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JSC 主要日系入居企業・配置図

▶ JSC 主要日系入居企業
1 福田グローブベトナム
2 山下プラスチックベトナム
3 井上ベトナム
4 ソーウェルベトナム
5 ベトナム金子
6 東邦工機ベトナム
7 大辰グローバルアジア
8 マルサン木型製作所ベトナム
9	 アジアインダストリーベトナム
10 中部エンジニアリングベトナム
11 三晃メタルベトナム
12 ビナ実松
13 産機ベトナム
14 日本ノートブックベトナム
15 オーティーエスベトナム
16 鈴正ベトナム
17 MES ジャパンサイゴン
（2022年 1月現在）

◆会社概要・事業内容

当社は、縫製技術を活かし、レディスファッションを中心とした
服飾雑貨の生産・輸出に従事しています。主な取扱い品目は、女
性向けファッション手袋です。ベトナム工場を設立して 2021 年
で 5 年目になります。このベトナム工場を生産拠点として日本、
欧米、全世界へ FUKUDA の商品をご提供致します。

福田グローブベトナム
JSC 入居企業 - 1　Fukuda Glove Viet Nam

100年の歴史をひとつひとつに（100 years of history in each  and every product）。
日系企業ならではのこだわりと「自分たちが欲しいものを形にする」をコンセプトに、
100年間で培われた信頼と技術に、新しい感性を融合させた製品を提供し続けます。

◆独自の技術
素材の使い分けで機能美を

手袋は肌に直接触れるものであり、たくさ
んの人の目に触れるもの。だから、触り心
地や着け心地だけでなく、見た目の美しさ
も大切です。そして、手袋に求める機能や
ファッション性によっては素材の選び方
も変わります。
様々なシーンを想定し、あらゆる素材の中
から本当に良いものを厳選しています。
素材を使い分けることで、機能的で美しい
コーディネートを演出できます。

◆自社の強み
手作業による繊細な使い心地

すべてが手作業！
日本の技術をベトナムで活かし、50名の
ベトナム人スタッフが手作りの手袋を仕
上げています。
私たちが手作業にこだわるのは、手袋が

「手」という最も敏感で繊細な動きを必要
とする場所で使うものだからです。
機械では再現できない細やかな使い心地
をカタチにします。

◆今後の展開
社員の縫製力を一層向上

ベトナム工場を生産拠点とすること。その
為に、社員に縫製力をつけてもらい、やり
がいのあるこの仕事を続けてもらいたい。

●主な設備
・二重環ミシン　・裁断ポンス機　・検針器、仕上げ機

●主な販売先
・百貨店　・卸問屋　・アパレル

社　名	：	 FUKUDA	GLOVE	VIETNAM
代　表	：	 友國	武司	(Tomokuni	Takeshi)
住　所	：	 Road	No.6,	Nhon	Trach	Ⅲ	IP-Phase	2,		
	 	 Hiep	Phuoc	Commune,	Nhon	Trach	District,	
	 	 Dong	Nai	Province
資本金	：	 USD	350,000
Email	 ：	 tomokuni@fukuda-glove.com
URL	 ：	 http://www.fukudaglove.com/	（日本法人）
設　立	：	 2016年10月
従業員	：	 50 名

●経営者からひとこと

友國 武司さん
代表取締役

人材を大切にしながら、
技術者の技能承継に取
り組んでいます。
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◆会社概要・事業内容

山下プラスチックベトナム
JSC 入居企業 - 2　YAMASHITA PLASTIC VIETNAM

●主な設備
・射出成形機　・塗装ロボット　・印刷機　・レーザー機

●主な販売先
・日本、本社。すべて日本向けに販売しています。

社　名	：	 YAMASHITA	PLASTIC	VIETNAM
代　表	：	 山下	博	(Yamashita	Hiroshi)
住　所	：	 Road	No.6,	Nhon	Trach	Ⅲ	IP-Phase	2,	
	 	 Hiep	Phuoc	Commune,	Nhon	Trach	District,	
	 	 Dong	Nai	Province
資本金	：	 USD	280,000
TEL	 ：	 (+84)251-3566-799
URL	 :	 http://www.yamashita-p-k.com
設　立	 :	 2014年 6月
従業員	 :	 45 名

●経営者からひとこと

山下 博さん
代表取締役

ベトナム人スタッフに日本
本社への研修など、人材育
成に注力しています。

ハイレベルな製品作りに邁進します。

◆独自の技術
小型成形から 450 トンまで

金型製作～射出成型
小型成形から450トンまで対応します。

◆自社の強み
さまざま塗装に幅広く対応

ロボット塗装～マスキング塗装
ロボット自動塗装からマスキング塗装ま
で幅広く対応します。

◆今後の展開
機械式から手作業まで

ASSY
特製の機械や治具を使った組立から手作
業の組立まで幅広く対応します。

当社は、プラスチック金型製作、
プラスチック射出成型、プラス
チック塗装、シルクスクリーン印
刷、ホットスタンプ、パッド印刷、
組立て加工に注力しています。主
な取扱い品目は自動車部品、パソ
コン、タブレット、OA 器具です。

射
出
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形
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JSC 入居企業 - 3　INOUE VIETNAM

鍛冶道　ステンレス加工に自信有り

●主な設備
・TIG溶接機30台　　・半自動溶接機12台
・作業定盤8式　　・5トンクレーン2台　

●主な販売先
・食品　・化学品　・製薬業界

◆独自の技術
日本と同等の品質を実現

ステンレスの製缶、溶接、日本と同等のク
オリティで、アメリカ規格の圧力容器の製
作ができる認定工場です。

◆自社の強み
日本の熟練職人の技術を伝承

日本人の熟練職人が教え込み、日本の高い
技術を伝承しております。

◆今後の展開
ベトナム国内でも事業展開

日本向けの製薬等の設備の製作・輸出で地
歩を固めながら、ベトナム向けさらには東
南アジア向けの機器を手掛けていきたい
と考えております。

社　名	 :	 INOUE	VIETNAM	CO.,	LTD.
代　表	 :	 増田	幸一 (Masuda	Koichi)
住　所	 :	 Road	No.6,	Nhon	Trach	Ⅲ	IP-Phase	2,	
	 	 Hiep	Phuoc	Commune,	Nhon	Trach	District,	
	 	 Dong	Nai	Province
資本金	 :	 USD	300,000
TEL	 :	 (+84)251-3686-989
Email	 :	 masuda@inoue-ironworks.co.jp
URL	 :	 http://inoue-ironworks.co.jp/
設　立	 :	 2014 年 1月 29日
従業員	 :	 60 名

●経営者からひとこと

増田 幸一さん
代表取締役

おかげさまで８年目となり、
一品一様で多くの機器を製作
してきました。これからもお
客さまのニーズに応えていき
ますのでよろしくお願いしま
す。
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◆会社概要・事業内容

食品会社、製薬会社、化学品
会社の生産設備を製作する会
社です。
ステンレスの製缶、溶接、研
磨といった職人技術を大切に
守り、進化させてきた会社で
す。また、従来の容器、機器
の製作に加え、各種真空乾燥
機、遠心分離機、真空冷却機
の製造・販売も手掛けており
ます。 ステンレスのことなら、
なんでもご相談ください。
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ソーウェルベトナム
JSC 入居企業 - 4　SOWELL VIETNAM

最高の「もの作り」
Best Creating and Manufacturing

●主な設備
・オートマウンター　・リフロー炉　・光学積分球　
・各種環境試験装置

●主な販売先
・オーウエル株式会社　・ベトナム日系企業 / 工場

◆独自の技術
光学積分球を活用

LED 照明製品の光学特性を評価できる光
学積分球を保有し、その結果から得られる
情報を分析/ 解析を行い、お客様のご要望
を満足するLED 照明の製品開発を行いま
す。
また光学積分球をはじめ各種環境試験装
置を使用して、部材入荷時、製造仕掛状態
並びに出荷製品の検査も併せて行い、製品
品質の安定的な確保を行います。

◆自社の強み
社内に開発・技術部門あり

弊社内で技術部門を保有し、個別仕様の具
現化、照度分布図の提示や経済分析を行
い、お客様ご要望の機能/ 構造を提案して
開発を進めます。
また、各製造機種別毎に製品品質確保のた
めの製造技術の確立、製造工程改善、最適
化を推進しています。

◆今後の展開
既存製品の品質を引き上げ

既存製品に対しての機能的/ 構造的な差別
化を行い、耐震性の向上、耐塩害性能の追
加、長寿命化設計等を施し、幅広い用途で
安心して使用できる製品をお客様にご提
案並びにご提供いたします。

社　名	 :	 SOWELL	VIETNAM
代　表	 :	 綱川	登志雄	(Tsunakawa	Toshio)
住　所	 :	 Road	No.6,	Nhon	Trach	Ⅲ	IP-Phase	2,		
	 	 Hiep	Phuoc	Commune,	Nhon	Trach	District,	
	 	 Dong	Nai	Province
資本金	 :	 USD	630,000
TEL	 :	 (+84)251-3566-668
Email	 :	 tsunakawa@sowell.com.vn
URL	 :	 http://www.sowell.com.vn/JP/index.html
設　立	 :	 2016 年 10月
従業員	 :	 60 名

●経営者からひとこと

綱川 登志雄さん
代表取締役

当社は照度シュミレーショ
ン に よ る 最 適 な ご 提 案 や
LED 化に伴う経済分析など
も行っておりますのでお気
軽にご相談下さい。

弊社は、日本国内向けの特殊用途 LED 照明機器をはじめと
して、ベトナム国内並びに ASEAN 諸国に産業用 / 民生用の
LED 照明並びに電子機器の製造・販売を行っております。ま
た弊社内には、技術専門部隊を配し、客先要望に応じた電子回
路開発 / 構造開発を行うとともに、製品製造並び品質管理のエ
キスパートを配し、お客様に対し安心且つ高品質な製品をお届
け致します。
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◆会社概要・事業内容 ◆会社概要・事業内容

◆独自の技術
日本基準の高品質な製品

顧客ニーズに対応した幅広いラインナップ
用途も石油・化学・鉄鋼・発電・製薬・半導体
等の多業種にわたります。
特に、ベトナムではタンク周辺機器の生産
に力を入れており、主な製品としてブリ
ザ ー バ ルブ、フレームアレスター、エ マ ー
ジェンシーベント等のタンク内圧の呼吸弁
製品のコアとなる部品を当社で一貫して加
工・組立・検査を行い、日本基準での高品質
な製品を提供しております。

◆自社の強み
幅広いラインナップ

・アルミニウム～ステンレスほか、特殊金
属に対応

・ 幅広い製品ラインナップ
・ ニーズに合わせたバルブ設計，生産
・ 受注生産対応( 繰返し，個別)
・ 多品種少量
・ 日本品質の検査体制
・ トレーサビリティー管理

◆今後の展開
ベトナム市場への販売強化

• 輸出メインからベトナム・ASEAN 市場
の販売強化

• 販売を強化するにあたり、販売・エンジニ
アリング会社”STK ENG CO.,LTD”を
設立（ホーチミン、ハノイ）

• STK ENG を販売設計拠点、ベトナム
カネコを生産拠点とし、ベトナム国内・
ASEAN 周辺のインフラ設備の販売強
化をしております。

日本では1919 年創業以来、一貫してバルブの生産を行って参りました。私達は製品のひとつ
ひとつが「セーフティーデバイスとして安全で穏やかな暮らしを守る」という目的意識をもっ
て「モ ノ作り」を進めています。私たちSTK グループは，中核である金子産業株式会社の100
年の歴史を基盤とし、中国、韓国、ベトナムの各拠点において、ブリザーバルブ、フレームアレス
タ、防爆型電磁弁をはじめとしたセーフティーデバイスを生み出しています。「穏やかな毎日、こ
の幸せな暮らしのために私たちの静かな技術を活かそう」。この経営理念のもと、私たちは日々
世の中の安心・安全な生活を、縁の下から支えるよう取り組んでいます。

