
(　　)内は、ベトナム支社名

    売
 ■Website: (JP) http://www.asiaplanning.com

商社(金属加工部品)/各種金属加工部品・機械部品の輸出入

ボルト、ナット、小ねじ、座金、ピン、工具類、チューブ、ベアリング、スペーサー、マシンキー、マスキングテープ、ハンドル等
機械部品、建築資材等
※ベトナム国内で入手不可能な日本製品、またはJIS規格品（輸入品含む）を1pcより供給

  希望商談

    売  ・  買
 ■Website: (JP) http://www.hannakogyo.co.jp/

事業概要: 
商社/金属加工部品、精密加工部品/国内・海外のサプライヤー・協力会社から金属加工部品・精密加工部品を調達、
品質管理・検査(成分分析まで)、販売
※中国拠点にて、日本国内と同様の品質管理。日本品質をコストダウンで提供可能。

    売
 ■Website: (JP) http://www.hokuriku-yosinaka.co.jp/

 製造業/ステンレス異形線、特殊帯鋼などの金属材料、繊維織機付属品の製造・販売

 ステンレス異形線・ステンレスフラットバー、ステンレス丸棒、ステンレス鋼線・みがき特殊帯鋼、焼入鋼帯・ 繊維織機付属品
(経糸に使用するドロッパー、フラットヘルド）

  希望商談

    売  ・  買
 ■Website: (JP) http://www.ask-ibs.jp/

事業概要: 
 製造業/バルブ・ポンプ及びガス発生装置(PSA方式による窒素、酸素、二酸化炭素等の分離・発生装置)の製造・販売、
 および各種流体制御機器製品の販売

    売  ・  買
 ■Website: (JP) http://www.jcemvn.com (VN) http://www.jcemvn.com/vn　(EN) http://www.jcemvn.com/en

売
 ■Website: (JP) https://www1.e-ooyama.co.jp/

事業概要: 商社/締結部品(ボルト・ナット・ワッシャー)、機械加工部品(切削、圧造、板金、プレス、溶接、鋳造、アッセンブリ)の卸売・販売

  希望商談

売
 ■Website: (JP) http://www.sanei-osaka.co.jp/

事業概要: 商社/ダイヤモンドホイール、酸化チタン、ルチルサンド等の輸出入販売

  希望商談
      ダイヤモンドホイールを使用している企業、または砥石をダイヤモンドホイールに切り替えてコストダウンを図りたい
      企業。
　　  (業種) ガラス・セラミック・ブレーキパッド・鋳鉄管・パネル類（液晶・太陽光など）・携帯電話部品・建材等。

　　　売 ・ 提携先
 ■Website: (JP) http://www.s-shin-ei.co.jp/

事業概要:
製造業/クリーン関連設備機器、理化学研究機器/1. クリーン設備機器事業: クリーンルーム関連機器、クリーンブース、
エアシャワー等の開発・製造・販売  2. 理化学研究機器事業: デシケーター、グローブボックス、ドラフトチャンバー、カート・
ワゴン等の開発・製造・販売   3. 各種部材加工・冶具加工:プラスチック・金属材料全般の加工・製造・販売

      電気電子、半導体、液晶、精密機器、光学機器等メーカー。また現地にて左記メーカーを顧客に持つ日系商社。
      現地ニーズ、理化学研究機器を使用するような研究開発の状況等のヒアリングを希望

　　　　　　　　　アルミフレームの押出成型・加工や、樹脂・金属加工、また、弊社製品をアセンブリできる協力工場。

「ベトナム・ホーチミン商談会 2016」　参加企業プロフィール

1. アジアプランニング株式会社

■大阪企業とのホーチミン商談会・情報交換会2016のご案内■ <<参加者募集!!>>

事業概要: 

  希望商談

事業概要:

