■大阪企業とのホーチミン商談会・情報交換会2019■
7. UENO TEKKO VIETNAM CO., LTD.
(日本本社: 上野鉄工株式会社)

<<

参加者募集

!! >>

●日時: 2019年10月9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
10月10日(木)～12日(土)にベトナム・ホーチミン市で開催される「METALEX VIETNAM 2019」に、下記の大阪企業(表面/6社)が出展します。
そこで10月9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8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!!
＊大阪側参加企業(8社)の詳細は、下記のURLをご覧ください！

参加費無料

⇒⇒⇒ http://www.mydome.jp/files/event/vietnam_hochiminh_2019.pdf

大阪側参加企業プロフィール

希望商談内容

1. 株式会社富士製作所

売

メタレックス出展

URL: (JP) http://www.fuji-bearing.com/ (EN) http://www.fuji-bearing.com/english/
事業概要: 製造業/ベアリング・マテリアルハンドリング製品の製造
希望商談:
売
ベアリング・オムニホイール・メカナムホイール
[希望商談対象] AGVなどの製造メーカー、ローラー製造メーカー、キャスター製造メーカー

ベアリング

2. 畑ダイカスト工業株式会社

コンベヤコンポーネント

オムニホイール

売・提携

メタレックス出展

URL: (JP) https://www.hatadiecasting.com/
(EN) http://www.m-osaka.com/en/exhibitors/509/
事業概要: 製造業/亜鉛ダイカスト製造(超精密部品)
希望商談:
売
亜鉛ダイカスト部品
[希望商談対象]車部品メーカーや弱電、建材メーカー
(日系、ベトナムローカル、海外)
提携 弊社の製造ダイカストを販売してくれる商社・販売代理店
[希望商談対象] 商社(日系、ベトナムローカル問わず)

亜鉛ダイカストだからできる精密鋳造。薄肉、複雑形状部品の量産可能 寸法公差にこだわる亜鉛ダイカスト

3. 豊和工業株式会社

売

メタレックス出展

(EN) http://www.howa.co.jp/en/
URL: (JP) http://www.howa.co.jp/
事業概要: 製造業/空油圧機器製品(パワーチャック・回転シリンダー)の製造、販売
希望商談:
パワーチャック・回転シリンダ(空圧・油圧)
売
[希望商談対象]日本製の加工機械旋盤をご使用になられている、
自動車・二輪車部品加工メーカー様

パワーチャック

4. 神谷機工株式会社

パワーチャック

回転シリンダ

売

メタレックス出展

URL: (JP) http://www.kamiya-saw.co.jp/
事業概要: 製造業/切削工具・工業用機械刃物製造販売
希望商談:
鋼用チップソー、メタルソー、フィルム用特殊刃等々
売
[希望商談対象]顧客となり得る二輪・四輪部品メーカー、建機部品メーカー、
鉄鋼系材料商社及び加工業者。日系、ローカル両方可。

お客様の用途に合わせてフルオーダーによる工業用刃物を製造。
業界最高レベルの製造技術により、シャープな切削を実現。

木質系材料加工用刃物

5. さつき株式会社

売・買・提携

メタレックス出展

URL: (JP) http://www.satsuki.co.jp/
事業概要: 製造業/家電向け部品供給・OEM生産受託
希望商談:
(1)温水洗浄便座 (2)家電向け構成部品
売
[希望商談対象](1)衛生陶器メーカー・水洗メーカー・建築/建材メーカー: 購買をご検討頂ける企業
(2)精度の求められる部品やデザイン性重視のアイテム等の加工先を検討されている企業
買
家電向け構成部品(炊飯器、電子レンジなど調理機器全般やデジカメなどの構成部品）
[希望商談対象]上記部品のメーカー ※既に日系企業と取引実績がある企業であれば、なお可。
提携 温水洗浄便座
[希望商談対象]衛生陶器メーカー、水洗メーカー、建築/建材メーカー
およびトイレ関係や水回り製品を得意とされている代理店様

金属系切断用刃物

want to

want to

デジカメ部品

6. 株式会社山本金属製作所

メタレックス出展

温水洗浄便座

売・買

URL: (JP) https://www.yama-kin.co.jp/
(EN)https://www.yama-kin.co.jp/english/
事業概要: 製造業/工作機械・油圧機器・航空機向け金属加工部品および計測評価機器の製造・販売
希望商談:
売
(1)加工現象モニタリングツール「MULTI INTELLIGENCE®」
機械加工中の工具刃先の温度・振動をリアルタイムで計測、工具折損に至るまでの過程情報をモニタリング

