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来日ベトナム（ハノイ）企業 24社概要：製造業（機械部品・精密機器・機械・電気機器・鉄鋼・什器・繊維製品・衣料品・木材等）、建設業（土木等）、 
流通業（装置・医療製品等）、サービス業（広告・メディア等）、ITなど 

 
来日ベトナム（ハノイ）企業情報 

企業
番号 

社名 業種 事業内容 
設立
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英
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URL 

VN01 An Mi tools Co., Ltd. 製造
業 

切削ツール・精密機械部
品の製造、PVD コーティン
グサービス、機械製造 

2019 120 海外取引実績多数。新しい技術に挑戦しながら、OEM生産を希望する
日本やドイツ企業にアプローチしていきたい。自社ブランドも持っている
ので、日本市場への販売にも関心あり。 

 www.anmitools.c
om 

VN02 Viet Vuong JSC 製造
業 

形鋼、溶融亜鉛めっき、交
通、エネルギー、通信、プレ
ハブ鉄骨構造、足場などの
インフラ整備用鉄骨加工 

1999 350 年平均 20％成長、世界的な鉄鋼価格の高騰に直面しているが、生産
安定化を図っている。鋼構造物や溶融亜鉛メッキ関連製品や機械製
品を日本向けに販売もしくは OEM 供給したい。機械製造における技術
協力にも期待。 

 www.vvjsc.com 

VN03 INTECH VIETNAM 
MECHANICAL JSC 

建設
業 

土壌改良、都市トンネル、
パイプジャッキン工法、 土
木工事等 

2014 120 日本企業との取引実績あり。精密機械製品、ローラー、精密機械加工
の分野で日本企業への販売の機会を模索している。OEM 製造や、ベト
ナムから精密機械製品を購入したい商社に対し、技術サポートを提供
することにも関心あり。 

 https://intechvi
etnam.com/ 

VN04 HBT Vietnam Manufacture 
Transformer JSC 

製造
業 

電気機械器具・変圧器製
造 

2008 114 変圧器の市場でトップ 5 に入ることを目指しており、前年比 15%増の成
長率。日本企業との技術協力に期待、OEM製造にも関心が高い。 

 www.maybienthe
hbt.com.vn 

VN05 APN VIET NAM CO., LTD. 
【社名・情報更新】 

製造
業 

製油所・石油化学プラント
のメンテナンスサービス、建
設・設計 

2009 90 日本企業から消耗品や石油化学精製研究所用噴霧器を購入したい。
もしくは石油精製・石油化学関連製品でベトナム市場に参入したい日
本企業との連携を希望。 

 N/A 

VN06 Nam Phu Thai 
Refrigeration Industry JCS 
【情報更新】 

製造
業 

工業用冷蔵機器・冷凍機
器・空調システム製造 

2012 50 韓国・中国・タイと取引実績あり。日本企業から食品製造用機械・業務
用冷蔵庫・冷凍用品の購入もしくは販売代理店契約を希望。日本の協
力を得てベトナムの技術向上を図り、ベトナム市場を拡大したい。 

○ http://namphuth
ai.com.vn/nam-
phu-thai-2/ 

VN07 Construction Developent 
Consultantancy 33 JSC 
(CODECO 33)【社名・情報更新】 

建設
業 

建設業（監修・設計・コンサ
ルタントなど）、運輸サービ
ス 

1996 200 海外取引実績あり。ベトナムの運輸業の発展に必要な製品を展開する
ために、日本企業の販売代理店として貢献したい。交通インフラの補修
技術についての技術支援にも期待。 

 N/A 

VN08 Phuong Trang special steel 
Co., Ltd. 

