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早期お申込で海外企業からの「逆指名」も

7月5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。

J-GoodTech掲載登録で優先マッチング

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-GoodTech」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。

商談会のお申し込みは中小機構のホームページで

初めての海外企業との
商談でも安心
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https://www.smrj.go.jp/sme/market/ceo/index.html CEO商談会

ベトナム
CEO商談会

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。

SWBSベトナム進出相談会を同時開催
ベトナムへの海外展開をサポートする企業・団体や、
中小機構の国際化支援アドバイザーが、
アドバイスや情報提供を行います。

インドネシア、マレーシア、ミャンマー、タイ、ベトナムなど
海外10カ国からのべ1,075名の海外企業経営者が参加。
これまでの五年間に東京や大阪などで69回開催し、
のべ12,843件の商談が実現しました。

実績

日本企業

うちの製品や技術、
海外でうけるのだろうか…

製品へのニーズを
直接聞ける良い機会でした。

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。

経営者同士で
会うことができ、
話が早かった。

ベトナムCEO商談会事務局　担当：柳川/ビック
[TEL] 070-4496-1583(平日：10時～17時)　[E-mail] ceovietnam2019@present4.jp

ベトナムから電気電子機器、産業機械関連、自動車部品関連、
その他製造業及び販売業と多岐にわたる
24社の経営者等を招聘して商談会を開催します。

その答え、ダイレクトに確かめてみませんか?

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

商談会参加者の声
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VJCCは、2002年頃にハノイ市とホーチミン市において設立され、ベトナム
の市場経済化に資する人材を育成すると共に、日越間の相互理解及び
友好関係を促進することを目的としています。同センターでは各種ビジ
ネス人材育成研修を提供しており、その一つに経営者を対象とした10カ
月間コース『経営塾』があります。受講生は9か月間ベトナムで学んだ後、
最後に日本企業への訪問及び交流・商談を目的に訪日します。同塾にて、
これまでに日本式の経営やカイゼン等について学んだ約500名の企業
経営幹部の卒業生の中には、日本企業との取引を開始した例もあり、日
本企業のビジネスパートナーとなりうる存在です。

ホーチミン http://vjcchcmc.org.vn/ 
ハノイ http://www.vjcc.org.vn/ja/ 
JICA https://www.jica.go.jp/japancenter/vietnam/index.html

同センターの詳しい情報は以下ウェブサイトにてご確認ください。

ハノイ校 経営塾講義の様子 ホーチミン校

今回参加しているベトナム企業24社は、JICAの技術協力プロジェクトによって支援している
ベトナム日本人材開発インスティチュート

（VJCC: Vietnam ‒ Japan Institute for Human Resources Development）の
第11期・第12期の経営塾の参加企業から選ばれた企業です。

ベトナムCEO商談会
ベトナムCEO商談会

相談会SWBSベトナム進出相相
SWBSベトナム進出相談会

入 

口

会場MAPTKPガーデンシティ品川
ボールルームウエスト

●SWBSベトナム進出相談会
●ベトナムCEO商談会
■輸送機器・電気電子機器関連 ■産業機械・機器関連
■エンジニアリング関連 ■その他製造業

プログラム
9:00 18:30CEO商談会

13:00 17:00SWBSベトナム進出相談会

全商談終了後に、ベトナム企業各社との名刺交換の機会を設けております。

8月2日（金） 事前予約制 参加費無料

事前予約制 参加費無料
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・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・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：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：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

Binh Minh TMC Co., Ltd.

Hai Ha Mechanical Manufacturing and Trading Co., Ltd

DPT Joint Stock Co., Ltd.

Cosmos Industrial Co., Ltd

ビン・ミン・TMC

ハイ・ハー・メカニカル　

DPT

コスモス・インダストリアル

VN103

VN102

VN104

VN101

■
輸
送
機
器
・
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気
電
子
機
器
関
連

商談目的
アイコン

共同研究・
技術提携 製造受託日本企業からの

製品輸入
合弁会社の
設立

ディストリビューター
契約

日本企業への
製品販売
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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。

・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。

■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：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/

Mai Van Dang Co., Ltd.

