
ベトナム企業経営者とのビジネス交流会in長岡

次第案
第一部（14:00～15:45）

「海外展開セミナー」
・「海外展開基礎知識・海外情勢・支援策について」中小機構関東本部
・「ベトナム進出企業による事例紹介」㈱阿部製作所

第二部（15:45～17:00）

「ベトナム企業による展示交流会」
（自由交流、ベトナム語逐次通訳複数配置）

※ベトナム企業経営者約25社25名がポスターや自社製品をもとに企業紹介を行います。
是非ご関心のある企業のパネルブースにご訪問頂き、ビジネス関係を構築する機会
にしていただけますと幸いです。
詳細は別紙（来日企業情報）をご確認ください。

第三部（17:00～18:30）

「ベトナム企業経営者・東洋大学留学生との懇親会」【会費：5,000円/人】
※当日、隣会場でインターンシップ報告会を実施する、東洋大学の留学生も交流会に
参加いたします。

【主催】独立行政法人国際協力機構（JICA）
【共催（予定）】長岡市、長岡グローバル人材活躍推進協議会、NPO法人長岡産業活性化協会NAZE、

ベトナム日本人材開発インスティチュート（VJCC）
【後援（予定）】新潟県、公益財団法人にいがた産業創造機構（NICO）【協力】関東経済産業局

2020年2月17日（月）までに参加申込書に必要事項を記入の上、
下記までE-mailまたはFAXにてお申し込みください。

日時 2020年2月28日(金)
14:00～18:30（受付開始 13:30～）

会場 長岡グランドホテル 2階 「悠久の間」
（長岡市東坂之上町１丁目２番地１）

対象 ・海外展開を検討している企業
・ベトナム企業経営者とのビジネスネットワークの構築を考えている企業

定員：50名程度（1社につき2名まで、定員になり次第締切）

申込・
問合先

リロ・パナソニック エクセルインターナショナル㈱（JICA研修事業受託機関）
国際協力事業ユニット内事務局（担当：柳内・森）
Tel: 06-6206-1014 / FAX: 06-6206-1021 / E-mail: eico-jtr@relo.jp

ベトナム企業とのビジネスネットワーク構築や海外進出について考える

「経営塾」受講者である優良ベトナム企業の経営者 約２５社２５名が参加
※「経営塾」とは
独立行政法人国際協力機構（JICA）が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）（在ベトナム）が経営者向けに提供するビジネス研修であり、「日本式経営を学びたい、
日本企業との取引を始めたい」と考えている企業の方々が多数参加しています。

mailto:eico-jtr@relo.jp
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登壇者プロフィール：株式会社阿部製作所 取締役社長 阿部 修靖 （http://www.abess.co.jp/） 

街で見かける商業ビルやマンション。その建物内部には配管を支える「支持金具」が多数使用されております。また万が一の火災に備えての「消火配管」設備。普段、目

にする事は少ない。でも、日々の暮らしをさり気なく支えている製品を製造している。それが阿部製作所です。表舞台で輝く製品群ではありませんが縁の下の力持ち、黒

子のような役割として社会に貢献し続けたいと考えております。弊社の社訓は「丁寧」「しなやか」。今まで一つひとつ丁寧に事業展開して参りました。 

1979年 03月 支持金具事業開始              2002年 04月 樹脂成形加工事業開始 

1989年 02月 鋼管加工事業開始              2004年 11月 転造加工事業開始 

1991年 08月 鋼材加工事業開始              2007年 06月 Abe industrial Vietnam Co.,Ltd 創業開始（建設用コンポーネントの加工） 

2000年 12月 ウレタン加工事業開始              2018年 08月 ＳＵ管加工事業開始 
1967年に創業し現在 52年が過ぎました。次の半世紀後の創業 100年に向け、新たな一歩を踏み出すところです。 
 
来日ベトナム企業 25 社概要：製造業（精密機械、照明機器、鉄骨、食品加工、ペットボトル、家具等）、販売業（機械部品、IT機器、家庭用品、工業薬

品等）、印刷業、サービス業（レストラン、研究等）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 英
語 