ベトナム金子
JSC 入居企業 - 5　VIETNAM KANEKO

Silent Technology KANEKO
「穏やかな毎日を守る」「Safety Device の供給」「持続可能な社会への貢献」

●主な設備
・マシニングセンター：3台　・CNC旋盤：3台　・複合機：1台
・正面盤：1台　・汎用旋盤：3台　・ラジアルボール盤：1台　
・ボール盤：4台　・TIG 溶接機　・画像検査機　
・蛍光X線分析装置 (PMI検査機)　・他各種測定器

●主な販売先
・関連会社（日本・中国・韓国・ベトナム）　・台湾（化学工場）
・ベトナム（石油会社，化学会社）　・EPC 企業
・STK ENG Co.,Ltd

社　名	 :	 VIETNAM	KANEKO
代　表	 :	 中村	善典	(Nakamura	Yoshinori)
住　所	 :	 Road	No.6,	Nhon	Trach	Ⅲ	IP-Phase	2,		
	 	 Hiep	Phuoc	Commune,	Nhon	Trach	District,	
	 	 Dong	Nai	Province
資本金	 :	 USD	900,000
URL	 :	 http://www.kaneko.co.jp/	
Email	 :	 vietnamkaneko@vietnamkaneko.com
TEL	 :	 (+84)251-3566-725
設　立	 :	 2016年 3月
従業員	 :	 25 名

●経営者からひとこと

中村 善典さん
代表取締役

100年の歴史で築いた技術
力を活かしASEANの国々へ
安全・安心を提供します。
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◆会社概要・事業内容

東邦工機ベトナム
JSC 入居企業 - 6　TOHOKOKI VIETNAM

金属加工は当社へおまかせ下さい！

●主な設備
・レーザー加工機（AMADA LCG3015）

社　名	 :	 TOHOKOKI	VIETNAM
代　表	 :	 粟原	裕之	(Awahara	Hiroyuki)
住　所	 :	 Road	No.6,	Nhon	Trach	Ⅲ	IP-Phase	2,		
	 	 Hiep	Phuoc	Commune,	Nhon	Trach	District,	
	 	 Dong	Nai	Province
資本金	 :	 2,000 万円
TEL	 :	 (+84)90-242-6510
Email	 :	 awa.224225.ywk@gmail.com
URL	 :	 http://tohokoki-vn.com/
設　立	 :	 2016年 8月
従業員	 :	 21 名

●経営者からひとこと

粟原 裕之さん
Director

目まぐるしく変わる世の中
の情勢に適応して、「あそこ
に頼めば解決してくれる」
と思われる存在になりたい。

金
属
加
工
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当社は、金属加工（レーザー加工、曲げ加工、溶接など）をし
ています。主な取扱い品目は販売促進什器ですが、お客様のご
要望に合わせた 1 点物の製作もしています。

◆独自の技術
「あったら良いな」を実現

小さなプレート切断から大きな棚まで
「あったら良いな」実現する事。

◆自社の強み
加工作業は社内で完結可能

社内で材料の切断から始まり、曲げ・溶接
の加工を一貫して行っており、特注品や短
納期の対応が可能です。又、既製品の組立
にも対応しております。

◆今後の展開
近隣諸国との取引を拡大

ベトナム国内のみならず、東南アジア圏向
けの仕事の依頼も多くなっている為、その
様なお客様をしっかりサポートし、お互い
の発展に尽くしたい。

◆会社概要・事業内容

大辰グローバルアジア
JSC 入居企業 - 7　DAISHIN GLOBAL ASIA

お客様のありとあらゆるご要望にお応えする努力を惜しみません。

●主な設備
・ディップスピン塗装機　・連続式焼付乾燥炉
・その他：脱脂洗浄装置、下地調整装置　

●主な販売先
・ネジメーカー　・建築資材メーカー　・自動車部品メーカー
・その他、金属製造業等　

社　名	 :	 DAISHIN	GLOBAL	ASIA
代表者	 :	 龍崎	信雄	(Ryuzaki	Nobuo)
住　所	 :	 Road	No.6,	Nhon	Trach	Ⅲ	IP-Phase	2,	
	 	 Hiep	Phuoc	Commune,	Nhon	Trach	District,	
	 	 Dong	Nai	Province
資本金	 :	 USD100,000
TEL	 :	 (+84)90-898-2717
Email	 :	 info@dga-vn.com
URL	 :	 www.dga-vn.com
設　立	 :	 2018年 1月
従業員	 :	 10 名

●経営者からひとこと

龍崎 信雄さん
代表取締役

今後成長が見込まれるベト
ナムにおいても、日本（当社）
の技術を生かして、ベトナ
ムの環境及び社会に貢献し
ていきたい。

塗
装

ベ
ト
ナ
ム

◆独自の技術
建築土木資材とネジへの塗装

日本式の塗装を提供できる企業がベトナ
ム国内において僅少のなか、当社は日本技
術を継承した塗装を提供できます。
※当社技術
建築土木資材・ネジの塗装をメインとして
おり、耐食性や美観性に強い塗装ができま
す。特に、建築土木、橋梁、エネルギー関係、
自動車などにご利用頂いています。

◆自社の強み
耐食性や美観性に強い塗装

連続塗装ライン機械を利用したデータ管
理により、常に生産性・品質の高いモノを
提供できます。従来の電気めっきより高い
耐食性能を持ち、電食防止などの特徴が発
揮できます。

◆今後の展開
ベトナム国内での販売推進

今後は、日本でご利用頂いている分野（建
築物や橋梁などの建築関連、エネルギー事
業関連）において、ベトナム国内でも販売
を推進していきたい。

当社はボルト等の塗装業に従事しています。日本では、建設事
業、土木事業、環境事業（EPC 事業、ソーラーシェアリング、省
エネ・自家消費、不動産）に従事しています。「人と人の繋がりが
より良い製品、良いサービスを生み出し、そして常にお客様に良
いものを提供し続ける」。そんな企業であり続けたい、そうでな
ければならないと考えております。
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◆会社概要・事業内容

アジアインダストリーベトナム
JSC 入居企業 - 9　ASIA INDUSTRY VIETNAM

特殊車両なら当社へお任せください！

●主な設備
・2 トン吊り天井クレーン　・ショットブラスト機　
・半自動溶接機　

社　名	 :	 ASIA	INDUSTRY	VIETNAM
代　表	 :	 グエン	タイン	フォン
住　所	 :	 Road	No.6,	Nhon	Trach	Ⅲ	IP-Phase	2,		
	 	 Hiep	Phuoc	Commune,	Nhon	Trach	District,	
	 	 Dong	Nai	Province
資本金	 :	 USD	250,000
TEL	 :	 (+84)251-3683-777
Email	 :	 phongnguyen1288@gmail.com
URL	 :	 https://www.asia-industry.jp/industry-vietnam/
設　立	 :	 2018年 3月
従業員	 :	 11 名

●経営者からひとこと

グエン タイン フォンさん
代表取締役

ワーカーの技能スキルアッ
プによる更なる品質向上の
ため、日々、人材育成に取
り組んでいます。

◆独自の技術
すべてがオーダーメイド

お客様のご要望をお伺いしてプロフェッ
ショナルな現場で使用されているトラッ
クの荷台部分の設計製造販売をしていま
す。１つとして同じものはありません。

◆自社の強み
耐久性のある強固さが自慢

錆びない・壊れない・耐久性のある強固な
作りをお客様から評価していただいてお
ります。

◆今後の展開
ベトナム国内でも販売を

日本の景気後退に備え、ベトナム国内でも
キャリアカー完成車製造・販売を目指して
います。

当社は親会社（アジア工業株式会社）の主力商品であるキャリ
アカー（車両運搬車）の車両部品の製作に従事しています。日
本では、トラック荷台の企画設計・製造・販売、特殊車両の修理・
メンテナンス、部品販売、中古車販売、レンタカー事業に従事
しています。これから技術力や技能を更に磨き、世界へ向けて
も進化していくことを目指しています。他のどこにもないもの
づくりをしているという誇りを持ち、より多くのお客様にご愛
顧頂けるようになお一層努力していく所存です。

特
殊
車
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ベ
ト
ナ
ムマルサン木型製作所ベトナム

JSC 入居企業 - 8　MARUSAN KIGATA SEISAKUJO VIETNAM

満足度の秘密は、一貫生産にあり。

●主な設備
・5トン砂再生機　・溶解炉　・ショット機　

●主な販売先
・自動車関連会社　・鉄道関連会社

社　名	 :	 MARUSAN	KIGATA	SEISAKUJO	VIETNAM
代　表	 :	 三島	亮人	(Mishima	Akihito)
住　所	 :	 Road	No.6,	Nhon	Trach	Ⅲ	IP-Phase	2,		
	 	 Hiep	Phuoc	Commune,	Nhon	Trach	District,	
	 	 Dong	Nai	Province
資本金	 :	 USD	283,800
TEL	 :	 (+84)90-181-0303
Email	 :	 tado.k@marusank.com
URL	 :	 http://www.marusank.com
設　立	 :	 2015年 12月
従業員	 :	 12 名

●経営者からひとこと

三島 亮人さん
代表取締役

創業以来培ってきた豊富な
経験と技術をもとに、精度
の高い高品質な砂型アルミ
鋳造品の製造を行っていま
す。

当社は、業界トップクラスの寸法精度を誇る砂型ア
ルミ鋳造品を製造しています。設計から製造まで一
貫生産を行い、高精度・短納期・低コスト・多品種
小ロット対応を実現。自動車・鉄道・産業機械・医
療機器関連のアルミ鋳造なら、マルサン木型製作所
ベトナムにお任せください。

砂
型
ア
ル
ミ
鋳
造
品

ベ
ト
ナ
ム

◆独自の技術
万全の品質・納期管理

5S・VM 活動による品質・納期管理体制
・不具合情報・品質の管理状況の共有 
・社内日程・進捗状況の管理 
・コスト管理

◆自社の強み
提案から製造まで社内対応

設計
・提案 : 木型製作から鋳造品生産まで、社
内で対応する弊社だからできるお手伝い
で、納期の短縮やトータルコストの削減
などお客様の製
品づくり環境の
向上に努めます。
・同席設計 : 製品
計画段階から参
画させて頂くこ
とで、圧倒的な
型設計のリード
タイム短縮に繋
がり、お客様の
理想の製品を実
現します。

