。日本企業とはドローンサービス会社、ドローン
ニーズのある異業種との商談を期待。

正弦波インバーター専門メーカー。CEを取得し、
独に販社を持ち、欧州向け輸出を展開、日系企
業にも実績あり。商談ではソーラーパネル、リチウ
ムフェライト電池に関心があり。自社インバーター
の代理店を求めている。

プレス・射出成形・表面処理・ネジ生産と多岐な
生産技術で端子台はじめ、金属及びプラスチッ
クの小物部品まで一貫生産体制を構築。世界
４０ヶ国への輸出、OEM実績あり。日本企業に
はこれら製品・部品の販売、OEMを期待。

ZigBee技術をコアにゲートウエー等関連製品
専門メーカー。日系企業への納入実績は多い。
商談ではZigBeeワイヤレスソリューションとして
スマート照明、白物家電管理、家庭用セキュリ
ティに関心ある企業を期待。

熱管理ソリューションを強みに冷却用ファン、ヒー
トシンク等生産。日系家電メーカーに納入実績
あり。中国に複数の提携工場持つ。商談では販
売、OEM、技術連携に関心高く、自動車関連業
界企業との討議を期待している。

副社長　リチャード・リャオ
資本金：4億1800万円　　売上高：21億円4500万円　　従業員数：120人

産業機械製造業
■事業内容

ツールチェンジャー、サーボタレット、ロータリーテーブル
■主な製品・サービス

部長（販売）　シェ・シュウウー
資本金：21億7800万円　　売上高：20億9000万円　従業員数：230人

工作機械部品製造業
■事業内容

リニアガイド、ボールスクリュー、ナノアクチュエーター
■主な製品・サービス

部長　リアン・ジュイファン
資本金：9億2200万円　　売上高：14億9400万円　　従業員数：100人

産業機械製造業
■事業内容

ワイヤ放電加工機、チラー

社長　デェビッド・ウー
資本金：4億6200万円　　売上高：10億7800万　　従業員数：50人

電気電子機器製造業
■事業内容

風力タービンシステム、ハイブリッドインバーター、
充電コントローラー、ハイブリッド街路照明システム

取締役（R&D)　チュアン・ミン・シュー
資本金：550０万円　　売上高：550０万円　　従業員数：15人

ドローン製造業
■事業内容

ドローン、ラジコン、ガソリンエンジン（100cc＆50cc）

社長　メイ・リアン
資本金：1億1000万円　　売上高：1億1000万円　　従業員数：50人

電気電子機器製造業
■事業内容

正弦波インバーター、グリーンUPS、スマート電池充電器

部長　リン・ジンイー
資本金：33億円　売上高：132億円　　従業員数：2500人

電気電子部品製造業
■事業内容

各式端子台、金属及びプラスチック部品、STM組立、I/Oモジュール

部長（販売）　グレース・リン　
資本金：1億8300万円　　売上高：88億円　　従業員数：120人

ネットワークアクセサリー＆
IoTデバイス

■事業内容
ZigBee用ゲートウエイ、関連アクセサリー

部長（販売）　エドワード・ヤン
資本金：22億円　売上高：24億円　　従業員数：300人

電気電子部品・自動車部品製造業
■事業内容

DC冷却用ファン、ヒートシンク、VGAクーラー、NBファン、
セラミック部品

チー・カン・マテリアル

セールスポイント

TW02 Chih Kang Material Co., Ltd. 1995年設立 本社：台南市 ISO9001,ISO14001　

板金加工技術で筺体等を生産する専門メー
カー。2次加工は塗装（紛体、液体）、溶接、シル
ク印刷と一貫生産体制あり。量産、少量にフレキ
シブルに対応し、日系企業への実績あり。商談で
はOEM、販売、代理店契約を期待。

社長　チン・フアンクオ
資本金：2億7500万円　　売上高：18億9200万円　　従業員数：264人

電気電子機器部品製造業
■事業内容

板金筺体製品（半導体・通信・PC用）
■主な製品・サービス

■URL：www.ome.com.tw

■URL：https://www.accutex.com.tw/

■URL：http://www.digi-sine.com

■URL：http://www.gauigpower.com/

■URL：www.sondar.com.tw

■URL：http://www.dinkle.com

■URL：www.fullcorp.com  

■URL：www.actrx.com.tw

■URL：http://www.jypm.com.tw

■URL：www.ck-metal.com.tw

■主な製品・サービス

■主な製品・サービス

■主な製品・サービス

■主な製品・サービス

■主な製品・サービス

■主な製品・サービス

■主な製品・サービス
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企業番号
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キンスン・インダストリーズ

キングレー・ラバー

セールスポイント

セールスポイント

TW11

TW12

Kinsun Industries Inc　1986年設立  本社：桃園市平鎮区

Kingley Rubber Ind.,Co.,Ltd.　1972年設立  本社：新北市

ISO 9001,ISO14001,IATF16949　

ISO9001,ISO14001,ISO16949,ISO13485　

コネクター専門大手。プラスチック射出成形・スタ
ンピング技術で各種コネクターを設計、生産、組
立も内製。日本からは厚さ0.08ｍｍ、幾何公差
0.01mmのスタンピング加工技術に関心高く、
商談ではコネクターユーザーを期待している。