URL 

V01 トクシン・ベトナム 建設業 鉄骨構造の設計と解体 2017 15 図面の設計および分析を求めている企業との協議を期待している。 ○ https://tokusin.jp/grou

p/#tokushin_vn 

V02 ミン・クオン・メカニクス 建設業 鉄骨構造部品製造 1997 650 日本・タイ・ラオス等向けに鉄骨製品や機械装置の取引実績あり。
様々な種類の鉄骨製品を購入してくれる日本企業との協議を期待し
ている。合弁会社や OEM製造契約にも関心が高い。 

○ http://minhcuongsteel.c

om/ 

V03 タンロン・テック 製造業 油圧、空気圧、真空機器、
直交座標ロボットの製造 

1995 30 日本企業から油圧・空圧・真空機器、自動化機器、部品を輸入して
おり、事業ライン拡大に向けて、日本企業からの購入や販売代理店
契約に関心が高い。ゴム部品製造に関する協議にも期待している。 

○ www.thanglongtech.co

m.vn 

V04 ハネル・インベストメント
＆トレーディング 

卸売業 IT 製品（コンピューター、モニ
ター）、家庭用品（空気冷却
器、電子レンジ等）の販売 

2006 45 ホテル等の施設向けにタオル・シーツ・枕・布団カバーや皿・スプーン
等のプラスチック食器に関心がある日本企業を探している。 

○ www.hanel 

trading.com.vn 

V05 ベン・メディア サービ
ス業 

ブランドコミュニケーション 2015 7 ブランド戦略において写真を提案・撮影・作成することができる。日本
企業との合弁会社や OEM製造契約に関心がある。 

○ http://benmedia.com.vn

/ 

V06 パヴィコ・パッケージン
グ 

製造業 ペットボトルの製造 2016 80 プラスチック包装の輸出実績あり。日本企業との技術協力について協
議したい。 

○ https://chailo.vn/ 

V07 ミリタリー・コマーシャ
ル・バンク 

金融業 銀行、金融 1994 10,000 （オペレーション・クレジット・センター）人材管理や労働生産性につい
て、戦略的に検討していきたい。 

○ https://mbbank.com.vn

/?lang=EN 

V08 センドンガ サービ
ス業 

トリートメントサービス、レストラ
ン、ハーブ 

2015 200 マッサージクリームの輸出実績あり、販路拡大を目指している。治療
技術や関節・骨に関する技術も高めたい。 

○ http://sengroupwellnes

s.vn/ 

V09 ラックスファニ 建設業 土木家具、内装工事 2008 18 マーケティングや商品開発について、戦略的に検討していきたい。 ○ https://luxfuni.com/ 

V10 ダイ・ア・インダストリー 製造業 プラスチック業界向けのフィ
ラーマスターバッチ、カラーマ
スターバッチ、添加剤マスタ
ーバッチ、コンパウンドの製造 

2012 100 プラスチック業界向けに樹脂および添加剤の輸出実績あり。販路拡
大のため、OEMや合弁会社設立にも関心がある。 

○ http://daiaplastic.com/ 

V11 フー・ロック・コンストラ
クション・インベストメン
ト＆デベロップメント 

建設業 インテリア＆エクステリアラン
プ 

2010 8 インテリア素材（ランプや家具）を日本企業から購入したい。販売代理
店契約にも関心がある。 

○ https://denphuloc.com/ 
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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 
英
語 

URL 

V12 HD トレーディング＆ケ
ミカルズ 

卸売業 工業薬品の卸売 2012 15 化学物質の輸入実績あり。工業薬品（塗料等）を日本企業から購入
したい。日本企業に販売することも可能。 

○ https://hdchemicals.co

m/ 

V13 タム・ダオ・ビー 食品加
工 

はちみつとはちみつ製品（ロ
ーヤルゼリー、クルクミン等） 

2002 40 蜂蜜製品の輸出実績あり。販路拡大を希望しているが、日本企業と
の共同研究や OEM製造契約にも関心あり。 

○ http://honeco.com/gioi

-thieu/gioi-thieu-

honeco 

V14 ホアン・ヴ― 製造業 ステンレス鋼の生産と商取引 1993 261 材料を輸入し、ステンレス鋼管を輸出しており、販路を探している。日
本企業との技術協力に関する協議も期待している。 

○ www.inoxhoangvu.com 

V15 ミーコ 製造業 機械式、アセンブリ発電の製
造 

2016 50 発電機の輸出入実績あり。発電機システム、ケーブルトレイ、ラダー、
エアダクト、エンジンカバー、冶具、エンジン、電気部品、工場用機械
等、新製品と技術を探している。 