Viet Khanh Trading Joint Stock Company

Yamaguchi Viet Nam Joint Stock Co.
マイ・ヴァン・ダン

ヴィエット・カイン・トレーディング

ヤマグチ・ベトナム VN106

VN107

VN105

商談目的
アイコン

共同研究・
技術提携 製造受託日本企業からの

製品輸入
合弁会社の
設立

ディストリビューター
契約

日本企業への
製品販売

・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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・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。

・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。

■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

■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

Chi Ma Sa Co., Ltd. Nhat Tinh Mechanics & Trading Co., Ltd.

Kim Binh Industrial Corporation

チー・マ・サ ニャット・ティン・メカニクス

キム・ビン・インダストリアル

・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

VN111 VN112

VN109
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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。

・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。

■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

■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

Ecom Engineering Co., Ltd

Thang Long Tech Co., Ltd.

イーコム・エンジニアリング

タン・ロン・テック

・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

VN115

VN113

・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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・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。

・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。

■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

■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

Bac Thai Metal Joint Stock Co. VPM Equipment & Technology Joint Stock Co. 

Hanh Xuong Technical Services Co., Ltd.

バック・タイ・メタル VPM・エクイップメント＆テクノロジー

ハイン・スオン・テクニカル・サービス

・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

VN119 VN120

VN117
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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。

・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。

■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

■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

Thien An Sanitary & Kitchen fittings Co., Ltd. Viet Nam LSI Cooler Co., Ltd

Hoang Vu 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

ホアン・ヴー

・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

VN123 VN124

VN121
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IT 企業、IT以外の企業の両方の進出のお手伝いをしています。
市場調査、法人設立支援、人材獲得支援、オフショア開発支援等

『このビジネスチャンスをぜひ、貴社も捕まえてください！！』
ベトナムでは、遅くとも再来年には地下鉄が開通します。その時のビジネス変化は
大変なことになります。今は地上で多くはバイク通勤していますが、鉄道になった
途端女性のファッションが変わり、飲食店が変わります。又ますます高層ビルが建
つようになりますのでまだまだ製造業が足りません。
私達は、いち早くハノイに進出しIT企業としてベトナム企業と
人脈を通じて多くの情報交換をしています。IT企業以外の進
出の実績もあります。貴社が進出する為の支援をし、更に貴
社が望む企業とのマッチングをする自信があります。

販路開拓
営業支援
人材

株式会社ファーストシステムコンサルティング
ベトナム進出 8 年目で現地法人の社員が手厚くサポートします。

SW02

支援
概要

・日本及びベトナム現地にて、ベトナム進出・現地での事業拡大に向けた若手から
経営層までの人材のご紹介（日本人・ベトナム人）
・日本本社での在ベトナムの日本語人材の採用支援

ベトナム現地での若手から経営層までの人材のご紹介（日本人・ベトナム人）
日本でのベトナム進出・事業拡大に向けた若手から経営層までの人材のご紹介
（日本人・ベトナム人）
日本でのインバウンド対応及び人材不足に対する在ベトナムの日本語人材（ベトナ
ム人）のご紹介
などベトナム現地、日本本社いずれに対しても人材のご相談
が可能です！
どんな些細なことでもご相談ください！

人材

株式会社リクルート
ベトナムに関する人材採用のご相談なら何なりとお問い合わせください！

SW04

支援
概要

各種市場調査を通じて、
「販売可能性・事業計画の検討」「販路開拓・営業活動」
などに活用可能な情報・コンサルの提供

市場調査・進出コンサルティング会社として2001年に創業し、2008年からベトナム
に進出し、東京・ハノイ・ホーチミンに拠点を構えています。
海外での事業展開では、国内とは異なる問題に直面することも多く、入念かつ周
到な準備が必要です。弊社では、海外展開に取り組もうとされているお客様の想い
やご要望、ご準備状況などをお伺いした上で、最適な戦略・
戦術、アプローチ方法をご提案するとともに、ご希望によりハ
ンズオンでのご支援も承っております。
これまでのベトナム進出に携わった数々の実績を活かし、ベ
トナム事業が成功するよう効果的にサポートいたしますの
で、お気軽にお声がけくださいませ。お待ちしております。