シリコン材にFPC・ICチップ挿入技術をコアにシ
リコン部品を生産、中国、ベトナムに生産拠点あ
り。中国に日系企業との合弁会社もあり、日系
企業への納入多し。顧客アイデアの具現化を目
指し、商談はOEM、販売を期待している。

顧問　リー・ピンウェイ
資本金：7億7000万円　　売上高：38億5000万円　　従業員数：500人

電気電子部品製造業
■事業内容

センサーコネクター、防水部品、自動化部品、アンテナ、
自動化用コネクター

課長　グオ・チェフェン
資本金：1億7900万円　　売上高：29億7000万円　　従業員数：900人

自動車・電気電子・
産業機械部品製造業

■事業内容
シリコン部品（タッチパネル関連、バックライトキーボード、
キーパッド等）

■URL：http://www.kinsun.com/ja/ 

■URL：http://ja.kingley.com/

■主な製品・サービス

■主な製品・サービス

ヨムラ・テクノロジーズ

エクセル・プレシジョン

タロコ・ドアー・アンド・ウィンドウ

チェン・ホー・シン・ヘビー

ブロードレイク

チアミン・スティール

ジンファ・アルミナム

センター・アクティブ・メタル

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

TW13

TW14

TW15

TW16

TW17

TW18

TW19

TW20

Yomura Technologies Inc　1989年設立  本社：新北市　　

Excell Precision Co., Ltd. 1979年設立 本社：新北市

Taroko Door & Window Technologies, Inc.  1987年設立 本社：高雄市

Cheng Ho Hsing Heavy Ind., Co.,Ltd 　1978年設立  本社：高雄市

Broadlake Co.,Ltd. 1985年設立 本社：高雄市

Chiaming Steel Co., Ltd. 1986年設立 本社：高雄市

Jingfa Aluminum Industry Co., Ltd. 1992年設立 本社：高雄市

Center Active Metal Products Co.,Ltd. 1999年設立 本社：高雄市

ISO 13485,AS9100D-ISO 9001,ISO 14001,FDA　

ISO9001　

ISO9001　

ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,CNC15506　

ISO9001　

ISO9001　

ISO9001　

ISO9001　

プラスチック射出成形機70台以上保有し、プラ
スチック製品を生産。金型、精密治工具も内製、
2次加工は塗装、印刷、超音波溶接、レーザー加
工まで一貫生産体制あり。商談ではプラスチック
製品の受注、OEMを期待

高精度計量技術をコアに料金秤から管理システ
ムまで多岐な分野にハード、ソフトでソリューショ
ンを提供。計量データをIoTで収集、工場の自動
化を支援している。商談では計量IoT導入に関
心ある会社、計量案件OEMを期待。

アルミ押出成形技術で顧客デザインに合わせた
機能性ドア、窓を生産。国内シェアー高く、日系
へのOEM納入もあり。高層ビルにも採用実績あ
り。日本企業にはネット材料探しており、商談で
は代理店契約、販売、OEMを期待。

スクラップ材の粉砕機専門メーカー。機器から設
備までエンジニアリング含めて対応するリサイク
ル事業会社。国内、中国等に設備案件実績あ
り。日本企業とはスクラップリサイクル・電気溶融
炉工場等幅広い商談を期待。

アルミ・銅材の放熱板専門メーカー。ダイキャス
ト、押出し、スタンピング技術を駆使し、２次加工
はアルマイト、コーティング、塗装と顧客仕様に合
わせる。OEMが70%あり、日系企業向けもあり。
商談ではOEM、販売を期待。

中国等からコイルを輸入、切断、曲げ、パンチン
グ、レーザー切断、溶接加工し、産業機械・建設
業界に納入。政府系入札でバス停、駐車場等
に実績あり。品質カイゼンに意欲的。商談では
鋼材ニーズの商社、メーカーを期待。

アルミ材加工・組立技術をコアに高気密性窓、
防音窓をニーズに合わせて設計、生産。生産性
アップを狙い自動化を進めており、日本企業か
らの自動化技術を探している。商談では技術連
携、代理店契約を期待している。

プレス加工技術でメタル部品生産、プレス機を
35－200トンまで１４台保有し、自動車・OA・家
電業界に納入。輸出はアセアン等に実績あり。
省力化、生産力アップで自動機納入を計画。商
談ではOEM、販売を期待している。