◆今後の展開
技術力と生産力の強化

スタッフの技術力を更に高め、生産体制を
強化していきたい。

◆会社概要・事業内容
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◆会社概要・事業内容

中部エンジニアリングベトナム
JSC 入居企業 - 10　CHUBU ENGINEERING VIETNAM

ロールフォーミング の未来へ。

●主な設備
・アンコイラ  ・110トンプレス機  ・ロール成形機  ・切断機

●主な販売先
・アイシン精機（株）　・トヨタ車体精工（株）　・（株）ヒサダ
・日産車体マニュファクチュアリング（株）

社　名	 :	 CHUBU	ENGINEERING	VIETNAM
代　表	 :	 久保	大作	(Kubo	Daisaku)
住　所	 :	 Road	No.6,	Nhon	Trach	Ⅲ	IP-Phase	2,		
	 	 Hiep	Phuoc	Commune,	Nhon	Trach	District,	
	 	 Dong	Nai	Province
資本金	 :	 USD	650,000
TEL	 :	 (+84)251-3686-072
Email	 :	 kubo@chubueg.co.jp
URL	 :	 http://www.chubueg.co.jp/
設　立	 :	 2019年3月
従業員	 :	 5名

●経営者からひとこと

久保 大作さん
代表取締役

中国赴任７年を経てベトナ
ムにきました。「おもてなし」
の心を忘れず、スピードは

「グローバル」にて対応いた
します。
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◆独自の技術
ロールフォーミングの老舗

ロールフォーミングとは、円形状金型の間
に金属を通すことにより、曲げ加工を行う
工法のことです。多段構成を取ることによ
り、お好みの断面形状に成形することが可
能です。一般的に使われているプレス成形
に比べ以下の利点があります。
●加工速度が速い
●製品長を自在に調節できる
●同じ製品形状で連続生産ができる

◆自社の強み
日本と同じ高い品質を提供

1. ロールフォーミングの経験を積んだ日本
人がベトナムに駐在していますので、各案件
に丁寧に対応いたします。日本と同じ高品質
の製品をベトナムでも提供いたします。
2. 中部エンジニアリングの日本・中国の生
産拠点においてロールフォーミングの成形
機・金型を自社で設計・制作しておりますの
で、低コストで安定した製品を供給いたしま
す。

◆今後の展開
より幅広い要望に応えていく

ロールフォーミング成形機はロールフォー
ミングの肝となる部分です。
成形機に取り付ける金型を入れ替えること
により、多種類の断面成形を行えます。
お客様の希望する製品によって、成形段数
等を変更できます。

日本の親会社は1968年の創業以来、業界屈指の塑性加工技術を通し、約
50年間に渡ってロールフォーミングを手がけており、その製品数は5,000
を超え、今も増えつづけております。弊社は2019年3月15日に設立され、
ベトナムでの生産を開始いたしました。ロールフォーミング技術は、スト
レート形状の材料を自在の断面・製品長に加工します。材料の種類、板厚、製
品長等問いません。近年、デザインの多様化やグローバル化による生産量の
増加、環境への配慮から、加工部品に対する品質・生産性への配慮は高度化
しています。弊社は約半世紀におよぶ技術と経験を生かし、これらのニーズ
に確実にお応えする優れた製品を提供いたします。

◆会社概要・事業内容

三晃メタルベトナム
JSC 入居企業 - 11　SANKO METAL VIETNAM

●主な設備
・シャーリング　・タレパン　・ブレーキプレス　・フリークロスカットソー　・TIG 溶接機　・半自動溶接機　
・スタッド溶接機　・BUILD システム　・BANKINGCAD/CAM

社　名	 :	 SANKO	METAL	VIETNAM
代　表	 :	 織田	健一朗（Oda	Kenichiro）
住　所	 :	 Road	No.6,	Nhon	Trach	Ⅲ	IP-Phase	2,		
	 	 Hiep	Phuoc	Commune,	Nhon	Trach	District,	
	 	 Dong	Nai	Province
資本金	 :	 USD	520,000
TEL	 :	 (+84)251-3683-500
Email	 :	 vn-k.oda@sankogood.com
URL	 :	 http://www.sankogood.com
設　立	 :	 2018年 3月
従業員	 :	 13 名

●経営者からひとこと
織田 健一朗さん
取締役副社長

様々な要因により日本品質
の製品を作るのが難しい中、
いかに高品質なものを作れ
るかを考えスタッフ一同取
り組んでおります。

良い建物は良い金物から

◆独自の技術
用・強・美の三位一体

用・強・美、様々な要望に提案します。

◆自社の強み
日本での長年の実績が裏付け

設計・製作・施工と日本本社での長年の経
験に基づき様々な要望にお応えできると
思います。又、通常生産しているものが完
全なオーダーメイド製品ですので小ロッ
ト・短納期での対応が可能です。

◆今後の展開
ベトナムと近隣諸国へ展開

ベトナム法人を立ち上げて2 年たち日本
向けの仕事がある程度、形になりつつあ
るので、今後はベトナム国内での販売や
ASEAN 向けの販売を視野に入れて営業
展開を計画している。

当社は、金属建材の製造に従事しています。主な取扱い品目は、
アルミパネル、アルミルーバーになります。日本では1976 年創
業。建築用金物の設計・開発・製作の一貫生産および施工に従事
しています。周りからの変化を素直に受け入れ、常に検証改善を
怠らず、品質・安全が確立した顧客満足の徹底した夢のある企業
を目指しております。
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◆会社概要・事業内容

産機ベトナム
JSC 入居企業 - 13　SANKI VIETNAM CO.,LTD

日本品質で生産の自動化に貢献します。
Japanese technology performance

●主な設備
NC 旋盤、旋盤、フライス盤、ボール盤、コンターマシン、
3 本ローラー、TiG 溶接機、塗装設備、組立ラインなど　

●主な販売先
・MABUCHI MOTOR VIETNAM LTD
・TRI CUONG INDUDTRIAL CO.,LTD
・VIET COMPETENCE TRADING.,JSC
・YKK VIETNAM CO.,LTD など

社　名	：	 SANKI	VIETNAM
代　表	：	 白井	政二	(Shirai	Seiji)
住　所	：	 Road	No.6,	Nhon	Trach	Ⅲ	IP-Phase	2,		
	 	 Hiep	Phuoc	Commune,	Nhon	Trach	District,	
	 	 Dong	Nai	Province
資本金	：	 700,000	USD
TEL	 ：	 (+84)251-368-2969
Email	 ：	 shirai1@sanki-vn.com
URL	 ：	 www.sanki-web.co.jp/
設　立	：	 2018年 8月
従業員	：	 11 名

●経営者からひとこと

白井 政二さん
代表取締役

弊社は日本品質の製品を製
造・販売しております。これ
からも皆様に選んでいただけ
るよう、日々の改善に取り組
んでまいります。

◆独自の技術
設計から製造まで一貫生産

ベトナムでは生産の自動化が急速に進ん
でいます。パーツフィーダー、搬送、ロボッ
ト等あらゆる自動化を設計から製造、アフ
ターサービスまで対応いたします。

◆自社の強み
豊富な在庫

日本と同じ製品をベトナムでも安心してご
購入いただけます。
またパーツフィーダーを中心に在庫も豊富
に取り揃えておりますので、ぜひお問い合
わせください。

◆今後の展開
３つの分野で業界 No1 を

弊社では素材からベトナム国内調達の比
率を高めると共にエンジニアをはじめス
タッフの日本式育成に力を入れておりま
す。そして、以下の重点項目で業界No.1 を
目指します。
①品質　②価格競争力　③リードタイム

SANKI VIETNAM は日本の株式会社産機の 100％出資子会社
で、2018年8月ドンナイ省ニョンチャックⅢ工業団地内に設立
しパーツフィーダーやブレーキモーター用ブレーキなどの製造を
中心に操業を開始しました。
また、2019年より販売及びサービスライセンスを取得し産機製
品の国内販売及びメンテナンスサービスを開始し、2020年より
パーツフィーダーのツーリングシステム製造も開始しました。
私達は日本の技術とパフォーマンスで日本品質の製品を造ってお
ります。 
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◆会社概要・事業内容

ビナ実松
JSC 入居企業 - 12　VINA SANEMATSU

お客様のニーズに、創意工夫と真心できめ細かくお応えします。
養鶏ケージ、溶接金網、板金加工、各種畜産設備をオーダーメイドでご提供します。

●主な設備
・全自動マルチスポット溶接機　・半自動シングルスポット溶
接機　・タレットパンチプレス　・ブレーキプレス

●主な販売先
・畜産関連企業　・農家　・建築施工業者・　組立業者

社　名	 :	 VINA	SANEMATSU
代　表	 :	 実松	孝一郎	(Sanematsu	Kouichiro)
住　所	 :	 Road	No.6,	Nhon	Trach	Ⅲ	IP-Phase	2,		
	 	 Hiep	Phuoc	Commune,	Nhon	Trach	District,	
	 	 Dong	Nai	Province
資本金	 :	 USD	730,000
TEL	 :	 (+84)251-3680-852
Email	 :	 k-sanematsu@sanematu.co.jp
URL	 :	 http://www.sanematu.co.jp/　（日本法人）
設　立	 :	 2018年 7月
従業員	 :	 15 名

●経営者からひとこと

実松 孝一郎さん
代表取締役

比較的ニッチな分野ではあり
ますが、お客様に喜んでもら
うこと、ベトナム人社員たち
に幸福になってもらうことを
追求しています。

◆独自の技術
看板製品は採卵養鶏用ケージ

創業以来、日本最高品質を誇り、沖縄から
東北まで全国各地の顧客にご愛顧を受け
る採卵養鶏用ケージが看板製品です。
これに限らず、溶接金網の製造（特に細径）
に関しては、ベトナム国内で屈指の技術と
能力を持っていると自負しています。そし
て、モーター関連部品のクランプエレメン
トやカップリングも工作機械を中心に幅
広くご利用いただいております。

◆自社の強み
創意工夫とオーダーメイド

全自動マルチスポット溶接機による溶接
金網の製造能力と、タレットパンチプレ
ス・ブレーキプレスによる板金加工能力を
合わせ持ち、これらを組み合わせた生産が
可能です。
お客様のニーズに創意工夫をこらした
オーダーメイドで最大限お応えします。
この2 点を当社の強みとしています。
少量多品種も大歓迎です。

◆今後の展開
広く東南アジアに製品を提供

今後は、溶接金網、板金加工のみならず、養
鶏用自動化設備の製造・販売に取り組んで
いきます。
当地で製造した設備を、日本はもちろん、
広く東南アジアをはじめとする諸外国に
提供していくことを最大の目標とします。
養鶏をはじめとする畜産業や製造業の発
展に寄与し、ベトナムの更なる発展に貢献
することを進出の使命とします。

当社は、養鶏ケージ等の溶接金網や、板金の加工、各種機械設備
の設計・製造・販売を手掛けております。特に養鶏ケージをはじ
めとする採卵養鶏関連の設備は創業以来、60年以上の歴史を有
しており、現在はベトナムを拠点として製造を行っております。
日本では、その他、建築・土木資材用溶接金網・二次製品や住宅
用基礎鉄筋、フェンスなどの金網製品および、台車、パレット、
タンク等の製缶製品を取り扱っております。設計・提案・製造・
保守まで一貫して自社対応し、創意工夫をこらして、お客様のお
役に立つ製品を提供することで、ベトナムの発展に貢献すること
を進出の使命としております。

