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ベトナム日本人材開発インスティテュート ビジネス交流会 
来日企業24社概要：（26名来日、2社は 2名/社来日） 

製造業（精密部品、機械、金属、プラスチック、食品、家具、紙製品等）、建設業、卸小売業、サービス業（ホテル、スパ等）等  
 

来日ベトナム企業情報 
企業
番号 

社名 業種 事業内容 設立年 
従業 
員数 

日本企業への期待 
対応可
能言語 

URL 

V01 Canature Co. Itd 製造業 機械部品、器具、その他ス
ペアパーツ 

2021 - 米国市場向けに OEM 供給実績あり。製造用機器や機材を
日本企業へ販売したいと考えている。 
 

英語 - 

V02 SMART Vietnam 
Import Export 
Investment JSC 

製造業 精密プラスチック金型、金属
板の製造 

2008 200 品質と納期厳守で高評価。プラスチック製品や金属板製品を
海外市場に輸出しており、日本市場への販売チャンスを増や
したい。 

中国語 www.smartv
ietnam.com.
vn 

V03 Viet Tu te Co. Itd サービ
ス業 

オークションなどの主催、仲
介業 

2021 ５ アリババ（中国大手のネットサイト）を通じ、B2B ビジネスを
展開。弊社は食品を取り扱っており、日本への販売チャンネル
を探している。 

-  

V04 Dusan E&C 建設業 建設業向け鉄骨製品や機
械の製造販売、工場建設
等 

2015 30 日本、韓国、バングラデシュと商取引の経験あり。 
鉄骨製品や機械製品の多品種化を目指しており、日本市
場への販売チャンスを増やしたい。 

英語、 
日本語 

www.dusane
nc.com 

V05 Yamaguchi Tools Viet 
Nam Production & 
Trading JSC 

製造業 精密機械工および切削工
具の製造 

2019 10 切削工具を日本から購入したい。また製造委託契約を締結
してくれる企業がいないかにも関心あり。 
 

- 
 

www.Yamag
uchi.vn 

V06 Quang Huy trading 
manufacturing 
mechanical Co., Ltd. 

製造業 精密機器および機械の製
造 

2010 60 機械製品の日本への輸出実績あり。Bulong タイプ、
Carbide タイプの鋳型の販売代理店契約を締結してくれる
企業を模索している。また、日本でカーバイド素材をみつけ購
入したい。 

- 
 

 

V07 Duc Toan Dental 
Company Limited 

歯科業 歯科分野の治療、検査、義
歯作成、コンサルタント業 

2001 20 口コミで年 1 千万人の患者様と向き合い、高いブランド力を
持っている。質の高い正しい歯科サービスと口腔ケア製品をベ
トナムに広めたい。日本では旅行用口内ケアの商品をみたい
と考えてる。 

英語 http://nhakh

oaductoan.v

n 

V08 Minh Thu 
manufacture, service, 
trading Co., Ltd. 

卸売業 水処理装置、浄水器の卸
売組立 

2010 27 浄水装置をベトナム市場で販売希望している日本企業を探
している。自社としては、環境にやさしいフィルターに関心あり。 

- www.kosovo

ta.com.vn 

V09 A Plus Architecture 
JSC 

建設業 家具製造、修理、その他備
品の製造 

2006 50 建設資材・内装設備・家具を日本から購入希望。小型で多
機能なオフィス用・家庭用スマート家具にも関心あり。日本企
業との共同研究にも関心がある。 

英語 http://acong
.vn/ 
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員数 
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V10 Thai Binh Seed group 種苗 
企業 

植物品種および食料品の
研究、選択、作成、テスト、
製造、商取引 

1972 307 ベトナム国内屈指の種苗企業で、ベトナム国内シェア第２
位、マーケットシェアの 40%を占める。米関連の商品加工技
術を日本企業から学びたい。 

英語 http://thaibi

nhseed.com.

vn/ 

V10 Thai Binh Seed group 種苗 
企業 

植物品種、食料品の研究、
作成、テスト 
製造、など 

1972 307 ベトナム屈指の種苗企業。企業としてより成長するために、成
長のスピードに見合った経営管理ができるようになりたい。 

英語 
 

同上 

V11 Hoang Vu company 
limited 

製造業 ステンレス鋼製造 1993 261 製造と販売に力を入れていき、他社との差別化を図っていき
たい。国内市場に販売網を広げ、海外市場への進出につな
げたい。 

- http://inoxh
oangvu.com
/ 

V12 Phuc An Khang 
Investment and 
Export Co., Ltd. 

