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来日ベトナム企業 25 社概要：製造業（機械部品、鉄骨、塗料、磁器、印刷、革製品、食品加工等）、建設業、流通業（医療用品、化学製品）、情報通信、サービス業

（コンサルティング、駐車場、ホテル等）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 レ・クアン・ロック 製造業 デザイン、印刷、プレス、プ
リプレス、ポストプレス 

1985 130 ホーチミン市における文化・商業印刷業界でトップ 10 に入る。雑
誌や広告などの印刷機会の減少が課題、デジタル印刷や包装・
梱包業界への展開を模索。製造委託を受ける準備あり。日本製
の印刷機器の購入にも関心。 

〇 www.lequangloc.v
n 

V02 DTP コーポレーション 製造業 インクカートリッジ製造、事
務機器の販売 

2009 60  INKMAX ブランドで業界トップ 3。プリンター部品の売買に期待。技
術提携にも関心がある。製品はもちろんサービス提供会社としても
意識が高い。 

〇 www.dtp.vn 

V03 ダン・クォア・コメク 製造業 ファスナー（ステンレス、炭
素鋼、真鍮）の輸入、製
造、販売 

2012 10  品質の高さに定評あり、日本メーカーの要件を満たす品質を提供
できる。日本での販売先を探している。 

〇 https://eng.dkco
mec.com/ 

V04 ギエ・ファット・スチール 製造業 工場建設用資材の機械製
造 

2017 100  熟練工や新設備を有し、ベトナム進出の日系企業の工事建設に
携わった実績あり。OEM製造を希望。合弁や技術連携にも関心。 

 www.nghiaphatste
el.com 

V05 セントラル・テック・インコーポ
レーション・ベトナム 

製造業 機械部品の加工、自動シ
ステムや生産ラインの設計
と製造 

2015 150 日本および米国企業との取引実績あり。機械加工部品・自動化
設備の設計と製造や組立てが得意なため、OEM製造を希望。 

 http://centraltec
hinc.com/vi/ 

V06 ギエ・ファット・コンストラクショ
ン・メカニカル・トレーディング 

建設業 鉄骨構造の製造 2002 150 生産は毎年 5%増の成長企業。OEM 製造、合弁、技術連携に関
心あり。 

 http://www.cokhi
nghiaphat.com/ 

V07 IVS 情報通
信 

オフショア開発・保守事業、
システムインテグレーション
事業 

2004 350 日本企業からのオフショア開発と、ベトナムにあるに日系企業へシ
ステムを提供。最近は東南アジアへも展開している。日本から案
件を受注したい。 

日
本
語 

https://indivisys.j
p 

V08 ナム・ミン・メディカル・ソリュ
ーション 

サービ
ス業 

医療機器・医療用消耗品
の配送、モバイルクリニック 

2001 30 日本と米国から医療機器を輸入している。日本から良い製品を輸
入し、ベトナムで販売したい。ベトナムで医療サービス事業に合弁
で投資することに関心がある日本企業と協議したい。 

〇 https://namminh
med.vn/ 

V09 H&Tケミカルズ 製造業 塗料・コーティングの原料
の製造販売 

2012 16 塗料、コーティング剤、樹脂、インク等の原材料を取り扱う日本企
業お探している。農業分野での共同研究の機会も探している。 

〇 https://hdchemic
als.com/ 

V10 ヴァン・ティア・サン 製造業 ワイヤーハーネス製造 2017 150 ワイヤーハーネス製造に必要な材料を日本企業から購入したい。
製造規模を拡大したいため、組立て分野での新技術も学びたい。 

