
●日時: 2018年10月10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(12社)の詳細は、下記URLをご覧ください！
       http://www.mydome.jp/files/event/vietnam_hochiminh_2018.pdf

大阪側参加企業プロフィール 希望商談内容

URL: (JP) http://www.fujidensan.co.jp/　(EN) http://www.fujidensan.co.jp/fds/ehtml/company.html

事業概要:

希望商談: 売 電子部品(電源IC)、金属加工品(ヒートシンク、板金、アルミダイカスト)、コイル、リレー、アレスタ、遮熱塗料(材料)

[希望商談対象]現地事務所が無くても対応可能な日系企業。日系企業向けに製造しているベトナム企業。
買 ヒートシンク、板金、アルミダイカスト製品、電子部品、プラスチック樹脂成型品、大型リアクトル

[希望商談対象]当社が希望する品質・加工内容にご対応可能なメーカー(詳細は、上記「大阪側参加企業」URLをご参照ください)

URL: (JP) http://web-fuji.com/

事業概要:

希望商談: 売 フォトエッチング加工による薄板(t＜1.0mm) 精密加工および各種銘板

[希望商談対象](1)家電  (2)自動車部品  (3)医療バイオ関連  (4)光学機器  (5)有機EL開発  等

URL:

事業概要:

希望商談: 売

　　　　　　　FA用設備機械を製作している企業 (2)金属切削加工、FA用設備機械を製作している企業

提携

[希望商談対象]弊社ハンドプレス、インパクトプレス、精密用エアチャックの販売代理店

URL: (JP) http://www.nakaumi.com/

事業概要:

希望商談: 売

[希望商談対象]ねじバイヤー(ヨーロッパ、アメリカ、中東、ベトナムローカルサブコン)

買 鉄線材、ステンレス線材

[希望商談対象]材料メーカー(SS, SUS)、線材商社、および伸線業者

提携 メッキ加工

[希望商談対象]メッキ業者

URL: (JP) http://www.mitsuboshi-kenzai.co.jp/

事業概要:

希望商談: 売

[希望商談対象]建築鋼材加工ユーザー、フォーミングメーカー

買 線材二次製品・建築金物(アンカーボルト、なまし鉄線、丸釘、スクリュー釘)

[希望商談対象]線材二次製品加工メーカー・建築金物加工メーカー

提携

[希望商談対象]フォーミングメーカー等(高品質・高歩留り・徹底した製造管理においてパートナーシップを組みたい)

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

事業概要:

希望商談: 売 CDスタッド溶接機およびCDスタッドボルトを中心としたファスナー製品

[希望商談対象]溶接機と消耗品であるCDスタッドボルトの販売と同時に、メンテナンス、修理も行うことが

　　　　　　　できる販売代理店。精密板金業、板金加工業などに販路を持つ販売代理店。

URL: (JP) http://www.rd-stuff.com/   

事業概要:

希望商談: 売 (1)自社開発製品: 木工バイタルセンシング型呼吸デバイス"kitoki"、学習型IoTアルコールガジェット"TISPY"

(2)回路、基板、機構設計、ソフトウェア開発など各種設計業務

[希望商談対象](1)健康関連商品に興味のあるバイヤー (2)自動車部品、医療、家電業界等の現地法人
買 金属加工/樹脂・ゴム加工/基板製作・実装・組立・梱包で量産対応可能なメーカー(製造/組立/梱包まで、小ロット量産含)

[希望商談対象]家電・自動車・医療・産機業界で、日本企業の量産実績があるメーカー(小ロット対応が可能なメーカー)

提携 (1)弊社自社製品の販路拡大  (2)弊社自社製品の量産対応が可能なメーカー(量産・組立・梱包）

[希望商談対象](1)販売代理店 (2)量産対応可能な工場をお持ちの企業

URL: (THS) http://www.taiyo-spring.co.jp　(VTS) http://vinataiyo-spring.com/?lang=ja

事業概要:

希望商談: 売 各種薄板バネ及び精密プレス部品

[希望商談対象]二輪車･自動車(自動四輪車部品メーカー、二輪メーカーまたはそのTear1メーカー等)、

　　　　　　　IT産業、家電、農機具、建機、文具など

8. 株式会社大洋発條製作所
  　 VINA TAIYO SPRING CO., LTD.

売

製造業/各種薄板バネ及び精密プレス部品の製造販売

1. 富士電機産業株式会社 売・買

商社/電気機械器具卸売業

7. 株式会社スタッフ 売・買・提携

製造業/製品開発設計から試作、量産まで「製品開発トータルソリューション」

売・買・提携

製造業/CDスタッドおよびCDスタッド溶接機の製造・販売

製造業/軽量形鋼、電縫鋼管および建設関連製品の製造・加工と販売

軽量形鋼、電縫鋼管および建設関連製品

フォーミング製品、線材二次製品

6. 株式会社日本フラッシュ 売

4. 中海鋼業株式会社
      NAKAUMI VIETNAM CO., LTD.