建設業 内装と外装の提供、照明機
器の製造 

2019 20 照明機器について、ベトナム国内外で多くの企業と合弁事業
を行っている。日本マーケットでは、スマート照明や電子ロック
等のスマートホーム機器の販売の可能性に期待。あらゆるタイ
プの照明機器製造に向けて、工場開設も目指している。 

 http://denph
uloc.com/ 

V13 Seikico Precision 
Mechanical Co., Ltd. 

製造業 精密加工や精密部品の製
造 

2010 70 精密加工において、ベトナム国内外の企業から高く評価さ
れ、日系企業との取引があり、CNC 加工機、CNC 旋盤など
を日本に販売したい。 

英語 www.seikico.

net 

V14 VPTECH Industrial JSC 製造業 エレベーターと関連品の製造 2016 50 韓国と中国からエレベーター機器を輸入しており、エレベーター
分野における技術協力に関心あり。シートメタルの加工、供
給、エレベーター関連機器の取引に関心あり。 

英語  

V15 Meeco Vietnam JSC 製造業 電気機械、機器の製造 2016 50 CNC 機械の OEM 供給や技術協力に期待が高く、日本企
業の品質管理に関心がある。 
 

英語 www.meeco
power.com 

V16 JAPAN HOSPITALITY 
MANAGEMENT 
JHM CO., LTD. 

サービ
ス業 

ホテル、レストラン、スパ 2014 120 ビジネス向けホテルと４つ星ホテルを運営しており、ベトナム有
数のホテルグループになることを目指している。日本のサービス
会社との協業に関心あり。 

日本語 www.sunline

hotel.vn 

V17 Ever Bridge Viet Nam 
Co., Ltd. 

卸売業 工業用プロトタイプ製品の設
計、製造に関する技術コン
サルティングサービス 

2010 40 射出成形金型と治具を長年にわたり中国・日本市場に輸出
している。日本、中国への輸出をめざし家畜（livestock）
の育成資材や補助剤の共同研修をする企業を探している。 

- - 

V17 Ever Bridge Viet Nam 
Co., Ltd. 

卸売業 工業用プロトタイプ製品の設
計、製造に関する技術コン
サルティングサービス 

2010 40 同上 英語 
中国語 

- 
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V18 BMC Vinh Phuc JSC 製造業 農業機械の製造; 農薬と
肥料 

2002 80 製品やサービス品質に定評があり、強いブランド力を持つ。将
来的には合弁会社設立や販売代理店に関心あり。 
 

- www.bmcgr
oup.com.vn 

V19 Excellence Spa Co., 
Ltd., 

サービ
ス業 

女性ヘルスヘア 2001 70 2018 年度「公衆衛生商品賞」受賞、ヘルスケア・スパのトッ
プブランドを目指すべく、日本企業からの技術指導、協業の
機会を探りたい。 

英語 http://spa26
8.com/ 

V20 TOMECO AN KHANG., 
JSC 

製造業 精密機械の製造（工業用
フ ァ ン お よび 補助工業 製
品） 

2003 105 TOMECO 製品はベトナム国内のほぼ全省で使用されてお
り、工業用ファン設計製造で、ASEAN トップ 5 入りを目指し
ている。精密工学や工業ファン及び周辺機器に関連した技術
協力、日本からの関連商品購入に関心あり 

- https://tome
co.vn/ 

V21 Kim Nguu Chemical 
and Equipment 
Import-Export JSC 

製造業 化学関連製品、およびアプ
リ、ソフトウェアの販売 

2001 300 日本、韓国へ完成製品の輸出経験あり。環境・科学技術分
野の化学製品や関連機械を日本から購入希望。今後は新
製品開発に力を入れ、裾野産業や廃棄物処理のサプライチ
ェーンへの参入に関心を持っている。 

英語 www.vietche
m.com 

V22 Bao Lam Watch Trade 
and Service Co., Ltd. 

流通業 時計の設計、輸入、流通 2013 12 全国各地 300 以上の小売店に製品販売しており日本から
関連部品を購入する可能性を探している。 
 

－ www.baolam
watch.vn 

V23 New Diamond 
Packaging Co., Ltd. 

製造業 クラフトライン製紙 2004 100 ダンボール古紙を日本から購入希望。リサイクルペーパーにも
関心あり。 
 

英語  

V24 Mekamic Construction 
and Industrial 
Equipment Co., JSC 

製造業 精密機器および機械の製
造 

2012 120 主な取引先の在ベトナム日系企業からは品質を信頼されて
おり、順調に成長。自動化・機械工学におけるベトナム屈指
の企業への発展を目指し、日本企業との合弁会社設立や、
弊社が販売代理店となれないか期待している。 

- http://www.
mekamic.co
m 
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