　　　　　　　　　　＜ベトナム・ホーチミン展示商談会 2016＞

       当社製品の顧客となりうるメーカー (業種) 電機、工作機械、建築関連全般、造船、ロボット、組立産業、ラック、建機、設備機器等

      金属加工部品、精密加工部品の部品を使用・取扱いされる 電機・機械メーカーのほか、金属部品調達を日本または海外から仕入れされている現地日系企業等

      金属部品加工メーカー; 多品種少量生産が得意で、品質管理にも力を入れている加工会社

　　　　　　　●日時: 2016年10月5日(水)　<商談会>14:00～17:00 <情報交換会>17:00～19:00

　　　　　　　●場所: ホテル・マジェスティック・サイゴン 5F プリマボールルーム

2. 阪奈工業株式会社

　　　ベトナム・ホーチミン市で開催される「METALEX VIETNAM 2016」(2016年10月6日～8日)に、下記No.1～8の大阪企業が出展します。
　　そこで10月5日(水)、ホーチミン市内にて、ベトナム進出済の大阪企業も参加する【大阪企業と現地企業(日系&ローカル)との商談会&情報交換会】を
　　　開催します。下記大阪企業12社とのご商談・ビジネス交流にご興味をお持ち頂ける企業様は、是非ご参加ください！！

3. 株式会社北陸ヨシナカ

      精密金属加工、自動車部品加工(切削・プレス)および材料商社(流通）、ステンレス代理店・切削加工メーカー、建築金物、板バネ、織布製造会社 

      当社製品の売り先となりうる工作機械(ﾚｰｻﾞｰ加工機含む)、食品機械及び製造、医療機器、水処理関係。北部・中部については、販売代理店(日系)。

      金属製品（真鍮及びｽﾃﾝﾚｽ）の切削加工　

　　   製缶メーカー (タンクや熱交換器) (2) 機械加工会社 (3)中古機械を取り扱う会社 (4) ステンレススチール等の板材を取り扱う商社　

       当社取扱製品の顧客となりうる工作機械・建機・住宅設備機器関連、自動車関連、電機関連等、各種産業機械のメーカー。

6. 株式会社オオヤマ(VN: OOYAMA VIETNAM CO., LTD.)

  希望商談

1. EPC企業としての業務 (プラント全体のエンジニアリング: 機器設計製作＆外部調達→据付・建設工事→試運転→メンテナ
ンス)
2. 各種化学機器、装置の設計製作並びにメンテナンス(化学装置 / 環境設備機器 / 燃焼機器 / 超低温液化ガス関連)

 事業概要: 

4. 株式会社IBS(VN: IBS MANUFACTURING VIETNAM CO. LTD. )

5. 日本化学機械製造株式会社(VN: JCEM VIETNAM CO., LTD.)

  希望商談

7. 三栄興産株式会社

8. 伸榮産業株式会社

  希望商談
       工場全体の新規建設、改造、増設等や各種化学機器の購入やメンテナンス等を検討する企業 (工場設備に関連する事なら何でも対応)

希望商談:  

売 

売 

買 

売 

売 

売 

売 

希望商談:  

希望商談:  

希望商談:  

JP 

参加無料 

メタレックス出展 

買 

希望商談:  

希望商談:  

希望商談:  

希望商談:  

提携・協力 

売 

買 

メタレックス出展 

メタレックス出展 

現地進出済 メタレックス出展 

メタレックス出展 

メタレックス出展 

メタレックス出展 

現地進出済 メタレックス出展 

現地進出済 

買 

売 



■Website: (JP) http://ohtsuchemical.racms.jp/

        ポリウレタン素材板やソリッドタイヤ(車輪)のユーザー(製鉄所の自動車用鋼板ライン等)、機械メーカー、商社

■Website: (JP) http://www.nakanos-s.co.jp/index.htm

■Website:  (JP) http://www.sanei-1970.com/  (VN, EN) http://www.san-ei.vn/ 

金属プレス加工業、金属プレス金型設計製作業、2次加工。建築系水まわり部材、弱電等部材製造

企画設計・金型製造から、金属プレス・インジェクション成型・アッセンブリまで一貫内製・管理。

         自社技術を生かしたプレス金属加工部品及び金型製作

         材料の仕入れ先  【材質】ステンレス・鉄・アルミ・真鍮

■Website: (JP/Yamashin) http://www.yamashin.yamco.co.jp/  (JP/Yamco) http://yamcovn.com/index.php/ja