部長（販売）　ケンチ・シェ
資本金：10億2400万円　　売上高：28億9300万円　　従業員数：286人

電気電子機器・医療部品製造業
■事業内容

精密治工具、射出成形用金型・精密金型、プラスチック製品、
クリーンルーム組立

■主な製品・サービス

副社長　ジェフ・チェン
資本金：4億2700万円　　売上高：13億5100万円　　従業員数：200人

IT&IoT業
■事業内容

料金秤、高精度カウンテングスケール、高精度計量スケール、
計量管理システム、自動計量システム

社長　チョウ・クオ チュン
資本金：1億4100万円　　売上高：9億2200万円　従業員数：144人

アルミ製品製造業
■事業内容

プリーツ網戸・バリアフリープリーツスクリーン・勝手口ドア

部長　テッド・ヤオ
資本金：11億5500万円　　売上高：23億4900万円　　従業員数：180人

産業機械製造業
■事業内容

粉砕機（アルミ材、鋼材）、電気溶融炉、棒鋼圧延機

部長（販売）　エミリー・ツェン
資本金：1億1000万円　　売上高：15億4000万円　　従業員数：80人

電気電子部品製造業
■事業内容

放熱板、メタル部品（缶・ケース・シャーシ）

部長（販売）　エリック・シェ
資本金：2億5300万円　　売上高：3億6300万円　　従業員数：50人

鋼材加工業
■事業内容

鉄鋼商社、カスタムシートメタル製造

社長　リウ・メイリエン
資本金：7400万円　　売上高：2億5400万円　　従業員数：35人

アルミ製品製造業
■事業内容

防音窓、高気密性窓、シャトルルーバー、アルミグリル

社長　マーティン・フアン 
資本金：1億700万円　　売上高：1億4700万円　　従業員数：24人

金属部品・電気電子部品製造業
■事業内容

プレス部品、機械加工部品

■URL：http://www.yomura.com.tw/

■URL：www.excell-scale.com

■URL：http://www.hiss.com.tw/index-2.html

■URL：www.chhtw.com

■URL：www.broadlake.com

■URL：www.chiamin.com.tw

■URL：http://www.jarlgene.com.tw/tw/product

■主な製品・サービス

■主な製品・サービス

■主な製品・サービス

■主な製品・サービス

■主な製品・サービス

■主な製品・サービス

■主な製品・サービス
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企業番号

日本企業からの
製品購入

日本企業への
製品販売

合弁会社
設立

ディストリビューター
契約

製造
受託

共同研究・
技術提携

7

企業 一覧
（3/4）

カリン・テクノロジー

シンプロ・エレクトロニクス

スカイパワー・エンタープライズ

ノポルビス

タイワン・エミッション・エクスチェンジ

ミリ・インターナショナル

ウェルテスト・インターナショナル・エナジー

ヤン・シン・アドバンスト

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

TW23

TW24

TW25

TW26

TW27

TW28

TW29

TW30

Calin Technology Co., Ltd. 　2002年設立　本社：台中市

Sinpro Electronics Co., Ltd. 1995年設立 本社：高雄市　　

Skypower Ent. Co., Ltd. 1998年設立 本社：高雄市

Noporvis Co., Ltd. 2011年設立 本社：高雄市

Taiwan Emission Exchange Co.,Ltd.　2018年設立  本社：高雄市

Milli Intl. Co.,Ltd. 2009年設立 本社：高雄市

Welltest international Energy Material Co.,Ltd.　2008年設立  本社：高雄市

Yang Xin Advanced Manufacture Co., Ltd.　2015年設立  本社：高雄市

ISO9001,ISO14001,ISO16949,EN13980　

ISO9001,ISO14001　

　

ISO9001,ISO16949　

IATF16949,ISO9001,ISO14000 　

ISO9001　

　

高精度光学レンズメーカー。レンズ生産技術を
駆使し、多岐な業界に納入。日系へのOMEもあ
り。商談ではハイテク光学材料、自動光学検査
装置の調達、さらに自動研削・組立・画像品質検
査工程のカイゼンに関心が高い。

スイッチングパワー装置専門大手メーカー。中国
に生産拠点持ち、米国、欧州、日本とグローバル
に輸出も行う。商談では品質改善、納期改善、
生産性アップに自動化導入に関心高く、EV、
IoT、製造業との討議を期待している。

充電式電池パックアセンブラー。二次電池パッ
クの自社設計、一貫自動化生産システムを
構築、EV、家電、ツール、UPS等多岐な業者に
納入、日系企業への納入実績も多し。
自動化生産ライン構築、品質改善、に関心あり、
OEM設計受注生産の商談を期待しています。

ターボチャージャー専門メーカー。精密研削、ホー
ニング技術でOEMや関連部品・スペアパーツの
生産。主に自動車業界に納入。商談ではバイマ
テリアル溶接部品・超精密機械加工部品の調
達、組立工程の自動化に関心が高い。

電気貯蔵システム、エネルギー管理システム、蓄
電池管理システムに強みを持ち、電気容量２０
KWｈから１００KWｈのシステムを設計、必要機器
の提案も行う。商談は電気需要家となる工場、さ
らにこれらシステム運営会社を期待。

光学計測技術をコアに非接触型計測器を生
産、自動車・電気電子・半導体業界に納入実績
多い。ソフトウエアは自社開発、光学部品は主に
輸入で日本からは光学フィルムの調達を検討。
商談では代理店契約、販売、購入を期待。

メタルフリクションガスケット専門メーカー。幅広い
ガスケットユーザーに自社開発の人工ダイアモン
ド砥粒入りメタルガスケットを摩擦度アップ、腐
食防止を訴求し、置換提案しながら納入。日本
企業との技援、合弁、代理店契約を期待。

産業ロボット技術を強みに製造ラインの自動化
を低コストで提案、臨機応変な生産工程、クイッ
クスタート等に実績あり。ロボット自体は輸入する
が、研削、3Dプリンター、ドリル等加工は内製。
商談では販売、代理店契約を期待。