溶
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◆会社概要・事業内容

オーティーエスベトナム
JSC 入居企業 - 15　OTS DEVICE VIETNAM

日本の高品質な技術をベトナム価格でご提供します。

●主な設備
・自動化、省人化装置および治具

社　名	 :	 OTS	DEVICE	VIETNAM
代　表	 :	 吉村	卓郎（Takao	Yoshimura）
住　所	 :	【Main	Office】
	 	 Floor	1,	Vinaconex	Building,	No.47		
	 	 Dien	Bien	Phu	Street,	Dakao	Ward,		
	 	 District	1,	Hochiminh	City,	Vietnam
	 	 【Factory】
	 	 Road	No.6,	Nhon	Trach	Ⅲ	IP-Phase	2,		
	 	 Hiep	Phuoc	Commune,	Nhon	Trach	District,	
	 	 Dong	Nai	Province
資本金	 :	 USD	120,000
TEL	 :	 (+84)28-3911-0176/77
Email	 :	 k-yagi@ots-d.com
URL	 :	 https://ots06.co.jp/odv/
設　立	 :	 2013年 12月
従業員	 :	 21 名

●経営者からひとこと

吉村 卓郎さん
General Manager

お客様のご要望に応えられる
よう、スタッフ一同、日々、
新しいことにチャレンジして
おります。ぜひ、お気軽にご
相談ください。

◆独自の技術
設計から製造まで一気通貫

弊社は、設計から製造まで一気通貫で行う
ことが可能です。そのため、お客様の細か
な要望に沿ったプラン作成（品質・情報の
部分を製造工程の中に100％入ることが
可能）・リードタイム（発注されてから納
品するまでに必要な時間）の短縮を実現で
きています。
結果、商品カタログに載っていないオー
ダーメイドの商品をお客様にご提供でき
ています。

◆自社の強み
優秀な人のみを厳選して採用

弊社スタッフは10 倍以上の競争率から選
出され、ホーチミン工科大学、技術師範大
学を卒業した優秀なスタッフを中心に構
成されております。
またリーダースタッフは日本語のコミュ
ニケーションはもちろんのこと、日本品
質、文化を理解した上での業務遂行が可能
なため、品質向上や日々の業務改善に積極
的に取り組んでおります。

◆今後の展開
日本品質とベトナム価格

ベトナム国内のお客様に対し、日本の高品
質な仕上がりをベトナム価格でご提供す
ることで、もっと弊社の認知度を高めてい
きたい。

弊社は2013年12月、株式会社オーティーエス・株式会社フィ
ドシアの共同出資（日本100%出資）のもと、CAD設計・製図を
行う現地法人としてベトナムホーチミンに設立致しました。そ
して2019年3月には、JSC工業団地内に自社製造工場の操業
を開始致しました。主な事業内容は、自動化・省人化装置、治具の
構想設計から製造、アフターメンテナンスまで対応しており、超
音波・高周波ウェルダー／金属プレス用潤滑オイル塗布装置、販
売代理およびメンテナンスを行っております。
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●主な設備
・全自動糸綴じノート製造機　　・断裁機システム　

●主な販売先
日本国内書店、文具店、コンビニ、量販店、スーパーマーケット、
通販など　

社　名	 :	 NIPPON	NOTEBOOK	VIETNAM
代　表	 :	 神宝	秀樹（Shimpo	Hideki）
住　所	 :	 Road	No.6,	Nhon	Trach	Ⅲ	IP-Phase	2,		
	 	 Hiep	Phuoc	Commune,	Nhon	Trach	District,	
	 	 Dong	Nai	Province,	VIETNAM
資本金	 :	 1,000,000	USD
TEL	 :	 (+84)251-3684-112
Email	 :	 hi-shinpo@nippon-note.co.jp
URL	 :	 https://www.nippon-note.co.jp
設　立	 :	 2021年1月27日
従業員	 :	 25 名

●経営者からひとこと

神宝 秀樹さん
代表取締役

最新鋭の設備を導入して生産
供給体制の拡充と 納期の迅
速化、製造コストの低減、優秀
な人材を背景とした品質レベ
ルの向上を目指してまいりま
す。

新しい価値で、新しい満足を！

JSC 入居企業 - 14　NIPPON NOTEBOOK VIETNAM

日本ノートブックベトナム

◆会社概要・事業内容

◆独自の技術
自動化による安定供給

最新鋭の全自動糸綴じノート製造機を導
入しコストや無駄な作業、過酷な労働を削
減し安定供給に貢献しています。

◆自社の強み
日本基準の高品質

品質向上や日々の業務改善に取り組み、日
本品質の検査体制を取り、高品質なノート
製造を実現しています。

◆今後の展開
ベトナム国内での販売推進

今後は、日本国内同様、ベトナムの学校教
育にも携わっていきたいと思います。

プラスグループの一員として、アピカ、キョクトウ・アソシエイツが 2019 年1
月に統合し、日本ノート株式会社としてスタートしました。  
アピカ、キョクトウ、両ブランドのノート製造の新たな生産拠点として2021 年
1 月にベトナム工場、日本ノートベトナムを設立しました。  
日本ノートでは、学用・日用・ビジネス用紙製品・文具の製造・販売、印刷物・出
版物・紙製品等の海外生産・輸入販売などを行っております。
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◆会社概要・事業内容

MESジャパンサイゴン
JSC 入居企業 - 17　MES JAPAN SAI GON

産業用生産装置の製造において、自動車産業・航空機産業・医薬品・食品・その他一般製造装置・検査
機など、多くの産業分野で培われた高度な幅広い技術で御客様の要求にお応えできる会社です。

●主な設備
３Ｄ機械設計 CAD ／電気設計 CAD ／加工機用 CAM
マシニングセンター／フライス／他加工機各種

●主な販売先
自動車部品製造メーカー／半導体・電子部品製造メーカー
航空機部品製造メーカー／医薬品製造メーカー
食品製造メーカー／他多数

社　名	 :	 MES	JAPAN	SAIGON
代　表	 :	 村山	徹	(Murayama	Toru)
住　所	 :	 Road	No.6,	Nhon	Trach	Ⅲ	IP-Phase	2,		
	 	 Hiep	Phuoc	Commune,	Nhon	Trach	District,	
	 	 Dong	Nai	Province
資本金	 :	 USD	185,000
TEL	 :	 (+81)265-73-0139（日本本社）
Email	 :	 info@meskoshin.co.jp
URL	 :	 https://meskoshin.co.jp
設　立	 :	 2020 年 9月
従業員	 :	 1 名

●経営者からひとこと

村山 徹さん
代表取締役

日々の努力と探求心と挑戦す
る気持ちを忘れることなく、
常に先端技術を駆使しお客様
の思いにこたえていきたいと
願っております。

産
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◆独自の技術
多種多様な装置の制作が可能

組立装置・加工装置・検査装置・移載装置・
洗浄装置と多岐にわたり装置の制作にご
対応いたします。また、ドライ・ウェット及
び大型・小型問わず制作が可能です。
最近では、ロボット・画像処理・AI 技術を
多用した装置など時代の変化に合わせた
機械も多く、幅広い分野の様々な現場でご
好評いただいております。

◆自社の強み
急な仕様変更にも柔軟に対応

　機械仕様の提案から開発・設計・制作・
検査・出荷設置・アフターフォローまで、
ほぼ全ての工程において社内で一貫して
管理生産をしています。
コストダウンや納期短縮をはじめ、お客様
の急な仕様変更等にも柔軟な対応ができ
ます。

◆今後の展開
ベトナムでの事業拡大

日本本社との連携を元に、日本向け装置製
作はもちろん、既存ユーザーの日系企業様
向けの装置製作にも力を入れていきます。
さらに、日系企業を中心にベトナムに工場
をお持ちのお客様に対し強力に新規営業
活動を推進して行く計画です。

当社は主に生産工場で使用される機械装置の設計・製造を行う装置メーカーで
す。2010 年9 月に長野県伊那市にて操業を開始し、今年で設立10 年を迎えま
した。『お客様の思いをかたちにする』という経営理念のもと、当社の高い技術を
ベースに御客様のニーズにあったオーダーメイドの装置を生産しています。日
本国内では北海道から沖縄まで、海外ではベトナム・ホーチミンにも納入の実績
があり、産業分野問わず様々な企業様で当社の製品をご活用いただいておりま
す。組織体制は仕様の協議からはじまり、提案からアフターフォローまで、ほぼ
全ての工程において内製化を図り、お客様の御要望に対して迅速かつ細かい対
応を可能としています。

鈴正ベトナム
JSC 入居企業 - 16　SUZUSYO VIETNAM

製缶・板金から現地配管工事までステンレス加工のスペシャリスト。

●主な設備
・シャーリング　・プレスブレーキ　・ロールベンダー　
・自動溶接機・各種研磨機　・酸洗設備　・旋盤　・ボール盤

●主な販売先
・医薬　・食品　・化粧品会社　・エンジニアリング会社

社　名	 :	 SUZUSYO	VIETNAM
代　表	 :	 鈴木	宏三	(Suzuki	Kouzou)
住　所	 :	 Road	No.6,	Nhon	Trach	Ⅲ	IP-Phase	2,		
	 	 Hiep	Phuoc	Commune,	Nhon	Trach	District,	
	 	 Dong	Nai	Province
資本金	 :	 USD	350,000
TEL	 :	 (+84)251-3686-585
Email	 :	 鈴木（日本語・英語）k-suzuki@suzusyo-ltd.co.jp
	 	 dangcongdongdn@suzusyo-ltd.co.jp
URL	 :	 http://www.suzusyo-ltd.co.jp/zz
設　立	 :	 2019 年 6月		従業員	:	10 名

●経営者からひとこと

鈴木 宏三さん
代表取締役

弊社の製品は顧客の仕様に
合わせたオーダーメイドな
ので、熟練が要求されます。
優秀な技術者の育成に精進
しております。
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◆独自の技術
ステンレス製品の設計・製作

顧客の要望に合わせた各種ステンレス製
品を設計・製作致します。
機械では加工できない複雑な形状の製品
も熟練した技術者の手作業で製作いたし
ます。また工場内製作のみではなく、45 年
間培ったサニタリー配管技術を活かし、設
計・製図・製作・据付・現地工事・メンテナ
ンスまで一貫したサービスをご提供させ
ていただきます。

◆自社の強み
日本で勤務経験ある技術者たち

日本本社で3年間実習生として勤務したベ
トナム人技術者達を中心に、ベトナムにて
日本品質をご提供させていただきます。
弊社の会社目標である「Make a SUZU　
SYO BRAND」の考えの下、顧客に提供
するすべての製品について、独自の品質管
理システムを確立し、徹底しています。

◆今後の展開
コストダウンと品質向上

近年アジア地域で増加する高品質な製造
設備の需要に対応できるようコストダウ
ンと品質向上の両立を目標としています。
　業務効率化・海外ネットワークの拡大を
はかり、弊社の持つ「ものづくり」技術の
国際競争力を高めていきます。

弊社は、主に医薬・食品・化粧品プラント向けのステンレス製品の製作・工事
に従事しています。主な取扱い品目はタンク・ホッパー・ユニット・各種配
管です。日本本社は1974 年に創業し、おかげさまで設立45 年を超えまし
た。培われた信頼と技術で、確かな品質をお客様に提供しています。

◆会社概要・事業内容
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▶ニョンチャックⅢ主要日系入居企業
1 PLUS ベトナム
2 東和ベトナム
3 旭東ベトナム
4 佐川急便ベトナム・SG 佐川ベトナム
5 TONE ベトナム
6 大和軽合金工業ベトナム
7 V- ステンレススチール
8 ベトナム大阪富士
9 抱月ベトナム
10	 山九ベトナム
11 JFE メカニカルベトナム
12 ソルテックベトナム
13 大塚テクノベトナム
（2022年 1月現在）