法規制・許認可
販路開拓
営業支援

SW01

B&Company 株式会社
貴社事業・商品・サービスの現地ニーズを調査いたします！

支援
概要

大小様々な工事を日本品質、低価格にてご提供致します。
またメジャーから穴場的ローカル工業団地まで幅広くご紹介を致します。

弊社は埼玉県所沢市で創業70年を迎えた、地域№1の実績を持つ、中小企業のゼ
ネコンです。ベトナムには進出してから3年が経ちますが、おかげ様でベトナムでも
実績を重ねております。弊社はベトナムに進出をご計画されている中小企業様と同
じ目線に立ち、建築という側面で大手の日系ゼネコン様にはない、“中小企業だか
らできること”をご提供致します。具体的には 
●日本人技術スタッフが常駐管理致します。
●大手日系ゼネコン様より安価に日本クオリティをご提供致します。
●進出先の工業団地の選定からサポート致します。
同じ中小企業だからこそできる支援があります。どんなご相
談でもお気軽にお問合わせください。お待ちしております。

レンタルオフィス
工業団地
用地確保

SW03

平岩建設株式会社
大手日系ゼネコンにはない、中小ゼネコンだから出来る事がある！

支援
概要

今回はベトナム進出の支援を得意とする10社・団体が皆様の相談に応じます。 
ベトナム進出の悩みを一挙に解決するチャンスです。

また出展者の中にはベトナム以外の進出もサポートできる企業もございます。 
 当日の相談は無料となっておりますので、是非積極的に相談をお申し込みください。 

SWBSベトナム進出相談会

CEO商談会と同会場にて、海外進出の相談もできます。

SWBSとは?
海外展開に意欲的な中小企業と海外展開をサポートする企業・団体(SWBS 登録企業)
との出会いの場をWEBとリアルイベントで提供する事業です。

ベトナムCEO商談会9



JICAは中小企業・SDGsビジネス支援事業を通じて、
途上国の開発ニーズと民間企業の製品・技術のマッチングを支援します。

JICAは本邦民間企業等が有する技術・製品やノウハウ等のビジネス展開を通じた
途上国の開発課題の解決に貢献すべく、必要な情報収集、ビジネスモデルの策定、
現地での製品理解の促進、ODA事業等での活用可能性の検討等を通じた事業計
画案の策定等を支援しています。
支援事業を担当する職員がブースにてお待ちしておりますの
で、お気軽にお立ち寄りください。

市場調査・現地調査
海外出張
計画策定

独立行政法人 国際協力機構（JICA）
途上国でのビジネスをご検討の方、是非お立ち寄りください！

SW08

支援
概要

事業の立上から、運営開始後まで、契約交渉・規制調査ほか、
法律・税務などの専門知識を必要とする問題をサポートします。

海外資格も保有する日本人弁護士、外国人弁護士など、海外法務について多数の
経験・実績を有する専門家が所属していることを強みとしています。
現地企業との契約や、現地での法律・税務問題が生じた場合には、お気軽にご相
談ください。海外事業を実施するうえでは、会社の設立、不動産の賃貸、現地従業
員の採用、展示会への出展など、様々な場面で法律・税務の
観点からの検討を要する事項が生じてきます。
海外専門家と幅広いネットワークを有することも強みとして
おり、ベトナム現地の問題についても、現地専門家と連携し
て対応可能です。ベトナム以外の周辺東南アジア諸国での
問題の相談についても受け付けております。

法律
販路開拓

リスク管理・リスク対応

隼あすか法律事務所
海外の法律・税務の問題があれば、お気軽にご相談ください。

SW06

支援
概要

輸出入や子会社設立など、海外ビジネスでお悩みの方へ、
海外展開のエキスパート・国際化支援アドバイザーが無料で相談に応じます！

「海外展開無料相談」を実施致します。
海外ビジネスで知りたいこと、漠然と海外展開を考えている方、海外への販路開
拓でお困りの方など、お気軽にご相談ください。
豊富な実務経験や知識を持つ海外ビジネスの専門家が無料で相談に応じます。
海外展開に役立つ資料も無料配布致します。