部長　マギー・チャン
資本金：43億1000万円　　売上高：55億円　　従業員数：1170人

光学レンズ製造業
■事業内容

高精度光学レンズ、光学製品、車載、投影機、
CCTV及びIP CAM用レンズ

■主な製品・サービス

部長（販売）　イセ・チェン
資本金：10億1200万円　　売上高：26億9500万円　　従業員数：600人

電気電子機器製造業
■事業内容

AC/DCスイッチング、LEDドライバー、EV用電源、
DC/DCコンバーター、EVチャージャー

部長　ケンリー・カン
資本金：2億2000万円　　売上高：23億7600万円　　従業員数：130人

電気電子機器製造業
■事業内容

二次電池パック設計、組立生産

部長　チュン・ネン・チャン
資本金：7億7000万円　　売上高：7億6500万円　　従業員数：70人

自動車部品製造業
■事業内容

ターボチャージャー、タービンホイール、コンプレッサーホイール

社長　ヤン・ミンクン／スー・シュウチー
資本金：1100万円　　売上高：1億1000万円　　従業員数：30人

電気電子機器製造業
■事業内容

ESS、EMS、BMS、ブロックチェーン

顧問　アイリーン・シェ
資本金：1200万円　　売上高：8300万円　　従業員数：7人

計測機器製造業
■事業内容

3次元非接触型光学計測器

マネジャー　ホワン・チャオリン
資本金：5600万円　　売上高：7400万円　　従業員数：17人

自動車・産業機械部品製造業
■事業内容

メタルガスケット

社長　シェ・チェンシン
資本金：8900万円　　売上高：7500万円　　従業員数：10人

電気電子機器製造業
■事業内容

産業用ロボット

コンツェルン・レーザー

メン・シン・マテリアル

セールスポイント

セールスポイント

TW21

TW22

Konzern Laser Precision Co.,Ltd. 1990年設立 本社：高雄市

Meng Sin Material Co., Ltd. 1995年設立 本社：屏東縣

ISO9001　

ISO9001,ISO50001　

板金・機械加工技術で設備機器用の架台生産
メーカー。2次加工で粉体塗装、組立を内製。グ
ループ内に板金関連３事業会社あり。真空チャ
ンバー及び組立設備用に新工場計画あり。精
密板金加工企業との商談を期待。

鋼材へのラミネート・コーティング加工を強みに
ソーラーパネル、外装建材、建築物等幅広いア
プリケーションに納入実績あり。鋼材の曲げ、切
断、パンチングは内製。商談では表面品質の画
像検査による自動化に関心あり。

部長　チン・キカ
資本金：5億1800万円　　売上高：31億1700万円　　従業員数：350人

電気電子部品製造業
■事業内容

設備用架台、板金、精密機械加工部品 (半導體、液晶、電子関連)

副社長　カオ・メンツン
資本金：2億9700万円　　売上高：51億7000万円　　従業員数：110人

鋼材コーティング業
■事業内容

ラミネート鋼材、塗装鋼材、印刷鋼材

■URL：http://www.konzern.com.tw/en/main.asp

■URL：www.mengsin.com.tw

■主な製品・サービス

■主な製品・サービス

■URL：www.calin.com.tw

■URL：http://www.sinpro.com

■URL：www.skypowertek.com

■URL：www.noporvis.com

■URL：www.twemex.com

■URL：http://www.milli-intl.com/

■URL：http://www.welltest.com.tw

■URL：www.yangxin.com.tw

■主な製品・サービス

■主な製品・サービス

■主な製品・サービス

■主な製品・サービス

■主な製品・サービス

■主な製品・サービス

■主な製品・サービス
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企業番号

8

SMCコーポレーション 

CYテクノロジー

セールスポイント

セールスポイント

TH01

TH02

SMC Corporation Limited 1982年設立 本社：バンコク

CYtechnology Co.,Ltd.　1989年設立  本社：パトゥムタニー (バンコク北部) ISO9001,ISO14001 　

押出・射出ブロー成形機製造のリーディング企
業。高品質・適正価格・カスタムメイドがモットー。
プラスチック包装、飲料用等のボトル製造企業と
ブロー成形機の部品・技術の導入、合弁、販売、
OEM等に関する討議を期待。

プリント基板実装メーカー。自動車、医療機器、
害虫駆除器用等のPCBを日米の企業にOEM
供給。日本企業からはPCBのOEM受注に加え、
実装関連装置、工程自動化などの機械、技術の
導入に関心が高い。