ニョンチャックⅢ主要日系入居企業・配置図
PLUSベトナム

ニョンチャック入居企業 - 1　PLUS VIETNAM

世界へ　大きく羽ばたく、文具工場

●主な設備
射出成形機、テープスリッター、押出機、印刷機、打抜き機、
プレス機、各種自働組立機など

●主な販売先
書店、文具店、コンビニ、量販店、スーパーマーケット、
オフィス通販など　

社　名	 :	 PLUS	VIETNAM
代　表	 :	 中島	聡	(Nakajima	Satoshi)
住　所	 :	 Lot	T1,	Road	No.10,	Nhon	Trach	Ⅲ	IP-Phas	2,	
	 	 Hiep	Phuoc	Commune,	Nhon	Trach	District,	
	 	 Dong	Nai	Province
資本金	 :	 USD	10,100,000
TEL	 :	 (+84)251-3569-854
Email	 :	 snakajima@plus.co.jp
URL	 :	 https://www.plus.co.jp/actory/index.html
	 	 http:/www.plusvietnam.com.vn
設　立	 :	 1995年　従業員	:	2,286名

●経営からひとこと

中島 聡さん
代表取締役

ベトナム国内での文具販売を
強化しています。皆様に日本
品質の文具・生活用品をお届
けできるように、社員一同努
力しております。
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◆独自の技術
自動化による高い生産性

社内で自働化を進めています。
自働化専門部門と各部門に設けた自働化
チームが現場スタッフと協調し自働機を
開発しています。常に現場の声に耳を傾
け、問題点をいち早く把握し開発・解決へ
とつなげています。現場との密な連携に
よって、多くの自動機が製作され、コスト
や無駄な作業の削減、過酷な労働の軽減な
ど、生産性向上に貢献しています。

◆自社の強み
不良品を出さない企業文化

「品質文化」と「継続的な改善活動」
設立から25 年の間に不良品を出すことを
恥じ、高品質の製品を生み出すことを誇り
に思う「品質文化」が深く根付きました。

「改善に終わり無し」をスローガンに役職
に関係なく従業員全員がアイデアを出し
合います。長年の積み重ねで工場が直面す
るあらゆる課題を解決するための知恵や
力がつきました。
これらの企業文化とそれを支えるベトナ
ム人スタッフが強みです。

◆今後の展開
ベトナム新製品の開発

①ローカルマーケティングと新製品開発
ベトナム国内向けおよびASEAN向けの
文具・生活用品の新製品開発を進めて参り
ます。
②マスク、メルトブローン不織布の生産
不織布マスクとフィルターのメルトブロー
ン不織布の生産を始めました。
文具以外にも新しく衛生用品、フィルター
用原反を提供していきたいと思います。
③生産の自働化・省人化
自働化部門を充実させ、2030 年には主要
アイテムの全自働化も視野に入れていま
す。

PLUS VIETNAM はプラスグループの一員として1995 年に設立されま
した。弊社はプラス株式会社のステーショナリーカンパニーにおける中核製
造子会社として、日本および世界各国へ製品を出荷しております。製造品目
は、修正テープ、テープのり、ホッチキス、ホッチキス針、クリアーファイル、ク
リアーホルダー等のPP 製ファイル、フラットファイル等の紙製ファイルな
どです。プラスグループは「新しい価値で、新しい満足を。」を企業理念として
おります。新しい価値を創造し、お客様に今まで経験したことのない満ち足り
た気持ちになっていただくこと。これを最大の喜びとして、社会に貢献してい
くことが私たちの使命です。

◆会社概要・事業内容
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東和ベトナム
ニョンチャック入居企業 - 2　TOWA VIETNAM

TOWA VIETNAM では、「成型」「植毛」「縫製」など多岐にわたる製造を行っております。東和
産業の指導のもと、「日本品質」を損なうことなく商品生産をしお客様のニーズに合わせた商品の
提供を実現しています。

●主な設備
・射出成型機　・植毛機　・ミシン  

●主な販売先
・東和産業、日本の大手 HC,GMS,DG など

社　名	 :	 TOWA	VIETNAM
代　表	 :	 武田	智彦	(Takeda	Tomohiko)
住　所	 :	 Road	No.8	Nhon	Trach	Ⅲ	IP-Phase	2,		
	 	 Hiep	Phuoc	Commune,	Nhon	Trach	District,	
	 	 Dong	Nai	Province
資本金	 :	 USD	5,200,000
TEL	 :	 (+84)251-3569-725
Email	 :	 担当　松本matsumoto@towasan.co.jp
URL	 :	 http://www.towasan.co.jp/
設　立	 :	 2009 年 4月
従業員	 :	 548 名

●経営からひとこと

武田 智彦さん
General Director

要求される品質・サービスに
応え、期待を超える製品を継
続的に提供することにより、
永続的な発展と社会的貢献を
達成する。
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◆独自の技術
ニーズに応える商品開発力

技術と言いますか、東和産業との強固な連
携により日本国内の販売のみならず海外
取引先様の販売ニーズにこたえられる商
品開発を行っております。

◆自社の強み
各工程で品質チェックを実施

各工程の最後には必ず検査員による品質
チェックが実施され、品質を最大限に保っ
ております。

◆今後の展開
様々な OEM 製品を提供したい

今後は、色々なお客様のご期待に応え弊社
の加工技術を生かし、色々なOEM 生産品
を提供していきたいと思います。

当社はプラスチック製日用品（洗濯用品など）、縫製品（収納袋な
ど）の生産、輸出に従事しております。主な取り扱い品目は洗濯用
品、収納用品、バストイレ清掃のブラシ関係になります。日本では
1945 年創業以来、家庭用品メーカーとしてお客様の立場に立っ
た商品開発をし、また人に合わせたくらしづくりを提案をしてき
ました。現在その生産の一部をこのTOWA VIETNAM で担い、
12 年目を迎えております。

◆会社概要・事業内容 ◆会社概要・事業内容

旭東ベトナム
ニョンチャック入居企業 - 3　KYOKUTO VIETNAM

開閉機器製造の経験を活かし、新たな事業展開へ！

●主な設備
・東洋機械金属製 成形機　・Panasonic 製 SMT
・OMRON 製 AOI　・ASAHI 製 フロー槽

●主な販売先
・アイシン精機（株）グループ　・オムロン（株）グループ
・TOTO（株）グループ　・（株）LIXIL　など

社　名	 :	 KYOKUTO	VIETNAM
代　表	 :	 太田	真志	(Ota	Shinji）
住　所	 :	 Road	No.3,	Nhon	Trach	Ⅲ	IP-Phase	2,	
	 	 Hiep	Phuoc	Town,	Nhon	Trach	District,	
	 	 Dong	Nai	Province
資本金	 :	 USD	5,000,000
TEL	 :	 (+84)251-3566-416
Email	 :	 ota@kyokuto-vietnam.com
URL	 :	 http://www.kyokuto-elec.co.jp/
設　立	 :	 2016 年 6月
従業員	 :	 720 名

●経営からひとこと

太田 真志さん
代表取締役

ベトナムへ進出してから5 年
程度と、まだまだ若い会社です
が、全社員が高い意欲を持って
います。
今後も明るく元気なスタッフ
一同で頑張って参ります。
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◆独自の技術
開閉機器の技術に自信あり

何と言っても自社商品である開閉機器の
技術を持っている事です。
自社商品のみならず、日本にある本社では
お客様のご要望に応じた製品設計も可能
で、EMS 事業にも対応させて頂きます。
量産に関しても日本、ベトナムのみなら
ず、ご要望に応じた最適地をグループ全体
でご提案させて戴きます。

◆自社の強み
グループ内のサポート体制

グループ内のサポート体制も出来ており、
多種に渡るご提案も可能です。工場内の環
境も整備しており、クリーンな工程を維持
しております。
調達＋樹脂成型＋基板実装＋組立＋出荷

（国内外）と、一貫生産できる事により、お
客様の手離れも良く、総合的にご満足頂け
るサービスを提供できる事が可能です。

◆今後の展開
グローバルな展開の推進

自社商品である開閉機器商品のみなら
ず、EMS 事業を取り込む事により、社内
レベルの向上とグループの連携を行っ
て参ります。ベトナム国内は当然ですが、
ASEAN 市場の業務拡大の拠点となる事
が弊社設立の目的ですので、グローバル展
開を推進して参ります。

当社は開閉機器を中心に製造している会社です。輸出先は約9 割が日本向け
ですが、商品によっては中国やマレーシアなどにも直接出荷しております。
近年ではEMS 事業も開始し、自社商品以外のOEM 商品の生産も行っており
ます。
弊社は2016 年6 月にベトナムへ進出。レンタル工場にて開閉機器の組立か
ら開始、その後2017 年11 月より現在の工場へ移転すると同時に樹脂成型
と基板実装も開始し、一貫生産の体制を整えました。
本社である旭東電気は加賀グループに属しておりますので、弊社のみならず
部品調達から完成品までワールドワイドな対応も可能です。
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◆会社概要・事業内容

佐川急便ベトナム、SG佐川ベトナム
ニョンチャック入居企業 - 4　SAGAWA EXPRESS VIETNAM、SG SAGAWA VIETNAM

SG佐川ベトナムと佐川急便ベトナムは、ベトナムにおける物流サービスのライセンスを保有して
おり、ベトナム進出25年の豊富な実績と経験があります。

●主な設備
SG Sagawa Vietnam Distribution Centre（多機能基幹倉庫）
フォークリフト8台、ハシマ製ダブル検針機2台、ネステナ（ラック）
一般倉庫、保税、CFS倉庫、冷蔵・冷温倉庫（-25℃から13℃）、定温倉庫

（18℃から27℃）
●主な販売先
日系企業、非日系外資企業、ベトナム企業など、幅広いお客さまへサービ
スをご提供させていただいております。

社　名	：	SAGAWA	EXPRESS	VIETNAM、SG	SAGAWA	VIETNAM
代　表	：	島﨑	順二（Shimasaki	Junji）
住　所	：	ホーチミン支店：
	 	 169	Dien	Bien	Phu	St,	Ward	15,	Binh	Thanh	
	 	 District,	HCMC
	 	 ドンナイ支店：
	 	 Road	No.6,	Nhon	Trach	3	IP	-	Phase	2,	Hiep	Phuoc	
	 	 Commune,	Nhon	　Trach	District,	Dong	Nai
資本金	：	佐川急便ベトナム	：USD	2,500,000
	 	 SG	佐川ベトナム	：USD	17,101,075
TEL	 ：	ホーチミン支店	：(+84)28-3840-9330
	 	 ドンナイ支店	 ：(+84)25-1356-8300
Email	 ：	日本語	 ：yen_lehai@sagawa-vietnam.com
	 	 ベトナム語	：thanh_quang@sgh-global.com
URL	 ：	http;//Sagawa-vtm.com.vn/
設　立	：	佐川急便ベトナム	：1997年
	 	 SG佐川ベトナム	 ：2015年
従業員	：	佐川急便ベトナム	：132名
	 	 SG	佐川ベトナム	：860名(	2021年12月現在）

●経営からひとこと

島﨑 順二さん
代表取締役

倉庫入出庫保管及びチャータートラック
輸送にかかわるサービスについてシステ
ムを導入し、貨物の状況をリアルタイム
に可視化できるようになりました。今後
もお客さまの物流ニーズにきめ細かく対
応し、付加価値の高いサービスをご提供
できるよう努めてまいります。
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◆独自の技術
物流業全般に対応可能