製造業/長ねじ、寸切ボルト、全ねじ、寸切等の製造・販売

全ねじボルト、インサート、企画品(ご要望に応じた加工・サイズ・鋼材の特殊ネジ・部品等)

5. 中山三星建材株式会社 売・買・提携

[希望商談対象](1)弱電、電機、輸送機器系メーカー、現地で部品アッセンブリを行なっている企業、

ハンドプレス、インパクトプレス、精密用エアチャック

2. 冨士精密工業株式会社 売

製造業/フォトエッチング加工

3. 仲精機株式会社 売・提携

  10月11日(木)～13日(土)にベトナム・ホーチミン市で開催される「METALEX VIETNAM 2018」に、下記の大阪企業(表面/8社)が出展します。

  そこで10月10日(水)、ホーチミン市内にて【大阪企業と現地企業との商談会&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12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!!

(JP) http://www.nakaseiki.co.jp/

製造業/精密部品加工、ハンドプレス、エアチャックの製造・販売

(1)ハンドプレス、インパクトプレス (2)精密用エアチャック

参加費無料

■大阪企業とのホーチミン商談会・情報交換会2018■
<< 参 加 者 募 集 !! >>

VN OFFICE

メタレックス出展

want to Sell

want to Buy

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

メタレックス出展



URL: (JP) http://www.hannakogyo.co.jp/     (EN) http://www.hannakogyo.co.jp/en/

事業概要:

希望商談: 売

[希望商談対象] 製造設備メーカー、FA関連企業

買

URL: (JP) http://www.kotobukikk.com/   (EN) http://www.kotobukikk.com/english/ (VN) http://www.kotobukikk.com/vietnamese/

事業概要:

希望商談: 売

買

提携

URL:

事業概要:

希望商談: 売

[希望商談対象]金型メーカーもしくは金型ユーザー

買

[希望商談対象]金型メーカーおよび部品加工メーカー

提携

URL: (JP) http://www.eleshack.co.jp/index.html  (VN) (in preparation)

事業概要:

希望商談: 売

買

(2)金属加工品(プレス、切削、鋳造、塗装、溶接)

提携

日 時: 2018年10月10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

URL:

TEL: FAX:

所在地:

業種: 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。

(2)電機機器(ヒーター、FA機器、制御機器、表示機器、電源、通信機器) (3)各種デジタルサイネージ

[希望商談対象]水及び環境関連機器を提供できる企業、弊社設計製品の製作及び施工ができる企業

[希望商談対象]用排水処理の分野について弊社設計製品関連のビジネス(製作及び製造)が組める企業

(2)各種電気製品の製品メーカー(弱電メーカー、セットメーカー、EMSメーカー)(3)商業施設建設関連企業(デジタルサイネージ等)

11. 株式会社株式会社伸幸精密金型製作所 売・買・提携
(JP) http://www.shinko-seimitsu.co.jp/

金型および金型部品、金型技術(技術コンサルティング)

金型および金型部品

12. 東亜無線電機株式会社
   　  TOA MUSEN VIETNAM CO.,LTD.

金型および金型部品

[希望商談対象]金型メーカー ※現地で金型～成形～組立まで、ワンストップ生産を行えるパートナー

売・買・提携

製造業・商社/電子部品・電子機器・通信機器・情報機器の製造・販売

(1)電子部品(抵抗器、端子台、コネクタ、スイッチ、コンデンサー、ノイズキラー、サージキラー、ヒートシンク)やその他輸入品

[希望商談対象](1)電機設備の生産メーカー(制御盤メーカー、強電設備メーカー、住宅設備メーカー、プラント設備メーカー)

9. 阪奈工業株式会社 売・買

商社/金属加工部品、精密加工部品の調達・品質管理・検査(成分分析まで)・販売

(1)金属加工部品 (2)精密加工部品

(1)機械加工部品 (2)精密加工部品 (3)板金部品 (4)ゴム部品など

[希望商談対象]自社で金属加工している企業。単品加工が得意で、熱処理や表面処理も一貫対応できる企業

10. 壽環境機材株式会社
   　  The Representative Office of KOTOBUKI KANKYOH KIZAI CO., LTD in Hanoi City

売・買・提携

製造業/総合水処理・エンジニアリング

水環境ソリューション(排水処理設備、用水処理設備、洗浄設備、リサイクル設備)

[希望商談対象]用排水処理についてコスト削減・省人化等を検討している企業

水処理設備用環境関連製品(ポンプ、ブロワー、測定器等)、水処理設備用製缶品

建設会社、用排水設備の製作及び加工

製造業/技術指導・委託製造、海外企業との協業/精密プラスチック金型、精密金型部品、プラスチック部品向けの

精密金型の設計製造

(1)各種電気部品(抵抗器、端子台、コネクタ、スイッチ、コンデンサー、ノイズキラー、サージキラー、ヒートシンク)

デジタルサイネージ

■大阪企業とのホーチミン商談会・情報交換会2018■

[住所] 1 Dong Khoi St, Dist 1, Ho Chi Minh City   [TEL] (84-8) 3829 5517

[希望商談対象] 電気部品メーカー及び代理店、品質に自信がある金属加工メーカー

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。

[希望商談対象]商業施設やプラントを設計及び生産されている企業様

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

会社名:

希望商談内容

■大阪企業とのホーチミン商談会・情報交換会2018■　　    　　　　　　　　　　　　　　 　　申込: 2018年　 月　  日

＊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場合があります。 何卒、ご了承ください。

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

ご担当者名(1):

部署/役職:

ご担当者名(2):

部署/役職:

企業名

MAP etc.
Info. →

VN OFFICE

VN OFFICE