取締役　スパポル・ブーンソング
資本金：3300万円　　売上高：15億4000万円　　従業員数：185人

ブロー成形機製造業
■事業内容

プラスチック製ボトル製造用のブロー成形機（飲料、化粧品、
医薬、殺虫剤、エンジンオイル用途ほか）

部長　マークフェルディナンドレリン　
資本金：3400万円　　売上高：3億3000万円　　従業員数：98人

電気電子機器製造業
■事業内容

プリント基板（カーアンプ、医療機器用等）

■
タ
イ

■URL：http://www.smccorp.co.th

■URL：www.cytech.co.th

■主な製品・サービス

■主な製品・サービス

インターナショナル・ラバー・パーツ

ノンタブリ・トレイラー・トラック＆バス

タイ・ルン・ユナイテッド

ベスト・テクノロジー

ドン・サン・キ

CNCテック 

プリ・プロダクツ

フードマシーナリー

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

TH03

TH04

TH05

TH06

TH07

TH08

TH09

TH10

International Rubber Parts Co., Ltd.　1976年設立  本社：バンコク

Nonthaburi Trailer Truck and Bus Co.,Ltd.　1989年設立  本社：バンコク

Thai Rung United Engineering Co., Ltd.　1989年設立　本社：サムットサコーン（バンコク西部） 

Best Technology Innovation Co., Ltd. 2011年設立 本社：バンコク

Dong Sung Ki Innovation Co., Ltd. 2016年設立 本社：バンコク 

CNC Tech Co., Ltd. 2002年設立 本社：サムットサコーン（バンコク西部）

PRI Products Co., Ltd 1997年設立 本社：ノンタブリ（バンコク北部）

Food Machinery Co., Ltd. 2005年設立 本社：ソンクラー（タイ南部）

ISO9001,ISO14001,ISO16949　

ISO9001　

ISO9001　

ゴム成形メーカー。ゴム材料練りから成形、金型
製造、検査まで一貫生産体制を完備。日系向け
に納入実績多数。日本からはゴム成形関連機
器、自動化に関心あり。商談ではOEM、販売、技
術提携等幅広い討議を期待している。

トラック車体やクレーン装備の専門メーカー。高
い品質とサービスで30年の生産実績。日本から
はシャフト、サスペンション、車軸、ブレーキ、油圧
システム等に関心あり。商談では技術提携、購
入、OEM等の討議を期待。

コンベアの設計、製造、設置で30年の経験。船
舶、食品、タイヤ等の各工場に納入。日本からは
自動搬送、ロボティック、AIに関連する機械部品

（コンベアチェーン等）に関心が高く、OEM、販
売、購入等幅広い討議を期待。

輸送車両管理、土地計測、農業開発等のGPS
システムに特化。車両ビデオサーベーランス、
農業用ソルーション、スマートホーム・スマートシ
ティー向IoT・セキュリティー等に関心が高い。合
弁、技術提携、OEM等幅広い討議を期待。

革新的なソフトウェア開発とデジタルトランス
フォーメーションに注力する若い企業。日本から
はチャットボット、AI、ブロックチェーン、Lineビーコ
ン等の分野で合弁、技術提携、OEM等の討議
に関心が高い。

鏡面仕上げ、深堀、シャープエッジ等の精密切削
が強み。CNC20台保有、24時間稼動。主に自動
車部品、金型メーカーからの試作品、少量品を請負
う。日系企業からの受注、金型インサート・部品の
品質向上やNC切削時間短縮等に関心あり。

電気配線用プラスチック製電線管、ボックス等
の専門メーカー。押出・成形技術を強みに多品
種生産。電気・電子関連企業との商談希望。配
電盤製造用のCNCパンチング機にも関心あり。
商談では、合弁、技術提携の討議に期待。

食品加工用機械の専門メーカー。主に缶詰やレ
トルトパウチ製造用の機械を扱う。アセアン地区
のツナ工場に輸出実績あり。日本からは食品加
工自動化、部品倉庫自動化に関心あり。商談で
は販売、購入、合弁等の討議を期待。