ニョンチャック倉庫では製造業のお客さ
まの生産資材や完成品の保管をはじめ、海
外向け輸出貨物の物流加工、国内流通貨物
の物流加工や物流センター業務も積極的
に請け負っております。
国際物流、国内物流についてお気軽にお問
い合わせください。

◆自社の強み
豊富な実績による高品質サービス

1997年にベトナムへ進出、ベトナムで物
流事業を担う上で必要となる各種ライセ
ンスを保有しており、進出25 年の豊富な
実績と経験が強みです。ワンストップであ
らゆる物流面の課題を解決し、日本で長年
培った物流に関する知見による高品質な
サービスを提供することが可能です。

◆今後の展開
小売業、サービス業にも対応

これまでは、ベトナムへ進出した日系企業
が日本含む海外へ貨物を輸出する際の物
流課題解決を主としておりましたが、最近
は、ベトナム国内にある販売先への輸送、
ＥＣ関係のお問い合わせが多くなってき
ました。上記のようなお客さまからのご要
望にお応えできるよう、今後も必要な投資
を積極的に進めてまいります。

1997年にベトナムに進出以来、事業拡大を進め、現在主要都市部に6支店を置き、総合物流
サービスを展開しております。具体的には、海上輸送、航空輸送、国内エクスプレス、国際エク
スプレス、国内・海外のお引越し、ベトナム国内幹線輸送（ハノイ―ホーチミン間）、クロスボー
ダートラック輸送、チャータートラック輸送（単一荷主向け借上トラック輸送）、輸出通関、倉
庫（一般・保税・CFS・冷凍・冷蔵・危険品）、物流加工（検品・検針）、貨物保険代理店サービス、代
引きサービス、商品仕入販売など豊富なサービスでお客さまの事業をサポートしています。
2016年11月にはドンナイ省ニョンチャックにSG Sagawa Vietnam Distribution 
Centre（多機能基幹倉庫）が稼働しました。同倉庫では、一般、保税、冷凍、冷蔵、危険品保管の
機能を有しており、ご利用いただく多くのお客さまに非常に高い評価をいただいております。

TONEベトナム　
ニョンチャック入居企業 - 5　TONE VIETNAM

BOLTING SOLUTION CONPANY
ボルト締結の課題に TONE がお応えします。

●主な設備
・トルクレンチ試験機　・トルクチェッカーなど

●主な販売先
・製造メーカー　・自動車メーカー　など

社　名	 :	 TONE	VIETNAM
代　表	 :	 大矢	日出夫	(Ota	Hideo)
住　所	 :	 Road	No.5,	Nhon	Trach	Ⅲ	IP-Phase	2,		
	 	 Hiep	Phuoc	Commune,	Nhon	Trach	District,	
	 	 Dong	Nai	Province
資本金	 :	 USD	700,000
TEL	 :	 (+84)251-3568-509	
Email	 :	 h-ooya@tonetool.co.jp
URL	 :	 https://www.tonetool.co.jp/
設　立	 :	 2013 年 4月
従業員	 :	 20 名

●経営からひとこと

大矢 日出夫さん
代表取締役

工場での合言葉は「日本と同
じ製品をお客様にお届けす
る」です。厳しいチェック、
素早い対応を今後も継続して
まいります。
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◆独自の技術
45 種類のトルクレンチ

トルクレンチの部品は45 種類からできて
おり、全て日本から輸入して、ベトナムで
組立て、ベトナム国内はもとより全世界の
お客様にご使用いいただいております。

◆自社の強み
自前の検査機で修理を実施

ベトナム国内において、修理・校正作業は
自前の検査機で実施しておりますので、お
客様からご要望があればいつでも対応で
きるようにしております。

◆今後の展開
トルクレンチの普及促進

お客様にご満足いただける製品を今後も
提供出来るようにしていきます。ベトナ
ム国内では2023年には自動車販売台数
100万台を突破する見方もあり、今後、ト
ルクレンチの重要性が高まっていくこと
が予想されるなか、現状ではトルクレンチ
の普及が遅れておりますので、我々メー
カーがもっとＰＲして普及させていきた
いと考えております。

あらゆるフィールドでプロフェショナルの作業を支えるTONE の
ボルティング. ソリュ－ション。日本においてTONE株式会社は、
1938年に前田金属工業株式会社としての創立以来、今年で87周
年を迎えました。これもひとえにTONE ブランド製品にご愛顧頂
きました、皆様方の温かいご支援、ご愛顧の賜物と深く感謝申し上
げます。これからも締結に関する課題解決を通じて満足、感動、価値
を提供するボルティングソリューションカンパニーとして、お客様
につねに信頼していただけるブランドTONE を目指し、これから
の90年、そして100年と一層努力を続けてまいります。

◆会社概要・事業内容



28 29

大和軽合金工業ベトナム
ニョンチャック入居企業 - 6　Daiwa Light Alloy Industry Vietnam

ベトナムで軽合金鋳物のことなら

●主な設備
・グラビティ　・砂型　・ダイカスト

社　名	 :	 DAIWA	LIGHT	ALLOY	INDUSTRY	VIETNAM
代　表	 :	 凝地	学	(Kogochi	Manabu)
住　所	 :	 Road	No.6,	Nhon	Trach	Ⅲ	IP-Phase	2,		
	 	 Hiep	Phuoc	Commune,	Nhon	Trach	District,	
	 	 Dong	Nai	Province
資本金	 :	 -
TEL	 :	 (+84)251-3586-061
Email	 :	 info@daiwakk-vn.com
URL	 :	 http://daiwakk-vn.com/
設　立	 :	 -
従業員	 :	 -

●経営からひとこと

凝地 学さん
代表取締役

金型の設計から鋳造・加工ま
で、お気軽にご相談ください。
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◆独自の技術
加工レス鋳造品も対応可能

従来、軽合金鋳物では、困難とされていた
加工レス鋳造品や、お客様のご要望によ
り、コストダウンのため、金型のダウンサ
イズ化、数量によりグラヴィティ鋳造など
をご提案させていただきコストダウンを
行わせていただきます。

◆自社の強み
社内での一貫生産

グラヴィティ鋳造から機械加工まで社内
で生産しております。

◆今後の展開
お客様の満足度の向上

今後とも社会的に有用であらゆる面でお
客様に喜んでいただける
安全で優れた製品、サービスをご提供し社
会に貢献できる企業として
皆さまのニーズにお応えできるように努
めてまいります。

当社はダイカスト製品の製造・販売に従事しています。日本親会
社（大和軽合金工業㈱）は、町工場の街と言われる大阪府東大阪市
で、昭和13 年創業の金属鋳物業です。ベトナムでより良い物をよ

りコストダウンし、　お客様
にご提案するためには、職人
技という概念ではなく、技術
を創造し、お客様にご提案す
るのが、我々の使命と考えて
おります。

◆会社概要・事業内容 ◆会社概要・事業内容

V-ステンレススチール
ニョンチャック入居企業 - 7　V-STAINLESS STEEL

ステンレス鋼材と安心をお届けいたします。

●主な設備
・プラズマ（4t～100t）切断加工サイズ　・プラズマ切断（t4～35
㎜対応）　・シャーリング（t0.8㎜～3.5㎜/t4.0～9.0㎜）　
・バンドソー（径250㎜　径400㎜MAX）

●主な販売先
設備メーカー、機械加工メーカー、建築資材メーカー、工事業者、
厨房機器メーカー、製缶メーカー、機械メーカー、工事事業主

社　名	 :	 V-Stainless	Steel
代　表	 :	 品田	義文	(Shinada	Yoshifumi)
住　所	 :	 Road	No.4,	Nhon	Trach	Ⅲ	IP-Phase	2,		
	 	 Long	Tho	Commune,	Nhon	Trach	District,	
	 	 Dong	Nai	Province
資本金	 :	 USD	1,000,000
TEL	 :	 (+84)251-3566-966
Email	 :	 y-shinada@yoshu.co.jp
URL	 :	 http://v-stainless-steel.com/ja/
設　立	 :	 2013 年 11月 27日
従業員	 :	 30 名

●経営者からひとこと

品田 義文さん
代表取締役

思い切った判断をいたします
ので、今後ともお困りのアイ
テム。鋼種があればご教示い
ただきますようお願いいたし
ます。

◆独自の技術
材料のトレーサビリティ

工事や工業に関するお仕事が多い中で、
材料のトレーサビリティ（材料追跡）は命
です。品質保証はもちろんですが、各材料
メーカーの製造ロットにまでさかのぼれ
るようにシステムで管理しております。
楽ミルというクラウド上でのミルシート

（CQ）管理をすることで、納品後、即日ご
提出ミルシートをお届けすることができ
ます。納品前の外観チェックは勿論の事、
PMI による鋼種検査など、材料とともに安
心をお届けします。

◆自社の強み
独自の搬送システム

３～５トンのクレーン（ダブル・シングル）
が7 基あり、3,000㎡の倉庫内を自由自在
に在庫を搬送いたします。独自の搬送シス
テム“バキュームリフター”で反りや疵な
く鋼板を素早く取り回しができます。クレ
ドールラックにて長尺のパイプや丸棒を
瞬時に取り出すことができます。2 台の自
社トラックが、ドンナイ省や近隣のビンズ
ン省、ロンアン省、ブンタオ省、ホーチミン
エリアに、当日翌日発送を可能にいたしま
す。

◆今後の展開
ベトナム北部に支店開設！迅速対応！

2020 年7 月にフンエン省に倉庫機能を
持った支店を開設致しました。
トラックも1 台有し、北部地区へのお客様
への大幅な納期短縮が可能となっており
ます。
納期、品質、小口・短納期対応に置いて南部
と同じレベルのサービスをご提供してお
ります。
お問い合わせをお待ちしております。

ベトナムに進出して 8 年目を迎えております。在庫量も 1,700 トンに達し
ました。それに伴いご対応できるアイテムも充実しております。創業当初か
らできる限り皆様のニーズに応えるべく、一貫して“小口・切断・短納期・
多品種”をモットーに、細やかなサービス展開をしております。その積み上
げが今日の製品の充実したラインアップを築き上げました。今後もステンレ
ス製の鋼板、鋼管（配管、化粧管、チューブ）、丸棒、フラットバー、チャ
ンネル、アングル、継手、フランジなどを幅広く多鋼種を取り扱いながら、
機械設備（医療、医薬、食品、飲料、化学、電力等）、機械部品、建築資材、
厨房設備、配管設備等の分野へ幅広くご対応いたします。

ス
テ
ン
レ
ス
鋼
材

ベ
ト
ナ
ム



30 31

◆会社概要・事業内容

ベトナム大阪富士
ニョンチャック入居企業 - 8　VIETNAM OSAKA FUJI

BEST TECHNOLOGY BUSINESS

●主な設備
・大型旋盤（φ1,600×12,000Ｌ）　・ターニング（φ2000×1,700ｈ）　
・PTA 溶接機　・プラズマ溶射機　・HVOF 溶射機　・電気炉

●主な販売先
・電炉メーカー　・製紙メーカー　・メッキ鋼板メーカー　他

社　名	 :	 VIETNAM	OSAKA	FUJI
代　表	 :	 吉井	丈二	(YOSHII	JOJI)
住　所	 :	 Road	No.4,	Nhon	Trach	Ⅲ	IP-Phase	2,		
	 	 Long	Tho	Commune,	Nhon	Trach	District,	
	 	 Dong	Nai	Province
資本金	 :	 USD	3,000,000
TEL	 :	 (+84)251-3566-700
Email	 :	 info@vinaofic.vn
URL	 :	 https://www.vinaofic.vn/
設　立	 :	 2014 年 3月
従業員	 :	 30 名

