
●日時: 2017年10月11日(水) 

   　    [商談会] 13:30～17:30  [情報交換会]  17:40～19:00                  
●会場: ホテルマジェスティックサイゴン 5階　プリマボールルーム

* 大阪側参加企業(9社)の詳細は、下記URLをご覧ください！

URL: (JP) http://www.denkensha.co.jp/

事業概要:

希望商談: 売 1. プラスチック押出成型品、鋼線加工品　   2. CFRP(炭素繊維強化プラスチック)成形品

3. 電力通信設備向け資材(吊架材、保護材)

URL:

事業概要:

希望商談: 売

提携

3. 河川・海洋監視・橋梁・高速道、鉄道・原子力等の映像機器導入業者

URL: (JP) http://www.makishinko.co.jp/  (EN) http://www.makishinko.com/

事業概要:

希望商談: 売

2. スクリュージャッキ・電動シリンダーなどアクチュエータ   3. ベベルギヤボックス

URL: (JP) http://www.mishima-cra.co.jp/

事業概要:

希望商談: 売

提携

頂ける溶接機メーカー、あるいは販売店。

URL: (JP) http://takaishi-ind.co.jp/   (EN) http://takaishi-ind.co.jp/english/

事業概要:

希望商談: 売 工業用精密ゴムパッキン、Oリング、ゴム金具焼付品(水回り(トイレ・バス等)、ガス、油圧、空圧など)

買 金属部品、金属加工  1. (ゴム金具焼付品用の)金属部品製作   2. 鉄打抜加工
3. 青銅・黄銅・ステンレス切削加工   4. ゴムパッキン用金型

提携 ゴム金具焼付品用の金属部品の製作・調達や、鉄打抜、青銅・黄銅・ステンレス切削加工などの
加工ができ、商品企画・提案で協業できるメーカー。

URL: (JP) http://www.taharakk.co.jp/  (VN) http://taharavn.com

事業概要:

希望商談: 売 JIS規格ネジ類、金属部品(鉄、SUS、真鍮、アルミ)

提携 ボルト、ナット、小ネジ、金属部品の現地製造委託先

   http://www.mydome.jp/files/event/vietnam_hochiminh_2017.pdf  

大阪側参加企業プロフィール
希望商談内容

  10月12日～14日に、ベトナム・ホーチミン市で開催される「METALEX VIETNAM 2017」に、下記の
大阪企業(8社)が出展します。
 そこで10月11日(水)、ホーチミン市内にて【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、
ベトナム商工会議所のご協力のもと、開催します。
  大阪企業9社(商談会のみ参加含む)とのご商談・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!!

1. 軍・警察・消防・公共企業(電力・交通等) 2. 自動車、医療機器、防犯・監視カメラ・検査機器メーカー

1. 株式会社電研社 売

製造業/電力・通信用資機材、 CFRP部品の製造・販売

2. 株式会社インフォテック 売・提携

(JP) http://www.infotech-japan.co.jp/

製造業/電子機器(画像処理装置、画像鮮明化ソフト)の製造販売・コンサルティング

画像鮮明化装置の導入を検討頂ける企業　1. [監視／防犯カメラ関係] 軍・警察・消防・公共企業(電力・交通等)

2. [病院関係]胃カメラ、CTスキャン等  3. [自動車関係]塗装が発生する製造ラインや、自動車部品への組込等

画像鮮明化装置を組み込めるような製品／サービスを製造・取扱、また開発を希望されている企業

6. 田原株式会社

    TAHARA VIETNAM CO., LTD.
売・提携

製造業/ネジ類卸、金属部品、プレス

売

製造業/各種精密ゴムパッキン・合成ゴム精密成形品・ゴム金属焼付け品　製造・販売

製造業/バット溶接用電極・金属線加工機器（曲げ、溶接、切断、面取り、及びそれらの複合機）の製造・販売

バット溶接用電極の導入をご検討頂ける、鉄・ステンレス線材の曲げや溶接を行う加工業者、または溶材業者

バット溶接用電極の受託製造(一部・全部)、あるいはスポット溶接機のオプション品として取扱って

5. 高石工業株式会社

    TAKAISHI INDUSTRY CO., LTD./VIETNAM FACTORY
売・買・提携

3. 株式会社マキシンコー

製造業/各種減速機、ジャッキ、ベベルギアボックス等の製造・販売

1. ウォーム減速機・精密遊星減速機など各種減速機

4. ミシマクラフト有限会社 売・提携

参加費無料

■大阪企業とのホーチミン商談会・情報交換会2017■
<<参加者募集!!>>

VN OFFICE

VN OFFICE

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

メタレックス出展

メタレックス出展



URL: (JP) http://www.uenotekko.co.jp/

事業概要:

希望商談: 売

買

提携

URL:

事業概要:

希望商談: 売

買

3. 段ボールケース・パレットなど副資材のメーカー

URL: (JP) http://www.inc-amt.com/

事業概要:

希望商談: 売

買

提携

日 時: 2017年10月11日(水)    [商談会] 13:30～17:30  [情報交換会]  17:40～19:00            

会 場: ホテルマジェスティックサイゴン 5階　プリマボールルーム

■大阪企業とのホーチミン商談会・情報交換会2017■　　　　　　　    　 　　申込: 2017年　 月　 日

URL:

TEL: FAX:

所在地:

取扱製品:

E-mail:

E-mail:

■ご希望商談 (リストをご参照のうえ、ご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。

FAX： +81-6-6947-4326 / E-mail：oochin@mydome.jp

会社名:

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

業種:

ご担当者名(1):

部署/役職:

ご担当者名(2):

部署/役職:

企業名

表面処理、鋳物、樹脂成形、焼入、アルマイト処理等

■大阪企業とのホーチミン商談会・情報交換会2017■

[住所] 1 Dong Khoi St, Dist 1, Ho Chi Minh City

[TEL] (84-8) 3829 5517 

下記の申込書に必要事項をご記入の上、FAXもしくはE-mailにてお送りください。

売・買・提携

製造業/精密機械部品・機械装置の設計・製作・加工

1. オーダーメイドによる機械装置の設計・製作   2. 精密機械部品の加工
3. 設計技術などのコンサルティング   4. 内職加工・手作業等 (アセンブリ、袋詰め等)

金属材料(ステンレス、アルミ、SS磨、真鍮、銅)

製造業/金属加工部品や締結部品(鉄・ステンレス)、表面処理業/溶融亜鉛めっき

1. 金属加工部品や締結部品(溶融亜鉛めっき付座金・ボルト類・ナット) 2. メッキ加工(溶融亜鉛めっき)

1. 薬品類(塩化アンモニウム・苛性ソーダ・オルソ・β剤・硫酸・塩酸など)  2. 工具類

9. 株式会社AMT

    NIKKEN VIETNAM CO., LTD.

鋼板（SS・SUS・アルミ・真鍮等）

レーザー加工、曲げ加工

8. 和光金属工業株式会社

    WAKO VIET NAM CO., LTD.
売・買

(JP) http://www.wako-kinzoku.co.jp/　(EN) http://www.wako-kinzoku.co.jp/en.index.html

7. 上野鉄工株式会社

    UENO TEKKO VIETNAM CO., LTD.
売・買・提携

製造業/鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・チタンなどの2次元レーザー加工、曲げ加工、精密鈑金

レーザー加工部品及び曲げ加工品　精密板金

METALEX VTN

VN OFFICE

METALEX VTN

VN OFFICE

VN OFFICE

MAP etc.

Info. →