部長　ユパー・パカケオー
資本金：1億9800万円　　売上高：22億円　　従業員数：920人

自動車部品、電気電子部品製造業
■事業内容

ゴム製品（グロメット、シール、ゴム・金属部品、エアダクト、
防振ブッシング）

■主な製品・サービス

社長　ダムリポーン・チュヌイ
資本金：4400万円　　売上高：5億600万円　　従業員数：150人

自動車部品製造業
■事業内容

トラックボディー、トレーラー、クレーン
■主な製品・サービス

部長(販売）　キッティサック・イムドゥアイキアット
資本金：1億5400万円　　売上高：4億2600万円　　従業員数：140人

産業機械製造業
■事業内容

伸縮コンベア、ベルトコンベア、スクリューコンベア
■主な製品・サービス

社長　カニカ・コーノイ
資本金：1700万円　　売上高：1億900万円　　従業員数：40人

IT& IoT業
■事業内容

GPSを活用したソルーション（フリートマネジメント、土地計測、
農業用ドローン）

■主な製品・サービス

社長　チョンラナット・プーンチャッタカーン
資本金：300万円　　売上高：3700万円　　従業員数：14人

IT& IoT業
■事業内容

チャットボット、AI、ブロックチェーン
■主な製品・サービス

副社長　ウィラナン・サランナヤワットシン
資本金：200万円　　売上高：1億1600万円　　従業員数：32人

自動車部品加工業
■事業内容

精密切削部品
■主な製品・サービス

部長　チャワリット・ワニッチャヤンクラノン
資本金：5800万円　　売上高：3億6300万円　　従業員数：40人

プラスチック部品製造業
■事業内容

uPVC （無可塑硬質塩化ビニル）製の電線管（ワイヤーウエイ）、
継ぎ手、配電盤

■主な製品・サービス

部長（販売）　ユキオ・ハナブサ
資本金：4000万円　　売上高：17億500万円　　従業員数：126人

食品加工機械製造業
■事業内容

レトルト殺菌機、食品加工機、洗浄機、自動搬送機
■主な製品・サービス

■URL：www.interrubberparts.com

■URL：www.thairunggroup.com

■URL：www.besttechthailand.com

■URL：http://www.dski.co

■URL：http://www.fact-link.com/home/cnctech

■URL：http://pri-products.com

■URL：http://www.foodmachinerys.com



商談目的アイコン

企業番号

日本企業からの
製品購入

日本企業への
製品販売

合弁会社
設立

ディストリビューター
契約

製造
受託

共同研究・
技術提携
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企業 一覧
（4/4）

アン・ファト・グループ

ビエン・ホア ＳＣＭ

４Pカンパニー

シェンリVN・インターナショナル・トレーディング

タムホップ

チ・クオン

ヒカリ・ベトナム P&T

フジセイコ・テクニカル

ファン・ヴィン・セイミツ

アン・フイ・オートメーション

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

セールスポイント

VN01

VN02

VN03

VN04

VN05

VN06

VN07

VN08

VN09

VN10

An Phat Group 2002年設立 本社：ハノイ 

Bien Hoa SCM Co., Ltd. 2007年設立 本社：ドンナイ省（ホーチミン東部）

4P CO.,Ltd. 2001年設立 本社：フンイエン省(北部） 

Shengli VN International Trading Production Company Limited  2000年設立  本社：バクザン省(ハノイ東部） 

Tamhop Co., Ltd. 1995年設立 本社：ハノイ 

Tri Cuong Industrial Co., Ltd. 2006年設立 本社：ハノイ 

Hikari Vietnam P&T Co., Ltd 2008年設立 本社：ハノイ

Fuji Seiko Technical Co.,Ltd., 2008年設立 本社：ハノイ 

Phan Vinh Seimitsu Co.,Ltd., 2007年設立 本社：ホーチミン 

An Huy Automation Joint Stock Company　2008年設立  本社：ハノイ

ISO9001, ISO14001　

ISO9001　

ISO9001, ISO14001　

ISO9001　

ISO9001,ISO14001　

　

　

ISO9001　

グループ傘下に11社あり。プラスチック射出成
形技術をコアにプラスチック関連製品を幅広く
生産する大手。24工場の拡張計画あり。金型
制作、射出成形に関わる新技術に関心が高い。
商談では合弁、OEMを期待している。

自動車、電気・電子、ソーラー用などのプラスチッ
ク部品を手掛ける。国内4工場で46台のプラス
チック成形機を保有し、金型設計・制作から部品
成形まで一貫生産体制を取る。商談では自社品
の販売、技術提携に関心があり。　

プリント基板実装メーカー。電気電子分野に幅広く
納入、日系にもOEM実績あり。2次加工で組立も
内製しているが、組立工程の自動化に関心高い。
商談ではあらゆるプリント基板ニーズにOEM、EMS
を期待している。

2輪車用部品の専門メーカー。ゴム押出し、プラス
チック射出成形技術を強みにOEM供給で10年
以上の経験あり。商談では販売、OEM、合弁、技術
提携等の討議に期待。日本からは特にゴム部品製
造に関する新たな技術、機器に関心が高い。

スタンピング用のプレス機を取り揃え、2次加工
で熔接、機械加工、バリ処理、組立まで行う。日
系始めローカルメーカーに納入。生産・品質管
理、品質検査工程でのカイゼンが課題。自動車
部品、大型バイク部品メーカーとの商談を期待。

工場内の自動化システム、組立機械等の設計、
製造から治工具の製作まで幅広く手がける。日
本のFA企業、マシニング用部品製造企業と製
品輸出入、OEMの商談を希望。特に日本の量
産用機械、技術に関心が高い。

エンジニアリングプラスチックに強みを持ち、金型
部品、エンプラ部品等を手掛ける。グループ傘下
に射出成形、金型制作会社を持つ。精密機械
加工も対応しており、スクリューヘッド輸出実績も
あり。幅広い商談を期待。

ゴム成形、金型制作技術でゴムシール、金型を
生産。2次加工ではバリ処理、研磨加工も内製。
人工ダイアモンド砥粒入りの切削工具、砥石も
扱いあり。商談ではゴム・プラスチック・シリコン製
品、切削工具メーカーを期待。

精密機械加工技術でメタル部品、金型部品を
生産。産業機械・自動車関連メーカーにに納入。
日系への実績もあり。生産力アップでCNC旋
盤、フライス盤投資に関心あり。日本企業とは
OEM、販売、技術連携に期待している。

油圧関連機器の設置、サービスを手掛ける。油
圧機器は輸入品を扱う。CNCに使用される油圧
動力ユニットに関心が高い。日本製の油圧バル
ブとエアフィルターにも関心あり。商談では、合
弁、OEM,、購入、販売等の討議を期待。