製造
業 

金型、治具、機械部品など
の製造に使用される鋼材 

2009 30 毎年平均 30%の成長率。日本企業と長期的な戦略的パートナーにな
るべく、販売代理店もしくは OEM製造を希望。 

 www.thepphuong
trang.com 

VN09 Phuong Mai Production & 
Commercial Co., Ltd. 
【社名修正】 

製造
業 

衣料品および繊維製品な
どの最終製品製造 

2012 200 ベトナムのファッション業界では非常に好調、売上 30％増。雇用創出、
チャリティーへの参加、天然素材やリサイクル素材を使った製品で社会
的に評価されている。ハイエンドなファッション製品を開発するために、
高品質の原材料を購入したい。 

 www.Caluci.com.vn 

VN10 LATA Co., Ltd. 流通
業 

商社（測定・試験装置・器
具および消耗品の販売） 

2011 25 ベトナム市場を開拓したい日本企業に対し、LATA の保税倉庫から顧
客に JITで供給を行う販売代理店として貢献できる。 

 www.lata.vn 

VN11 GMO-Z.com RUNSYSTEM 
JSC 

IT ソフトウェアの研究開発、オ
フショア 

2005 550 2021年ベトナム IT企業トップ 10に選出。人工知能ソフトウェア製品や
RPA に精通した企業との協業を希望。インターネットサービス、ソフトウェ
アのアウトソーシング、文書の電子化など提供可能。ソフトウェア製品や
人工知能製品の OEM製造にも関心あり。 

○ https://runsyst
em.net 

VN12 3C (Computer - Communication - 

Control ) JSC 
IT ソフトウェア製品の開発・製

造、電子商取引サービス、
製造・組立て 

1989 100 高電圧、実験装置、ITの分野で顧客満足度の高いリーダー的地位。電
気モーター、電気メーター、水道メーター、変流器、変圧器の製造販
売もしくはOEM供給に期待。ベトナム市場における特殊エンジン修理分
野の日本企業の代理店業務にも関心が高い。 

 www.3c.com.vn 

VN13 Khai Tue Development and 
Investment Co., Ltd. 
【社名・情報更新】 

製造
業 

企業ギフト、個人用保護
具、裾野産業製品 

2014 20 過去 3 年間で、年 20〜50％の売上増。在ベトナムの日系企業・工場
への消耗品および裾野産業分野の部品の流通を検討しているパートナ
ーを探したい。ベトナムでの販売機会の発掘・調査のサポートも可能。 

○ https://quacong
ty.vn/ 

http://www.anmitools.com/
http://www.anmitools.com/
http://www.vvjsc.com/
http://www.maybienthehbt.com.vn/
http://www.maybienthehbt.com.vn/
http://www.thepphuongtrang.com/
http://www.thepphuongtrang.com/
http://www.caluci.com.vn/
http://www.lata.vn/
https://runsystem.net/
https://runsystem.net/
http://www.3c.com.vn/
https://quacongty.vn/
https://quacongty.vn/


別紙 

2 / 2 

来日ベトナム（ハノイ）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 

VN14 Novopharm Co., Ltd. 流通
業 

医療製品の流通 2015 300 薬局、診療所、病院など 2 万人の顧客にサービス提供。生産技術、医
薬品・機能性食品・医療機器・食品等について日本企業と研究開発希
望。良質でリーズナブルな日本製品の購入にも期待。 

 www.novopharm.
com.vn 

VN15 Nam Cuong Metal Co., Ltd. 製造
業 

鉄鋼（工業用ステンレス鋼
パイプ・コイル）の製造 

2013 100 海外企業との協業実績あり。日本市場での製品の販売先獲得に期
待。OEM 製造にも関心が高い。ベトナム市場ニーズに合うものがあれば
購入も検討。 

 www.inoxtuanda
t.vn 

VN16 Nam Phuong Electrical 
Intall Trading Co., Ltd. 
【来日中止】 

製造
業 

電気機械器具の製造、電
気機器・設備・消耗品製造 

2002 30 ドイツ・韓国企業と取引実績あり。日本企業の販売代理店となり、新し
いビジネスの展開に期待。近代的な機械の導入や技術協力を日本か
ら得て、生産能力と品質向上を目指したい。 