精密機械加工、およびステンレス・各種鋼材の材料調達 ※NC・MC機による精密機械加工

ご要望に応えることが可能。

       　 材料調達、金属加工を希望する企業

日 時: 2016年10月5日(水) 
＜商談会＞ 14:00 ～ 17:00  ＜情報交換会＞ 17:00 ～ 19:00

場 所: ホテル・マジェスティック・サイゴン　5F プリマボールルーム
＜住所＞ 

 ■お申込みは、 FAX： +81-6-6947-4326

　      もしくは　E-mail：oochin@mydome.jp  までお送り下さい。

■大阪企業とのホーチミン商談会・情報交換会 ＜ベトナム・ホーチミン展示商談会2016＞　申込: 2016年　 月　 日

[日本本社]
会社名(和文)

[日本本社]
所在地

[ベトナム支社]
会社名(英文)

[ベトナム支社]
所在地

TEL FAX

URL

業種 取扱品目

(フリガナ) (フリガナ)

ご担当者名① ご担当者名②

部署・役職 部署・役職

E-mail E-mail

■ご希望商談 (表面をご参照のうえ、商談を希望される大阪企業の番号と企業名をご記入下さい。)

No.

＊当日は、当機構からお送りする確認のe-mailを印刷し、受付へお持ち下さい。 ＊お2人以上ご参加の場合は、なるべくベトナム人スタッフ様とお越し下さい。

希望商談

12. 山進産業株式会社(VN: YAMCO PRECISION VIETNAM)    売

■事業概要:

希望商談

(特に難削材料の加工に自信あり)。ステンレスをはじめとする材料調達ルートを生かし、各種

11. 株式会社三栄金属製作所(VN: SAN-EI VIETNAM CO.,LTD. )       売  ・  買

■事業概要:

製造業/自動車および産業機械部品の精密切削加工業
材料、加工、熱処理、研磨、表面処理、組立迄の一貫受注。μm単位での 薄肉材の高精度加工。

希望商談

　　　　下記(1)～(7)のいずれかの条件を満たす企業。
(1) 丸物、角物、異形品の加工が出来る。サイズはφ30～φ150×150ミリ、φ10～φ250×200ミリ　(2) アルミ、鉄、ステンレス、真鍮の材料で旋盤
及びマシニングの切削加工ができる (3) 投影機、三次元測定機、面粗さ測定機、輪郭形状測定機etcを使い品質保証ができる (4) 幾何公差（例：
平行度、平面度、同軸度etc）　0.05μ以内の精度を保持できる (5) φ３～φ20、定尺材から自動複合機で切削加工ができる (6)  熱処理（高周波
含む）及び表面処理（亜鉛、ベーキング、三価メッキ、ニッケルメッキ等工業用メッキ）の対応及び品質保証ができる (7)  ミルシートと現品材料を確
実管理できている

希望商談

10. 株式会社中農製作所(VN: NAKANO SEISAKUSHO.,JSC) 　 買

■事業概要:

製造業/ポリウレタンゴム製品。多品種・小ロット製品を主体に、大型製品から小物、高硬度から低硬度
まで様々な材質で製造。自動車鋼板用のウレタンゴムロール、ソリッドタイヤ(車輪)、OA関連ローラ、
素材(板、丸棒)、型物、クリーニングブレード、現像ブレード、制振ダンパーやウレタン積層ゴム

9. オーツケミカル株式会社      売

　■大阪企業とのホーチミン商談会・情報交換会2016のご案内■

1 Dong Khoi St, Dist 1, Ho Chi Minh City　＜TEL> (84-8) 3829 5517

■事業概要
  /製品:

企業名 希望商談内容

＊情報交換会へのご参加は、お申込多数の場合、(1)大阪企業とのご商談をご希望の方を優先させて頂くこと、また(2)各社代表のお一人様に限定させて
    頂く可能性があります。何卒、ご了承下さい。

主催: 公益財団法人大阪産業振興機構、協力: ベトナム商工会議所ホーチミン支部 

希望商談:  

売 

希望商談:  

希望商談:  

売 
買 

希望商談:  

売 

現地進出済 

現地進出済 

現地進出済 

参加費無料 

MAP等は 

こちら→ 

買 