副事業部長（R&D)　ディン・シュアン・クオン
資本金：163億3600万円　　売上高：196億5800万円　　従業員数：2000人

自動車・電気電子部品製造業
■事業内容

プラスチック製品（各種バッグ・袋・自動車部品、建設資材、
携帯電話用部品）

■主な製品・サービス

社長　レ・クァン・ラム
資本金：8300万円　　売上高：11億9600万円　　従業員数：700人

自動車部品製造業
■事業内容

自動車用アンテナ、プラスチック製品（自動車・電子部品用）
■主な製品・サービス

部長　レ・ティ・タン・ヒュエン
資本金：23億8700万円　　売上高：23億1000万円　　従業員数：270人

電気電子機器製造業
■事業内容

PCB（携帯電話・CTV・wifi用）
■主な製品・サービス

社長　ホアン・トゥ・ゴック
資本金：5億5500万円　　売上高：6億7100万円　　従業員数：160人

自動車部品製造業
■事業内容

ラバー部品、プラスチック部品（コネクティングチューブ、
プレートボトム、ラバーシール、ダクトエアチューブ）

■主な製品・サービス

副社長　グエン・ヴァン・ヒュー 
資本金：1億4300万円　　売上高：1億7600万円　　従業員数：180人

自動車部品製造業
■事業内容

2輪、4輪用プレス部品
■主な製品・サービス

部長（営業）　グエン・ディン・ホアン
資本金：6億500万円　　売上高：6億6000万円　　従業員数：215人

自動機製造業
■事業内容

工場自動化ライン、コンベヤー、各種組立機械、精密部品、治具
■主な製品・サービス

社長　グエン・ドゥク・クオン 
資本金：1億6500万円　　売上高：9億6300万円　　従業員数：50人

電気電子・産業機械部品製造業
■事業内容

金型、エンプラ部品、スクリュー、クランプ
■主な製品・サービス

副社長　ファム・クオック・フン 
資本金：2億2000万円　　売上高：2億2000万円　　従業員数：25人

自動車部品製造業
■事業内容

ラバーシール、切削工具、CBN砥石
■主な製品・サービス

社長　ファン・テ・ヴィン　
資本金：1億1000万円　　売上高：1億6500万円　　従業員数：50人

産業機械部品製造業
■事業内容

精密機械加工部品、治工具
■主な製品・サービス

社長　グエン・ヴァン・ディエン
資本金：2300万円　　売上高：1億5300万円　　従業員数：18人

エンジニアリング業
■事業内容

油圧ポンプ、油圧バルブ、油圧シリンダー
■主な製品・サービス

■
ベ
ト
ナ
ム

■URL：https://www.anphatplastic.com/

■URL：http://plasticscm.com.vn　http://solarscm.com.vn

■URL：http://4p.com.vn/

■URL：http://shenglivietnam.com

■URL：https://tamhopgroup.com

■URL：http://www.tci.vn

■URL：www.hikarivn.com

■URL：http://fujiseikotech.com

■URL：www.phanvinhseimitsu.com

■URL：http://anhuyautomatic.vn



10

企業名ブースNo.企業番号

企業名ブースNo.企業番号

IN01
IN02
IN03
IN04
IN05
IN06
IN07
IN08
IN09
IN10
   -

MY01
MY02
MY03
MY04
MY05
MY06
MY07
MY08
MY09
MY10
   -

TW01
TW02
TW03
TW04
TW05
TW06
TW07
TW08
TW09
TW10
TW11
TW12
TW13
TW14
TW15
TW16
TW17

シプタ・パーダナ・ランカー
ヨギャ・プレシシ
ガンディング・ツールシンド
アズマー・ナカマ・パートギ 
ピニシ・エレクトラ 
フボル・インドネシア
テクニカタマ・カリャ・マンディリ
テクニク・タダカラ・スンバーカリャ 
エレスト・デジタル・インドネシア 
CV.C－マクシ・アロイキャスト
インドネシア工業省

セイン・シュウェ・ンウェ
オン・オン・ハイドロリック
エィー・ピャウ・ピャウ
ガロン・ミン・ニィ・ノング
ミャット・ゾー・アンド・ヤング･ブラザーズ
オン・タゥ・ウィン
ナショナル・インターナショナル・コマーシャル
ジュム・ジェル
カン・サット・ワディ
ナガ・キング・トラディショナル・ファブリックス
ミャンマー工業省

ツァオ・イ・プレシジョン
チー・カン・マテリアル
オミー・テクノロジー
アキュテックス・テクノロジーズ
デジサイン・エナジーテック
タイ・シン・ホビー
ソン・ダー・エレクトロニック
ディンクル・インターナショナル
フル・エンタープライズ
アクト-ＲＸ・テクノロジー
キンスン・インダストリーズ
キングレー・ラバー
ヨムラ・テクノロジーズ
エクセル・プレシジョン
タロコ・ドアー・アンド・ウィンドウ
チェン・ホー・シン・ヘビーブロードレイク
ブロードレイク