計画策定
物流・貿易
販路開拓

独立行政法人　中小企業基盤整備機構
海外ビジネスでお悩みの方、お気軽にお立ち寄りください。

SW10

支援
概要

ダナン市の概要・投資環境等についてのご案内、現地ご訪問手配など、
ダナン市に関するあらゆるご質問、ご相談に対応いたします。

ダナン駐日代表部開設以来、投資・貿易・観光・人材交流促進を柱に活動は15年目
に入りました。ダナン市はIPAダナンにジャパンデスクを設置し、ご進出後もダナン
政府と日本企業との定期的な会合の場を持ち諸問題の解決に努めるなど、他都市
にはないサポート体制で日本企業の皆様の進出をお待ちいたしております。
是非ダナン市にご関心をお寄せいただき、ご訪問の機会をお
持ちいただけましたら幸いです。

工業団地

支援
概要

ベトナム最大級の市場調査事業をはじめ、
マーケティングから販売支援まで売るための仕組み作りを得意としております。

当社ベトナムで50万以上のアンケート会員をもつベトナム最大級のマーケットリ
サーチ事業を手がけております。ベトナム市場を正しく理解することで、パートナー
探しやマーケティング戦略立案など売るための仕組みづくりをワンストップでサ
ポートしております。現在まで１００以上のベトナムマーケティングのお手伝いをし
ております。

販路開拓
営業支援
広告・PR

SW05

株式会社 Asia Plus
リサーチから販売までベトナムマーケティングの専門集団

支援
概要

中小機構が運営する、日本の中小企業と海外企業・国内大手企業を繋ぐ
ビジネスマッチングサイト。自社製品や技術情報のPR、ニーズに合わせた
企業検索ができるだけでなく、各企業と直接の情報交換や技術提案も可能です。

ジェグテックは、日本の中小企業と国内大手企業・海外企業をつなぐビジネスマッ
チングサイトです。経済産業省所管の独立行政法人 中小企業基盤整備機構（中小
機構）が運営しています。ご登録いただくことで、国内外の企業へ情報を発信し、最
適なビジネスパートナーを見つけ、製品開発や新規取引に結びつけられるように
登録企業を支援します。自社製品や技術情報のプロモーショ
ン、ニーズに合わせた法人情報の検索ができるだけでなく、
登録企業同士であれば、直接の情報交換やマッチングも可
能です。さらには、中小機構のコーディネーターによるマッチ
ングサポートも実施しています。

販路開拓
営業支援

SW09

J-GoodTech（ジェグテック）
中小企業と世界の企業を繋ぐビジネスマッチングサイト

支援
概要

ベトナム社会主義共和国ダナン駐日代表部
ぐっと身近になったダナンへようこそ。

SW07

10ベトナムCEO商談会



プログラム

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
［TEL］03-5470-2375　［E-Mail］ceo-network@smrj.go.jp

商談会事業に関するお問い合わせはこちらまで

C EO商談会情報はこちら

ベトナムＣＥＯ商談会事務局　担当：柳川/ビック
 ［TEL］070-4496-1583（平日 :10時～17時）　［E-Mail］ceovietnam2019@present4. 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）

※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。

TKPガーデンシティ品川
ボールルームウエスト
東京都港区高輪3-13-3
SHINAGAWA GOOS 1F

9:00 18:30
事前予約

ウィング高輪WESTウィング高輪WEST

交番
品川税務署品川税務署

レクサス
ギャラリー

ザ・プリンス
さくらタワー東京 品川駅前郵便局品川駅前郵便局

京急第2ビル京急第2ビル

品川駅高輪口

TKPガーデンシティ品川 浜
京
一
第

CEO商談会

https://www.smrj.go.jp/sme/market/ceo/index.html

開催場所

13:00 17:00SWBSベトナム進出相談会

全商談終了後に、ベトナム企業各社との名刺交換の機会を設けております。

8月2日（金） 事前予約制 参加費無料

事前予約制 参加費無料