〇  

V11 20+・トレーディング＆サービ
ス 

観光業 ホテル、ホステル、レストラ
ン、バー、クラブ、ツアー 

2016 40  地元の旅行業者や家族経営の店と提携することで、地域経済に
貢献。日本のおもてなし文化に関心が高く、自社に導入したい。 

〇 https://www.dao
tienhotel.com/ 

V12 ロイヤル・マニュファクチャー
＆インベストメント 

製造業 セラミック、磁器、花崗岩タ
イルの製造販売 

2010 700     アジア諸国にセラミックタイルを、米国に石英を輸出している。日
本の市場へも販売を拡大したい。 

〇 https://royalcera
mic.vn/ 

V13 ハソン・テクノロジー・トレーデ
ィング 

卸売業 機械・機器の販売、さまざ
まなサポートのための技術
サポート 

2004 70以
上 

日本メーカーの世紀代理店として在ベトナム日系企業を中心に販
売。より良いサービスを提供するため、新たなソリューションを日本
で探したい。OEM製造にも関心あり。 

〇 www.hason.vn 

V14 インフィニティレザー 製造業 高級革製品、手芸、素材、
道具の生産と供給 

2016 10 品質、オリジナリティ、完璧性への要件が高い日本市場へ販売し
たい。レザークラフト用の金属部品も探している。 

〇 www.infinityspirit.
vn 

V15 ミン・マン・プリンティング・カン
パニー 

製造業 産業ラベルの印刷、ホーチ
ミン産業のサポート 

1960 21 日本のメーカーから印刷機の購入を検討している。ラベル印刷の
ＯＥＭ供給先を探している。 

 www.mmlable.com
.vn 
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V16 ソン・アン・アーバン・デベロッ
プメント・インベストメント 

建設業 不動産の建設と売買 2008 30     

V17 ブルーオーシャン・コンサル
ティング＆ベンチャー 

コンサ
ルティ
ング 

最新の貿易チャネル、電子
商取引のコンサルティング
サービスの提供 

2008 15 まだ新しい会社だが、業界での評判は高く、世界各地のパートナー
のプロジェクトに携わった経験多数。ベンチャー分野でのコンサル
ティングにも進出したいと考えている。 

〇 www.theblueocea
nvn.com 

V18 ソン・アン・ファット・コンストラ
クション 

建設業 建設、不動産事業、土木、
交通工事の建設 

2010 70  日本メーカーから建築機材を購入したい。建設関連の先進技術に
も高い関心あり。ベトナムの建設業界参入を検討している日本企
業との合弁会社設立にも期待。 

〇 www.xaydungson
anphat.com 

V19 キエン・ナム・パーキング・サ
ービス 

サービ
ス業 

駐車場の管理と運営 2011 500  ベトナムの新たな産業としてパーキング産業を創出。日本企業と
の協業で業界 No.1を目指し、ベトナム社会にパーキング産業を確
立したい。 

〇 https://miennamc
orp.vn 

V20 コック・ソン・ヴァン・ミン 観光業 ホテル 2015 4  Hostelworld.com でホイアン市ベストホステル賞を 2 年連続受賞
実績あり。他の地域にも進出したいと考えており、日本企業との連
携に関心あり。 

〇 https://nhatrovan
minh.com/ 

V21 ヅウィ・カイン・エンジニアリン
グ 

製造業 高精度機械製造 1989 120  裾野産業で強力なネットワークを構築し、日本・米国・欧州等に輸
出している。金型（樹脂・スタンピング・鋳造）、機械加工部品の
OEM製造を希望。 

〇 duykhanh.com 

V22 3F ヴィエット・フード 製造業 食品包装および加工 2016 450  天然素材 100%使用、成長ホルモン・保存料無添加の高級鶏肉
製品を提供している。鶏肉と豚肉を日本へ販売もしくは OEM 供給
を希望。鶏肉加工の合弁事業でパートナーも探したい。 

〇 https://www.3fvi
etfood.com/ 

V23 ヴィエット・ニャット・ケミカル・
エクイプメント・トレーディング 

流通業 クリーニング、食品、魚介
類、染織、メッキ等の業界
に化学製品・添加剤を供給 

2010 25  日本、韓国、中国、インドネシア等のアジア諸国向けにも品質およ
び価格競争力の高い化学製品を供給している。製造・加工・販売
等の他分野での新規顧客を開拓したい。日本企業との合弁事業
にも関心あり。 

〇 www.hoachatvietn
hat.com 

         
V24 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 800 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.vn/ 

V25 ベトナム日本人材開発インス
ティチュート（VJCC） 

教育 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
行っている。 

○ https://www.jica.
go.jp/japancenter
/vietnam/index.ht
ml 
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