企業名ブースNo.企業番号

企業名ブースNo.企業番号

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

ベ
ト
ナ
ム

タ
イ

ミ
ャ
ン
マ
ー

企業名ブースNo.企業番号

企業名ブースNo.企業番号

台
湾

台
湾

パネル展示会場案内図

F-101
F-102
F-103
F-104
F-105
F-106
F-107
F-108
F-109
F-110
F-111

F-201
F-202
F-203
F-204
F-205
F-206
F-207
F-208
F-209
F-210
F-211

F-301
F-302
F-303
F-304
F-305
F-306
F-307
F-308
F-309
F-310
F-311
F-312
F-313
F-314
F-315
F-316
F-317

F-105

F-104

F-103

F-102

F-101

F-204

F-203

F-202

F-201

F-404

F-403

F-402

F-401

F-504

F-503

F-502

F-501

F-510

F-509

F-508

F-507

F-506

F-505

F-109

F-108

F-107

F-106

F-322

F-321

F-320

F-319

F-304

F-303

F-302

F-301

F-318

F-317

F-316

F-315

F-327

F-326

F-325

F-324

F-323

F-314

F-313

F-312

F-311

F-310

F-309

F-308

F-307

F-306

F-305

F-208

F-207

F-206

F-205

F-408

F-407

F-406

F-405

F-328　F-329　F-330　F-331　F-332　F-333　F-334　F-110　 F-111　 F-209　F-210　F-211　 F-409　F-410　F-411　F-511

海外相談

パキスタン

SWBS

会場MAP コーナー看板
台湾

コーナー看板
台湾

コーナー看板
台湾

コーナー看板
インドネシア

コーナー看板
ミャンマー

コーナー看板
タイ

コーナー看板
ベトナム

商談スペース待ち合い
スペース

TW18
TW19
TW20
TW21
TW22
TW23
TW24
TW25
TW26
TW27
TW28
TW29
TW30
   -
   -
   -
   -

TH01
TH02
TH03
TH04
TH05
TH06
TH07
TH08
TH09
TH10
   - 

VN01
VN02
VN03
VN04
VN05
VN06
VN07
VN08
VN09
VN10
   -

F-318
F-319
F-320
F-321
F-322
F-323
F-324
F-325
F-326
F-327
F-328
F-329
F-330
F-331
F-332
F-333
F-334

F-401
F-402
F-403
F-404
F-405
F-406
F-407
F-408
F-409
F-410
F-411

F-501
F-502
F-503
F-504
F-505
F-506
F-507
F-508
F-509
F-510
F-511

チアミン・スティール
ジンファ・アルミナム
センター・アクティブ・メタル
コンツェルン・レーザー
メン・シン・マテリアル
カリン・テクノロジー
シンプロ・エレクトロニクス
スカイパワー・エンタープライズ
ノポルビス
タイワン・エミッション・エクスチェンジ
ミリ・インターナショナル
ウェルテスト・インターナショナル・エナジー
ヤン・シン・アドバンスト
台日中小企業連携推進プラットフォーム
台湾区電機電子工業同業公会（TEEMA）
高雄市工業会
台湾・加工出口区管理処

SMCコーポレーション 
CYテクノロジー
インターナショナル・ラバー・パーツ
ノンタブリ・トレイラー・トラック＆バス　　　
タイ・ルン・ユナイテッド
ベスト・テクノロジー
ドン・サン・キ
CNCテック 
プリ・プロダクツ
フードマシーナリー
タイ工業省

アン・ファト・グループ
ビエン・ホア ＳＣＭ
４Pカンパニー
シェンリVN・インターナショナル・トレーディング
タムホップ
チ・クオン
ヒカリ・ベトナム P&T
フジセイコ・テクニカル
ファン・ヴィン・セイミツ
アン・フイ・オートメーション
FIA：海外投資庁



※独立行政法人中小企業基盤整備機構は、経済産業省所轄中小企業施策実施機関です。

至 新木場至 大崎

ゆりかもめ

りんかい線

TFTビル

パナソニックセンター

ホテル
サンルート有明

 国際展示場駅

イ
ー
ス
ト
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド

首都高速湾岸線

有
明
駅

東京
ビッグサイト

西
ホール

東
ホール

東京ベイ有明
ワシントンホテル

 国際展示場正門駅

独立行政法人　中小企業基盤整備機構　販路支援部　担当：徳野、五十嵐
[ T E L  ] 03-5470-2375　［E-Mail］ceo-network@smrj.go.jp

商談会事業に関するお問合わせはこちらまで

CEO商談会in新価値創造展2018 事務局　担当：市川、土山、大島
[ T E L  ] 03-6407-9377／080-4357-7488（平日:10時～17時）
[E-Mail] nvce2018-ceo@pasia.co.jp

商談会参加に関するお問い合わせはこちらまで
※お申し込みはWEBにて受付（オンライン登録）

CEO商談会情報はこちら
http://www.smrj.go.jp/
sme/market/ceo/
frr94k000004hhbv.html

入場にあたっては、下記より
「新価値創造展2018」への
事前登録をお願いしております。
　
https://shinkachi-portal.smrj.go.jp/
mypage/login.php

開催場所
VENUE

東京ビッグサイト
東京都江東区有明3-11-1

●りんかい線　「国際展示場」駅下車　徒歩約7分
●ゆりかもめ　「国際展示場正門」駅下車　徒歩約3分

CEO
商談会

東２ホール

IN OUT

サブ
ステージ

産業・技術 
特別展示

健康・福祉
特別展示