○ http://meecopower.co

m/ 

V16 ハノイ・トランスフォーマ
ー・マニュファクチャー 

製造業 電気変圧器の製造 2008 95 変圧器の輸出実績あり。OEM 製造契約に関する協議を期待してい
る。日本企業との売買についても関心あり。 

○ http://maybienthehbt.c

om.vn/ 

V17 ハー・ソン 卸売業 製造業向け機械、機器、ス
ペアパーツ、ハンドツール、消
耗品などの卸売・小売 

2004 80 15年程の輸入実績あり。自動車やバイク向けの機器や部品、半導体
エレクトロニクス産業向けの製品の売買について日本企業との協議を
期待している。 

○ http://hason.vn/ 

V18 アグリカルチャー・プリ
ンティング＆パッケー
ジング 

製造業 印刷と包装 1970 500 包装製品の購入に関心がある日本企業との協議に期待している。材
料の輸入や技術協力にも関心が高い。 

○ https://appprintco.com

/ 

V19 ゴック・リン 食品加
工 

薬草の栽培と生産 2015 45 ベトナムニンジン茶の購入に関心がある日本企業を探している。薬草
研究や油抽出技術で日本企業との共同研究・技術協力にも関心が
高い。 

○ https://samngoclinhkon

tum.com/en/ 

V20 TK ライティング・エクイ
プメント・マニュファクチ
ャリング 

製造業 屋外照明、電柱、庭の照
明、街灯の製造 

2010 22 照明機器の輸入実績あり。LED 街路灯の製品や材料の購入を検討
したい。LED 製造技術やアルミニウム鍛造技術に関する技術協力に
関する協議も期待している。 

○ https://chieusangxanh.

com.vn/ 

V21 タイ・ビン・シード 食品加
工 

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 農業に関する技術と機械を探している。 ○ https://thaibinhseed.co

m.vn/default.aspx 

V22 トリ・クオン・インダストリ
アル 

製造業 加工、自動化システム 2006 200 輸出入実績あり。加工部品と冶具の購入に関心がある日本企業との
協議を期待している。自動化システムにも関心が高い。 

○ https://tci.vn/profile/i

ndex.html 

V23 ヴィン・フン 製造業 商取引、製造、建設 2006 250 輸出実績あり。建設業界向け製品の購入に関心がある企業との協議
を期待している。 

 http://vinhhungjsc.com

/gioi-thieu.html 

V24 タン・フン・メカニカル
＆トレーディング 

製造業 精密機械、レーザー切断、パ
ターン作成 

2015 40 工場や倉庫向けのラックの購入に関心がある日本企業との協議を期
待している。計測器の購入や熱処理サービスを利用することがある。 

○ http://tanhungcnc.com

/trang-chu 

V25 ホーホアンカウ 製造業 ブリックブロックマシン、コンク
リートミキサー、テラゾマシン 

2006 50 建設機械や食品機械の購入に関心がある日本企業との協議を期待
している。水力機器や鉄鋼の購入にも関心が高い。 

○ http://en.hohoancau.co

m/ 

V26 外 国 貿 易 大 学
（ Foreign Trade 
University） 

教育 外交官や政治家，その他各界のリ
ーダーを輩出。日本語教育も充
実、日越間での経済人材交流の
拠点校。 

1960  ベトナムでは最難関とされる大学の一つ。ハノイ市並びにホーチミン市
の二大経済発展地域にキャンパスを持つ数少ない大学。VJCC は
FTU構内に併設されている。 

○ http://english.ftu.edu.v

n/ 

ベトナム日本人材開
発インスティチュート
（VJCC） 

ビジネスコース、日本語コー
ス、相互理解促進事業 

2002  管理職、実務担当者を対象にした短期間の実践的なビジネスコースや、
今後のベトナムの産業界を牽引していく人材を育成するための経営塾を
行っているほか、活発な日本企業の進出を背景に、日本語教育、両国
の社会や文化についての相互理解の向上、日本の経済団体、教育機
関、地方自治体等とのネットワークの拡大に資する事業を行っています。 

○ https://www.jica.go.jp

/japancenter/vietnam/i

ndex.html 
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