●経営からひとこと

吉井 丈二さん
代表取締役社長

日本の親会社と同等技術、品
質をもって低コストを実現し
ます。お悩み事の際は、お気軽
にお声がけください。
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◆独自の技術
溶射・肉盛溶接等の表面改質技術

当社では「表面改質」事業を行なっておりま
す。これは溶射や肉盛溶接の技術を総称し
ており、本来製品の持たない機能を付与す
る手法の一つです。これらの手法を駆使し、
各種製品に対する耐摩耗、耐食などの性能
向上や補修を行なうことで、各種業界のお
客様の要望に応えております。

◆自社の強み
日本品質と社内連携

当社の品質基準は日本仕様に基づき、さら
に同等レベルにおいて低コストの提案が
可能です。表面改質に用いられる材料は日
本製が多く、また自社開発材料も適用して
おり、ベトナム国内での提供を行なってお
ります。大型製品への対応も可能であり、
当社の強みとしております。

◆今後の展開
ベトナム国内外での販売拡大

ベトナム国内における電炉メーカー、製紙
メーカー、メッキ鋼板メーカー、他への販
売、また日本への貿易販売を行なっており
ますが、さらにASEAN 諸国への拡販展開
も目指していきたいと考えます。

ベトナム大阪富士は日本の大阪富士工業（株）が全額出資しているグループ
会社です。2014 年にベトナムで投資ライセンスを取得し、ドンナイ省ノン
チャックⅢ工業団地内に工場を建設、2015年より操業を開始しました。
大阪富士工業（株）は 創業より65年以上もの間、高い技術と品質で鉄鋼、製
紙、電力、プラントエンジニアリング  といった様々な業界のお客様から高い
信頼を得て参りました。私達は日本の親会社と同等の高い技術と品質をもっ
て低コストを実現し、表面改質技術で機械設備の長寿命化や 補修、メンテナ
ンスを必要とする全てのお客様の問題解決に貢献して参ります。

◆会社概要・事業内容

抱月ベトナム
ニョンチャック入居企業 - 9　HOGETSU VIETNAM

ベナムで JIS 規格品の中・厚板・フラットバー等の販売・加工・ご相談なら、
HOGETSU VIETNAM へ！

●主な設備
・レーザー切断機（出力 6Km、2,500 × 6,000）

●主な販売先
・Belmont　・NAGATSU　・RORZE　・EBARA

社　名	 :	 HOGETSU	VIETNAM
代　表	 :	 長谷川	英利 (Hasegawa	Hidetoshi)
住　所	 :	 Road	No.4,Nhon	Trach	Ⅲ	IP-Phase	2,		
	 	 Long	Tho	Commune,	Nhon	Trach	District,	
	 	 Dong	Nai	Province
資本金	 :	 USD	250,000
TEL	 :	 (+84)251-3568-818
Email	 :	 h.hasegawa@hogetsu.com.vn
URL	 :	 http://hogetsu.com.vn/
設　立	 :	 2014年2月
従業員	 :	 33名

●経営からひとこと

長谷川 英利さん
代表取締役

鉄のことならなんでも私たち
にご相談ください。
あらゆる困りごとを解決すべ
く一生懸命対応させていただ
きます。
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◆独自の技術
高精度での鉄板の切断・加工

3.2トンから150トンの手大庵の切断及
び機械加工を日本品質で行います。
日本の当たり前の技術をベトナムで実現
させております。

◆自社の強み
豊富な在庫で迅速な対応

・ JIS 規格材の鉄板・フラットバーなどを
常時2,000トン以上在庫しております。

・ 鉄の知識や加工の知識・製缶などすべて
熟知したスタッフが対応いたします。

　鉄に関わることは何でもご相談くださ
い。

◆今後の展開
大型レーザー機の導入を決定

鉄に関わることすべてにお応えできる体制
を組んでまいります。
自社にて販売・加工はもちろんですが、外注
ネットワークを活かしワンストップでお応
えできる体制をとっています。また、2022
年には、レーザー加工機やマシニングなど
を増やし新工場も完成いたします。よりお
客様へお応えできるよう成長してまいりま
す。

ベトナム工場は、2014年設立しお客様に「出会えてよかった」を
言っていただくように頑張っております。
多種多様な加工ニーズにお応えするために様々な厚み・材質・サ
イズのJIS規格品鋼板を在庫しています。
長年培った技術と豊富な設備を駆使してバラエティー豊かな製品
をお届けしています。
これらの製品は建設機械、鉄骨、土木、橋梁、産業機械、産業車両向
けの鋼板製品など多岐にわたる用途にご活用いただいています。



32 33

◆会社概要・事業内容

山九ベトナム
ニョンチャック入居企業 - 10　SANKYU VIETNAM

サプライチェーンの最適化、収益力向上に大きく貢献する最適物流をご提案。

●主な設備
・倉庫面積 20.338㎡　・保税倉庫機能有り
・リアルタイム在庫照会サービス機能 

●主な販売先
各製造業・販売会社様

社　名	 :	 SANKYU	VIETNAM
代　表	 :	 磯部	樹実寿	(Isobe	Kimizu)
住　所	 :	 Road	No.4	Nhon	Trach	Ⅲ	IP-Phase	2,		
	 	 Long	Tho	Commune,	Nhon	Trach	District,	
	 	 Dong	Nai	Province
TEL	 :	 (+84)28-3930-8352
Email	 :	 contactvn@sankyuvn.com
URL	 :	 https://www.sankyu.co.jp/
設　立	 :	 2004 年
従業員	 :	 400 名

●経営者からひとこと

磯部 樹実寿さん
代表取締役

Nhon Trach 地区に自社倉庫を
構えておりますので、皆様と共に
この地をベースに発展してまい
りたいと思います。
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◆独自の技術
ベトナム全土にネットワーク

ベトナム全土にネットワークを持ち、北部
と南部に自社の基幹倉庫を保有しており
ます。ベトナムでは良質な倉庫が少ない
中、最新設備が整った倉庫できめ細かく在
庫管理をお手伝いさせて頂きます。ハード
面だけでなく、ベトナム特有の税関手続き
やわかりづらい輸出入管理、FTA の原産
地規則など複雑化している物流・貿易・税
関事務についてベトナム進出20年の経験
と実績を基お客様の事業運営をサポート
させて頂きます。

◆自社の強み
ベトナム進出 20 年の経験と実績

機工（エンジニアリング）事業を併せ持ち、
設備機械の据付から鉄鋼・石油化学メー
カーのプラント建設・メンテナンス作業ま
で手掛けております。
設備機械の組立や配管・電気工事も一貫で
請け負います。工場内のロケーション変更
や工場移転、機械のメンテナンス業務につ
いてもお気軽にご相談ください。

◆今後の展開
拠点整備と体制強化

ベトナム全土において、日本と同様に物
流・機工・オペレーションサポートを組み
合わせた“ユニーク”なサービスを提供し
ていくための拠点整備と体制強化をして
まいります。特に、Nhon Trach はホーチ
ミン港並びにカイメップ港の中間地点に
位置し、新空港が近接することから物流の
要衝となることが期待されることからも、
この地に山九ありと言われるような存在
になり、皆様にとって頼れるパートナーで
あり続けたいと思います。

ベトナムでは1995 年の駐在員事務所設立から数えると約20 年の歴史があ
ります。現地法人は、当初は機工事業を中心に展開する100% 出資会社と、物
流事業の合弁会社の2 社体制でスタートしましたが、2018 年に山九ベトナム
に事業を一本化。山九グループの特徴である物流・機工・オペレーションサポー
トを組み合わせたユニークなサービスを提供しております。具体的な業務内容
としては、各種通関手続き代行、航空・海上貨物輸送、倉庫保管・流通加工サー
ビス、重量物輸送、機械設備据付工事・メンテナンス、工場移設設備、各種プラン
ト機器・構造物の設計・調達・製作、工場構内の製品原料倉庫の管理、構内輸送・
荷役、など。

JFEメカニカルベトナム
ニョンチャック入居企業 - 11　JFE MECHANICAL VIETNAM

多様な設備ニーズにお応えするエンジニアリングカンパニー

社　名	 :	 JFE	MECHANICAL	VIETNAM
代　表	 :	 田村	和正	(Tamura	Kazumasa)
住　所	 :	 Road	No.2,	Nhon	Trach	Ⅲ	IP-Phase	2,		
	 	 Long	Tho	Commune,	Nhon	Trach	District,	
	 	 Dong	Nai	Province
資本金	 :	 USD	5,000,000
TEL	 :	 (+84)251-3568-461
Email	 :	 k-tamura@jfem-vn.com
設　立	 :	 2011年 9月
従業員	 :	 112 名

●経営からひとこと

田村 和正さん
代表取締役

当工業団地を選んだ理由は立
地の良さ。今後空港や高速道
路、港などによる輸出入の手
段増加が見込まれるのも重要
ポイントです。
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◆独自の技術
高品質と納期厳守を実践

日本品質で納期を厳守していることがセー
ルスポイント！

◆自社の強み
付加価値のある製品をお届け

付加価値のある製品を信用のある職人が
迅速に作りお届けします！

◆今後の展開
ベトナム国内での販路拡大

ベトナム国内のお客様を持ちたい。そのた
めには、コストを減らし、売りやすく、また
は買いやすくする必要がある。社内の環境
も、社員のモチベーションを上げつつ整え
ていきたい。今後は、たくさんの製品を取
り扱える工場にしていきたいと考えてい
る。

当社の事業内容は、鉄鋼原料、非鉄金属、化学品、燃料、資機材、船舶
の国内取引および輸出入取引。取扱品目は、鉄鋼構造物、クレーン、
ブラストマシン、メンテナンスになります。
ベトナムに進出した理由は、中国や韓国に発注して作っていたも
のを自分達で作ろうと考えたのがきっかけです。ベトナムは、親日
的な国でとても勉強熱心であり、日本人が親しみやすい人柄で、コ
スト的にも他の国と比べて低かったため、進出するのにはいい環
境だと考えました。また、市場がそこまで開けていなかったため、
今後の可能性も感じました。

◆会社概要・事業内容
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◆会社概要・事業内容

ソルテックベトナム
ニョンチャック入居企業 - 12　SOLTEC VIETNAM COMPANY

ベトナム自社工場で製作し、現場据付工事の一貫体制、
アジア地域に日本品質のプラント製作、工事を実現します。

●主な設備
10トンクレーン、3トンクレーン、プラズマ切断機、油圧プレス、
開先加工機、シャープカッター、ＮＣスライス盤、スライス盤、旋
盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、ロールベンダー、シャーリ
ング、ターニングローラー、横中ぐり盤、万能スライス盤、各種溶
接機ETC　

●主な販売先
中外炉工業、川崎重工、日鉄エンジニアリング、IHI、日本通運、三
井金属エンジニアリング、JFE、KOBELCO、多久製作所、日立
造船、デンカエンジニアリング、月島機械、クボタ環境サービス、
クボタ化水、エア・ウォーター、ヴェオリア、四電エンジニアリン
グ、水ing、タクマ、日本板硝子、高砂熱化学工業、第一実業、第一
稀元素化学工業、西華産業、山九（敬称略）

