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来日ベトナム（ハノイ）企業 18社概要：製造業（機能性食品・アパレル・照明機器・ゴム・鉄骨・電気機械・家具等）、建設業（足場等）、流通業（本・文具等）、 

サービス業（旅行・飲食等）、など 
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VN01 HATECH manufacture and 
Trade Co., Ltd. 

製造業 裾野産業における製品の製
造 

2019 15 品質とサービスには定評あり。日本企業から製品を購入や代理店
契約もしくは共同研究することで、新製品を開発し、企業としての
成長や価値向上につなげたい。 

 https://giakehate
ch.com/ 

VN02 STD International Co., Ltd. 製造業 機能性食品、医薬品、化粧
品 

2011 20 日本から輸入実績あり。日本からの購入を増やしたい。急激に変
化しているベトナム市場に投入するため、代理店契約やOEM製造
にも関心が高い。 

 http://stdpharma.
vn/ 

VN03 Hanoi sun travel media 
services and trade JSC 

サービ
ス業 

旅行、イベント主催、航空会
社の代理店 

2012 52 日本とベトナムの旅行業を発展させるため、代理店契約や合弁会
社設立を希望。日本限定商品を取り扱うことで、差別化を図りた
い。 

 https://hanoisunt
ravel.com/ 

VN04 Sen Tai Thu Group JSC サービ
ス業 

トリートメントサービス、レストラ
ン、ハーブ 

2018 1000 治療（理学療法、指圧マッサージ）、レストラン（マクロビオティッ
ク）、医薬品の 3つの分野で事業展開、30年以上の実績を持ち、
売上高は市場シェアの 95％を占める。日本との共同研究や技術
協力により海外展開を検討したい。 

〇 https://sentaithu.
com/ 

VN05 Hoang Vu Co., Ltd. 製造業 ステンレス鋼の製造 1993 300 安定的に成長しているベトナムで最大のステンレス製ボックス市場
のシェアを持つ事業となっている。製品を日本に販売したい。良質
な原材料を日本企業から購入することも検討したい。 

 http://inoxhoang
vu.com/ 

VN06 Phuong Mai trading and 
production Co., Ltd. 

製造業 生地および類似の材料から
作られたアパレルおよびその
他の完成品の製造 

2012 200 オフィスメンズファッションのリーディングカンパニーを目指してい
る。OEM製造を希望。日本への輸出プロセスに関するサポートも必
要としている。 

 https://phuongma
icorp.vn/ 

VN07 TK Lighting JSC 製造業 照明製品、街灯柱の製造販
売 

2010 23 日本の LED開発や技術力は他より優れていると考えており、ベトナ
ムにニーズがあるため、日本企業からの購入もしくは代理店契約
を希望。OEM製造や合弁会社設立にも関心が高い。 

 https://tklighting.
com.vn/ 

VN08 TP Construction 
Equipment Group JSC 

建設業 建設足場 2011 20 ベトナムにおける建設足場市場のトップ 3 へ成長。日本市場での
販売もしくは合弁会社設立を希望。日本企業の生産モデルにも関
心あり、技術協力も望んでいる。 

〇 https://tienphatc
ons.vn/ 

VN09 Kinyosha Vietnam Co., Ltd. 製造業 OA機器用ゴムローラー製造 2006 263 創業時と比較して売上 5 倍に成長。今後は日本市場での販売を
目指して、技術協力はもちろん、日本市場で必要とされる製品の
特性や規格、日本へ輸入するための手続きに関する支援希望。 

〇 https://www.kinyo-

j.co.jp/aboutus/netw

ork/group.html 

VN10 Hason technology and 
Trading Co., Ltd. 

流通業 製造業向けの機械、設備、
スペアパーツ、手工具、消耗
品などの販売 

2004 80 ベトナム・日本・韓国において、顧客満足度が高く、海外取引実績
豊富。ベトナム市場に適した日本の製品の購入や代理店契約を
希望。環境処理分野にも取り組みたいと考えている。 

 http://hason.vn/ 

VN11 Minh Cuong Mechanics- 
Construction Trading JSC 

製造業 誘導構造・鉄骨構造物の製
造販売 

1997 650 韓国・シンガポールとの取引実績あり。海外市場の拡大を目指す
ため、日本への鉄骨構造の販売や OEM製造を希望。 

〇 https://minhcuon
gsteel.com/ 

VN12 Thang Long Refrigeration  
Electrical Engineering JSC 

製造業 給水、排水、暖房、空調シス
テムの設置 

2007 30 エアコン設備・施工会社として、東芝のベトナム代理店として長年
にわたりトップ 5 入りを果たしている。同社はベトナム全省・市に販
売チャンネルを有しているため、ベトナムに進出したい日本企業の
販売を支援したい。 

〇 https://dienmayt
hanglongtle.vn/ 

VN13 Giai Phong Rubber Co., Ltd. 製造業 工業用ゴム、PVC、シリコーン
製品、ゴム圧縮用金型 

2004 130 コロナ禍でも 40%成長達成。日本・タイ・アメリカへの輸出実績あ
り。工業用ゴムの OEM製造先を探している日本企業との商談を規
希望。 

〇 http://giaiphongr
ubber.com/ 
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VN14 An Khanh precision 
engineering JSC 

製造業 電気機械、設備および消耗
品の製造 

2013 80 電力産業ソリューションを提供する会社になることを目指している。
日本市場への検討するため、生産能力向上や日本のニーズへの
理解を深めるための支援も必要としている。 

〇 https://anpeco.vn
/ 

VN15 JIG Vietnam JSC 製造業 機械製品の製造販売、治具
および自動機械の設計製造 

2013 200 海外製品の代理店や総代理店経験あり。日本の製品を販売する
ために、日本企業との代理店契約や合弁会社設立にも関心あり。 

  

VN16 THH DECOR JSC 製造業 家具および備品の製造 2014 150 前年同期比 2 倍の成長。日本とオーストラリアへのインテリア製品
の輸出実績あり。工業用木製家具製品の輸入・購入を希望する
日本企業と協議したい。 

 https://nesta.vn/ 

VN17 Ha Tay Books Distribution 
JSC 

流通業 本、文房具、おもちゃ、ギフト
の卸売りと小売り 

1956 50 教育・文化に関する商品を専門に取り扱って長くブランド化されて
きており、プラットフォームになることを目指している。教育に関する
商品を日本企業から購入もくしは販売代理店契約を希望。 

〇  

VN18 In phu sy company 製造業 パッケージ、印刷  100 日本企業大手の取扱説明書の印刷実績あり。OEM 製造希望。技
術協力により生産改善や人材育成のためのトレーニングにも関心
が高い。 

 https://inphusy.v
n/ 

         
 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/ 

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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