○ https://namphuo
ngelectric.com/ 

VN17 Nam Truong Son Hanoi 
Corp. 
【情報更新】 

製造
業 

I ネットワークシステム設計・
情報セキュリティに関するコ
ンサルティング・調査・評価 

1998 200 在ベトナムの日系企業との取引実績あり。同業の日本企業と連携し、
ネットワークセキュリティソフトを共同研究したい。ネットワークセキュリティ
を必要とする日本企業のベトナム進出支援も可能。 

 www.nts.com.vn 

VN18 Binh Minh Investment 
Production Trading & 
Service Ltd.【社名修正】 

製造
業 

木材・木製品製造 
（家具を除く） 

2019 40 伝統工芸を守りながら輸出先を拡大していきたい。日本市場での販売
や、OEM製造に関心が高い。生産プロセス改善の必要性を感じており、
長期的な技術支援を得られるパートナーも探したい。 

 https://nhadepbi
nhminh.vn/ 

VN19 INTECH Investment and 
Technology JSC 
【社名・情報更新】 

建設
業 

建設現場・工場向けワンス
トップサービスの提供、クリ
ーンルームソリューション 

2012 150 日本の規格に沿った製品を提供できるため、クリーンルーム設備産業
用冷凍空調機器（HVAC・AHU・ACU・FCU)のOEM製造を希望。日本の
技術や製品のベトナム市場への流通支援も可能。 

○ https://intechgr
oup.vn/ 

VN20 Asean Synot Corporation
【社名修正】 

サー
ビス
業 

外国人向け懸賞ゲーム、ゴ
ルフ場、映画・ドラマ、エコ
ツーリズムプロジェクト 

2016 500 台湾・チェコとの機械輸入取引実績あり。外国人向けゲーム機で業務
提携を希望。ゲーム機サプライヤーも探している。3D デザイン製品の
販売協力や OEM製造も可能。 

 www.synotasean
.com.vn 

VN21 New Life Media LLC 
【来日中止】 

サー
ビス
業 

コミュニケーション開発サー
ビス、広告、ブランディン
グ、ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ 

2009 30 年 30%の成長率で、企業と消費者の橋渡し役として活躍、顧客の競争
力向上に貢献。コミュニケーションや企業広告（屋外広告・テレビチャン
ネルでの広告等）で日本企業と連携希望。 

 http://newlifem
edia.vn/ 

VN22 Go Viet JSC 
【情報更新】 

製造
業 

家具・什器製造 1999 100 日本企業から生産性と製品品質を向上させるための技術的および機
械的対策ができる製品購入やソリューションサービスの提供を期待して
いる。工業用木材製品の販売もしくは OEM製造にも関心が高い。 

○ www.Goviet.vn 

VN23 HTINTECH Co., Ltd. 
(HTINTECH) 

製造
業 

水道設備機器 / M&E 機
器 / 消防設備機器 

2008 13 日本企業との取引実績あり。産業用バルブ、M&E 用電気機械器具の
専門メーカーを目指し、電気機械産業向け水処理装置・資材を販売し
てくれるパートナー（代理店契約含む）を探している。 

 https://htintech.
com.vn/ 

VN24 Xuan Yen JSC 
【社名・情報更新】 

製造
業 

衣料品および繊維製品な
どの最終製品製造 

2015 20 中国から原材料を輸入。繊維生産設備の継続的長期的な販売先もし
くはセーター・・ポロシャツ・ジャケットの OEM 製造に関心がある日本企
業のパートナーを探している。 

 N/A 

         
VN25 外国貿易大学（ Foreign 

Trade University）（ＦＴＵ） 
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
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.ft
u.edu.vn/ 

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 40 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.jic
a.go.jp/japancen
ter/vietnam/ind
ex.html 
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