社　名	 :	 SOLTEC	VIETNAM	COMPANY
代　表	 :	 SUL	YOOSA
住　所	 :	 Road	No.2,	Nhon	Trach,	Industrial	Zone	3		
	 	 Phase	2,	Long	Tho	Hiep	Phuoc	Commune,		
	 	 Nhon	Trach	District,	Dong	Nai	Province
資本金	 :	 USD	800,000
TEL	 :	 (+84)251-3569-946
Email	 :	 kanemoto@soltecvn.com
URL	 :	 https://soltecviet.com/en/
設　立	 :	 2010 年 9月 17日
従業員	 :	 360 名

●経営からひとこと

SUL YOOSA さん
代表取締役

弊社はベトナムからのプラン
ト設備製作・工事を通して、世
界に貢献できる企業を目指し
ています。
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◆独自の技術
日本人スタッフが 5 〜 7 名常駐

製造におきましては 3S 管理など日本と同
様の製作環境を整え、日本人のスタッフも
常時 5 ～ 7 名おり、充実した品質管理体
制、技術指導体制をしいております。日本
から多くの道工具を輸入し、使用しており
ます。当地での工事は納期遅れが多発して
おりますが、当社では、日本で培われた高
いソリューション力を生かし、ベトナムで
のプラント設備工事で日本式の品質・安全・
工程管理を実現いたします。大型工事では、
日本法人と連携を取り、難易度の高い工事
でも対応できる体制をとっております。

◆自社の強み
日本語での対応力の高さ

１．日本の技術・クオリティーをベトナム
に伝承し、世界へと通用する質の高いプラ
ントの製造・施工を行なうことができます。
２．設計/ 製作/ 工事の一気通貫のエンジニ
アリング力があります。私たちの工場では、
製造から施工までの過程が一緒になる事
で、一貫した管理体制がとれ、スピード・ク
オリティーアップ、更にはコストダウンを
実現します。
３．マネージャー半数以上が日本国内での
勤務経験あり。日本語での対応が可能です。

◆今後の展開
2020年4月に第2工場が完工

2020年4月に完成する第2工場ではステ
ンレス製品製造の専門チームを抱える予
定。これにより２つの工場合わせて年間
4,000トンの生産が可能。また、6 月に
は ASME の U-STANP を取得予定。こ
れにより幅広いプラント設備に対して製作
が提案が可能になる予定。ラボ型設計、海
外高度人材・熟練技能実習生の紹介を新規
事業として開始する予定。

ソルテックベトナムでは、「ベトナムから世界に誇れるプラント設備を提供する」ことを
ミッションステートメント（経営理念）に掲げています。そこには「その設備を通して、
安心してお客様が様々な製品を世界に供給することで、お客様の事業に貢献し、その製品
を通して実現される社会的価値を創出する」という思いや、「ベトナムを世界に誇れる工
業国に押し上げるためのリーダーシップを発揮する企業になる」という思いや、「日本が
作り上げてきた高品質のものづくりをベトナムにも伝承し、世界中に製品を供給する」と
いう思いが込められています。

◆会社概要・事業内容

◆独自の技術
クリーンルームでの生産

生産品目が医薬品の輸液容器プラスチッ
ク部材であるため、生産は、成形、組立、包
装まで、一貫してクリーンルームにて行
われるのが弊社製品の技術であり、特徴で
す。

◆自社の強み
医薬品の輸液容器製造に実績

日本、中国、そしてベトナムに生産拠点を
設け、いずれの工場においても医薬品の輸
液容器プラスチック部材を主に製造して
おります。各拠点でのリスクをアジア全体
で分散し、安定した生産供給体制を構築し
ております。

◆今後の展開
2期工場を建築し生産力アップ

1 期工場がニョンチャックにて完成し、ベ
トナム国内、及び周辺各国へ生産供給を開
始致します。
今後は、同敷地内へ2 期工場を建築し、リ
スクの分散化、安定した生産化を図り、ア
ジア・アセアン諸国を中心とした製品供給
体制を構築してまいります。

1921年に徳島県鳴門の地で化学原料メーカーとして創業した大
塚グループは、点滴注射液により医薬品産業に参入、世界の人々
の健康への貢献を目的に、疾病の診断から治療までを担う「医療
関連事業」と日々の健康の維持・増進をサポートする「ニュート
ラシューティカルズ関連事業」の 2 本柱で事業を展開しています。
大塚テクノ株式会社は、1985年12月株式会社大塚製薬工場の子
会社として徳島県に設立されました。創業以来、点滴注射液用の
バッグなど医薬品の輸液容器のプラスチック部材を大塚グループ
へ生産供給して参りました。生産は、成形、組立て、包装まで、
一貫してクリーンルームにて行われるのが弊社製品の大きな特徴
です。

大塚テクノベトナム
ニョンチャック入居企業 - 13　OTSUKA TECHNO VIETNAM

医療業界で培われた技術をベトナムから、世界へ !

●主な設備
・インフレーション成形機　・インジェクション成形機

●主な販売先
・大塚グループ各社

社　名	 :	 OTSUKA	TECHNO	VIETNAM
代　表	 :	 藤田	普方	(Fujita	Hironori)
住　所	 :	 6A	Subdivison,	Nhon	Trach	VI	IZ,			
	 	 Long	Tho	Commune,	Nhon	Trach	District,	
	 	 Dong	Nai	Province
資本金	 :	 USD	15,000,000
TEL	 :	 (+84)251-3566-653
問合先	 :	 toan.nguyen@otsukatechno-vn.com
	 	 Toan(Mr.)
設　立	 :	 2019 年 6月
従業員	 :	 14 名

●経営からひとこと

藤田 普方さん
General Director

2020年7月末に工場が完成
し、現在、量産化に向けて対応
しています。現地調達、近隣地
域からの採用を最優先に考え
ています。
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オ 大塚テクノベトナム
OTSUKA TECHNO VIETNAM

35

キ 旭東ベトナム
KYOKUTO VIETNAM

25

サ

佐川急便ベトナム、SG 佐川ベトナム
SAGAWA EXPRESS VIETNAM、SG SAGAWA VIETNAM

26

山九ベトナム
SANKYU VIETNAM

32

シ JFE メカニカルベトナム
JFE MECHANICAL VIETNAM

33

ソ ソルテックベトナム
SOLTEC VIETNAM COMPANY

34

タ 大和軽合金工業ベトナム
DAIWA LIGHT ALLOY INDUSTRY VIETNAM

28

ト

東和ベトナム
TOWA VIET NAM

24

TONE ベトナム
TONE VIETNAM

27

フ

V- ステンレススチール
V-STAINLESS STEEL

29

PLUS ベトナム
PLUS VIETNAM

23

ヘ ベトナム大阪富士
VIETNAM OSAKA FUJI

30

ホ 抱月ベトナム
HOGETSU VIETNAM

31

ア アジアインダストリーベトナム
ASIA INDUSTRY VIETNAM

13

イ 井上ベトナム
INOUE VIETNAM

7

エ MES ジャパンサイゴン
MES JAPAN SAI GON

21

オ

ソーウェルベトナム
SOWELL VIETNAM

8

オーティーエスベトナム
OTS DEVICE VIETNAM

19

サ

産機ベトナム
SANKI VIETNAM

17

三晃メタルベトナム
SANKO METAL VIETNAM

15

ス 鈴正ベトナム
SUZUSYO VIETNAM

20

タ 大辰グローバルアジア
DAISHIN GLOBAL ASIA

11

チ 中部エンジニアリングベトナム
CHUBU ENGINEERING VIETNAM

14

ト 東邦工機ベトナム
TOHOKOKI VIETNAM

10

二 日本ノートブックベトナム
NIPPON NOTEBOOK VIETNAM

18

ヒ ビナ実松
VINA SANEMATSU

16

フ 福田グローブベトナム
FUKUDA GLOVE VIETNAM

5

ヘ ベトナム金子
VIETNAM KANEKO

9

マ マルサン木型製作所ベトナム
MARUSAN KIGATA SEISAKUJO VIETNAM

12

ヤ 山下プラスチックベトナム
YAMASHITA PLASTIC VIETNAM

6

JSC 入居企業 50 音順索引 ニョンチャックⅢ工業団地入居企業 50 音順索引
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◆ワンストップサポートサービス（OSS）のご案内

◆JSCレンタル工場についての紹介
JSCレンタル工場は、ベトナム政府の裾野産業の積極的誘致策によって、ベトナ
ム・ホーチミン市の隣に位置するドンナイ省に、JICA の海外投融資を活用し設立
されました。
目的は日系中小企業向けレンタル工場の運営です。
ベトナム国営企業のディベロッパーであるティンギア社と海外進出コンサルティ
ング会社の株式会社フォーバルが共同で2015年6月30日に設立、レンタル工場
には約100社の日系中小企業が入居可能です。全区画が埋まれば、ASEAN 最大の
日系中小企業の一大集積地となります。

●会社概要
会社名 : 日系中小企業開発株式会社
英　名 : JAPANESE SMEs DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY（JSC）
住　所 :  Nhon Trach Ⅲ IP Road No.6, Nhon Trach Ⅲ IP – Phase 2, 
  Hiep Phuoc Commune, Nhon Trach District Dong Nai Province
設立日 :  2015 年 06 月 30 日
代表者 : グエン・ミン・チュン（Mr. Nguyen Minh Trung）
総投資金額 :  7200 億ドン（約 34 億円）
目　的 : レンタル工場サービス及び工業団地インフラ経営など
U R L : https://jsc-vietnam.com/

◆JSCマネージメントオフィスのご案内
JSC のマネジメントオフィス( 管理棟) には、日本食レストランと、入居企業の
共有スペースを用意しております。

●日本食レストラン（1F）
●会議室：エアコン、Wi-Fi、テレビ会議システム完備。
　・大会議室（定員４０名）
　・小会議室（定員１２名）
●共用レンタルオフィス：個人用デスク、エアコン、Wi-Fi 完備。

初めての海外進出は、期待とともに不安もいっぱい。OSS（ワンストップサポート
サービス）デスクには、日本人と日本語が話せるベトナム人スタッフ、英語が話せ
るベトナム人スタッフが毎日常駐しています。日常の不安から、ベトナムの法律な
ど業務に関する内容まで、疑問があればすぐに問い合わせることができます。入居
者の方には、まるで日本にいるような感覚で、製造業務に専念して頂けます。

日系中小企業開発 株式会社（通称：JSC レンタル工場）は、
ニョンチャックⅢ工業団地にあります。ニョンチャックⅢ
工業団地は、ドンナイ省ニョンチャック郡に位置し、2015
年に完成した東西ハイウェイと国道51 号線の交差地点、
さらに2025 年に開港が予定されているロンタン国際空
港、大型貨物船の入港が可能なカイメップ・チーバイ港群
からも近いという好立地にあり、おおきな注目を集めてい
る工業団地の一つです。

Accessアクセス

▶ホーチミン市内−37km 　
▶タンソンニャット国際空港−45km　
▶ロンタン新国際空港（2025 年完成予定）−7km
▶カットライ港−25km　
▶カイ・メップ・チー・バイ港−35km

▶JSC レンタル工場概要（ニョンチャックⅢ工業団地内）

 ◆総合面積：183,475m2 　 ◆工場面積：92,481m2　
 ◆管 理 棟：1,400m2 ◆倉　　庫：9,000m2　


