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再び注目を集めるダナン
日本企業の進出状況
ベトナム中部最大の都市として知られるダナン市が様々な面で注目を集めている。先日の米朝会談の候補地とし
て名前が挙がった事例もそうであるが、ダナンが持つ特性に対する評価が急上昇。観光から投資といった幅広い分
野で人気が高まっている。成田空港との直行便が毎日就航へと増便(今年１月)、ダナン空港と中部空港との提携(２
月)、堺市との姉妹都市締結(同)、2020年１月には日本領事事務所の開設が予定されるなど、日本との関係強化も進
んでいるがこれも同じ文脈である。
当然、外資企業による有望な進出先としても人気は高まっている。生産コスト上昇や米中貿易摩擦といった諸問
題による生産移管の流れのなかで、豊富で安価な労働力、利便性、地理的優位性などが評価を得た。
ここではダナンの進出環境と日本企業の進出動向を紹介する。
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10.0%

のがある。治安の良

8.0%

さも含め、ハノイや

6.0%

「様々な顔を持つカメレオン都市｣｡

ホーチミンから来る

ベトナム経済研究所主任研究員でダ

日系企業の担当者は

4.0%

ナン駐日代表部の主任統括官の北川香

皆「別の国に来たよ

2.0%

織氏はダナン市をこう表現する。政

うだ」との感想を抱

0.0%

治、経済、環境、産業、観光といった

くほどである。

ダナン

12年
9.1%

13年
8.1%

14年
9.3%

15年
9.8%

16年
9.0%

17年
9.0%

ベトナム

5.0%

5.4%

6.0%

6.5%

6.2%

6.8%

各要素において、多くの都市はそのい

第４に製造業・Ｉ

ずれかに傾くものだが、ダナンはそれ

Ｔ産業、サービス産
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業の投資先としての
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境は良好であり、投

500
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政府との適度な距離感があり、ハノ
つ。行政改革指数も極めて高い。
第２にベトナム中部の経済・産業、
教育、文化の中核都市としての顔。

加している。
そして世界有数の
いう顔。日本だけで
なく中国、韓国での

40校以上も存在し優秀で若い労働力

人気は高く、外国企

が豊富に輩出されるほか、経済・産業
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ダナンに対するFDI動向
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「渋滞が少ない｣「空港、街、工業団

■ダナンハイテクパークの概要と恩典

地、港湾がコンパクトにまとまってい

規模

総面積：1,128ha
・ハイテク製品製造エリア：142ha
・裾野産業関連：30.8ha
・R&D、職業訓練：95.6ha
・技術インフラ：7.2ha
・ロジスティクス、ハイテクサービス：28.2ha
・公園、スポーツ施設：56.9ha
・行政地区：41.9ha

入居条件

・定められた58のハイテク技術のいずれかを利用し、かつ114の
ハイテク製品のいずれかを製造すると認定される

主な対象分野

・農業、漁業およびヘルス分野のバイオテクノロジー
・マイクロエレクトロニクス、エレクトロニクス技術
・精密オートメーションと機械技術
・新材料技術、ナノテクノロジー、新エネルギー
・情報技術・通信およびソフトウェア
・環境技術、石油化学製品技術、およびその他の特殊技術

入居企業

合計：15案件、39億ドル、82ha
・日本企業：東京計器、丹羽鋳造、ヤマトミシン製造、初田製
作所
・その他：エステック(ベトナム：FA機器、シーメンス機器な
ど)、ロンハウ(ベトナム：レンタル工業団地)、Danapha(ベトナ
ム：医薬)、Dentium(韓国：インプラント)、QCM(ベトナム：食品
加工機械)、Atoma Technology(ベトナム：FA、セキュリティ機
器)、UAC(米国：航空機部品)、アルトン(香港：エレクトロニク
ス)

法人税
(通常は20％)

・優遇税率10％を15年間適用
(利益が発生した年から)
・４年間免税＋９年間の50％減税
(課税所得が発生した年から＆上記優遇税率開始時から４年以内
に開始しなくてはならない)
・３兆ドン以上の資本規模を有する案件は優遇税率10％が30年間
適用

る」といった魅力についても、ダナン
を知る人が口を揃える点である。

投資先としてのダナン
18年のFDI額は前年比2.2倍
ダナンに対する外資直接投資(FDI)
はここ数年、右肩上がりの成長が続い
ているが、なかでも2018年は飛躍的
な増加を見せた年となった。
同年のFDIは291件、３億1,180万ド
ル。件数ベースでは前年比59％増、
金額ベースでは2.2倍と膨らんだ。
2018年12月までの累計件数は635
件、51.4億ドル。国別で見るとシン
ガポールが全体の28％ともっとも多
く、次いで日本(23％)、米国(17％)、
韓国(８％)となっている。業種別で
は不動産が54％、製造・加工が32％
となっており、この２業種で全体の
86％を占める状況である。