買

(2)切削油監視システム「COOL-i®」
機械加工に使用する切削油の濃度・pH・温度を常時監視することが可能。
[希望商談対象]切削加工を行う金属加工業。切削油等を取り扱う油剤メーカー。日系、ローカル両方可
(1)金属材料(材質：炭素鋼、合金鋼等)の熱処理（焼き入れ・焼き戻し）
(2)切削工具(ドリル・エンドミル・リーマ等)用ホルダー
[希望商談対象](1)金属材料(材質：炭素鋼、合金鋼等)の熱処理(焼き入れ・焼き戻し)を行うメーカー
日系、ローカル両方可。
(2) 切削工具(ドリル・エンドミル・リーマ等) 用ホルダの製造・販売を行っているメーカー
日系、ローカル両方可。

加工現象モニタリングツール

MULTI INTELLIGENCE®

切削油監視システム

Coolant analyzer COOL-i®

7. 上野鉄工ベトナム/UENO TEKKO VIETNAM CO., LTD.

VN OFFICE

売・買・提携

(日本本社: 上野鉄工株式会社)

(JP)http://www.uenotekko.co.jp/
(VN)http://uenotekkovietnam.vn/
URL:
事業概要: 製造業/鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・チタンなどの2次元レーザ加工、曲げ加工、精密鈑金
希望商談:
レーザー加工部品及び曲げ加工品 精密板金
売
[希望商談対象]レーザ加工・曲げ加工を必要としている全ての製造メーカー。
建築・土木・機械製造・ライン製造・設備・デザイン等。日系、ローカル
買

提携

鋼板（SS・SUS・アルミ・真鍮等）
[希望商談対象]信頼のおける実績および日本企業に納品実績が有り、
納期・価格等がはっきりしている企業。日系、ローカル

レーザー部品/(左)真鍮・アルミ・SS・SUS (右)SUS

レーザー加工、曲げ加工
[希望商談対象]レーザ加工、曲げ加工の外注パートナーを探している企業。日系、ローカル

(左)ブラケット (中)ブラケットカバー (右)カバー

8. 中山三星建材株式会社ホーチミン駐在員事務所

VN OFFICE

売・買

(日本本社: 中山三星建材株式会社)
(JP) http://www.mitsuboshi-kenzai.co.jp/
URL:
事業概要: 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
希望商談:
軽量形鋼、電縫鋼管および建設関連製品
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

want to Sell

コーススレッド・スリムビス、加工番線・なまし鉄線・結束線、土嚢袋・ガラ袋・コンテナバック・
ブルーシート(軽量・厚手)、養生シート(紙)・柱養生カバー・養生プラダン、垂木止めクランプ・ボンジョイント・アンカーボルト12×400
[希望商談対象]金物店・建材店・ホームセンター
want to Buy

9. 株式会社伸幸精密金型製作所

売・買・提携

(JP) http://www.shinko-seimitsu.co.jp/
URL:
事業概要: 製造業/技術指導・委託製造、海外企業との協業/自動車・電子部品用精密プラスチック部品・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
希望商談:
金型および金型部品、金型技術(技術コンサルティング)
売
[希望商談対象]金型メーカーもしくは金型ユーザー
金型および金型部品
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 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

■大阪企業とのホーチミン商談会・情報交換会2019■
日 時:
会 場:

2019年10月9日(水) [商談会] 13:30～17:30 [情報交換会] 17:40～19:00
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
[住所] 1 Dong Khoi St, Dist 1, Ho Chi Minh City

MAP etc.
Info. →

[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。

FAX： +81-6-6947-4326 / E-mail：oochin@mydome.jp
■大阪企業とのホーチミン商談会・情報交換会2019■
会社名:

URL:

TEL:

FAX:

申込: 2019年

月

所在地:
業種:

取扱製品:

ご担当者名(1):

E-mail:

部署/役職:
ご担当者名(2):

E-mail:

部署/役職:

■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。)
企業名
希望商談内容
No.

＊当日は、当財団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。
＊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局

協力: ベトナム商工会議所 ホーチミン支部

日