日本企業の投資動向
日本企業による投資は、製造とＩＴ
の２分野が中心である。2018年12月

土地賃貸料
・ハイテク製造：２年間免除
(生産：～0.36ドル/㎡/年、
・裾野産業：２年間半減
サービス等：～0.45ドル/㎡/年)
インフラ使用料

・製造・開発・育成：2年間免除＋４年間半減
・裾野産業：２年間半減

関税

・投資プロジェクトの固定資産の形成のための輸入に対する関税
は免除
・生産開始日から5年間、ベトナム国内で生産できない原料、物
資、部材の輸入に対する関税は免除

までの外資による累計投資件数は153
件、金額は6.54億ドル。件数ベースで
は36％が製造、ＩＴが25％とほとん

は完成品メーカーの多くが、ハノイや

ど拮抗しているが、金額ベースでは製

ホーチミン周辺に進出していることか

ダナンハイテクパークは、ベトナム

造が76％、ＩＴが13％と大きな差が

ら、こうした拠点への供給を行う企業

国内の３つのハイテクパークのひとつ

ついた。

はその周辺に進出しているためと見ら

で、2010年に認可を受け開発が進め

れる。

られているSEZである。ハイテク産業

同市への投資は、他のアジア都市と

「ダナンハイテクパーク」である。

同様に製造・加工業を中心に始まった

ダナンに進出する製造業の多くは、

や科学技術の振興を目的とし、入居企

が、10年前からＩＴ企業の進出が目

完成品メーカーでなければ、部品・部

業には行政手続きの支援や様々な投資

立つようになり、今日ではサービス業

材メーカーによる輸出拠点としての進

優遇政策が設けられている。総面積は

や観光業など幅広い分野での投資が行

出が中心となっている(加工業は現地

1,128haと広大であり、ハイテク製造

われるようになった。

向けが多い)。

エリア、裾野産業製造エリア、物流エ

製造業の投資を個別に見ると、マブ
チモーター、住友商事、エースコック
といった大企業から中小企業まで幅広

ダナンハイテクパーク
日本企業は４社が進出

リア、行政エリア、住居エリアなどが
設けられており、完成時にはさながら
ひとつの「街」を形成することになり

く投資が行われていることがわかる。

本誌16ページ～21ページに掲載し

他の進出地同様、完成品メーカーの

た進出企業例にあるように、日本企業

ダナン市街地から22㎞、ダナン空

大型投資を中核として周辺企業の投資

の投資は、製造業であればいずれかの

港から17㎞、ダナン港から25㎞とい

が集まるという構図も見られないこと

工業団地、ＩＴ企業はソフトウェア

う恵まれた立地にあるうえ、近場の

もないが、ハノイやホーチミンと比

パークに集中して実施されている。

リエンチエウ港の整備も計画されるな

べ、現地の大手メーカーへの供給を目

なかでもダナン市がもっとも誘致に

的とした企業の進出は少ない。これ

力を入れ、恩典を充実させているのが

そうだ。

ど、交通インフラ面でも優れる。
入居企業には、様々な恩典(表参照)
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が与えられるほか、土地リース料も格

日本企業だけではない。

このほど

み。こうした状況から、拡張ホアカム

段に安価で提供されるほか、各種手続

航空機部品メーカーの米国ユニバー

工業団地、ホアニョン工業団地、ホア

きに関してもワンストップサービスが

サルアロイがハイテクパーク内に進

ニン工業団地の建設が計画されてい

行われるなど様々な面でのバックアッ

出を決定。計画によると工場の総面

る。

プが受けることが可能となっている

積は1.67ha、2019年から26年にかけ

加えてこのほどダナンＩＴパークが

ただ同パークに入居するためには、

て２段階の投資を予定。2021年には

落成している。同パークはベトナムの

定められたリストに掲載されている

2,500万ドル、2022年には8,200万ド

シリコンバレーを目指すべく計画され

58分野のハイテク技術と114のハイ

ル、2026年に1.8億ドルの航空機部品

たもので総面積341haという規模。

テク製品として認定を受ける必要があ

の輸出を目指している。

る。

このほど完成したのはフェーズ１分

当初はボーイングの787、777、お

の131haで投資額は8,200万ドル。今

ダナン駐日代表部によると、入居企

よび737航空機に胴体コンポーネント

後フェーズ２として2.9億ドルを投じ

業は15件、投資額は39億ドル、入居

を製造するほか、ロールスロイスのダ

2323年までに210ha分を完成させる

面積は82万㎡。１件当たりの入居面

ナン工場にエンジン部品を供給する。

計画となっている。

積は、他の工業団地のそれよりも広く
なる傾向が顕著だ。

ユニバーサルアロイは、現地で製造
されたアルミニウム押出材と輸入し

ソフトウェアパークも
増設が決定

日本企業では東京計器、丹羽鋳造の

たアルミニウム板から部品を機械加

２社が入居し操業済みで、ヤマトミシ

工・表面処理し組み立てを行う。従

製造業と並び、ダナンに対する日本

ン製造も進出を計画している

業員650人から開始、第２フェーズで

企業の投資の中核をなすＩＴ企業の進

1,200人まで増員する。

出先となっているのが、ダナンソフト

東京計器は進出当初、ホアカインの
レンタル工場「Daiku-JV」で製造して
いたが、事業の本格化に伴いハイテク
パークに工場を移転。2015年から電
磁弁の生産を開始している。

工業団地の整備計画も多数
ＩＴパークのフェーズ１が落成

ウェアパークと呼ばれる２棟のビルで
ある。
ソフトウェアパークはダナン市ハイ

ダナンに存在する工業団地として

チャウ区タックタン街区に立地し、面

なおロンハウ(LHC)が同パーク内で

は、ホアカイン工業団地、ホアカム工

積は１万㎡。ＩＴ企業75社が入居。

建設を予定しているレンタル工場に

業団地、ダナン工業団地が著名である

2017年の売上高は推定で55億円にの

は、消火器メーカーの初田製作所(京

が、そのいずれもすでに新規の入居は

ぼり、同市のＩＴ事業による売上高の

都)の入居が決まっている。

不可能である。もっとも多く日本企業

10％近くを占めている。入居する企
業の半数以上が日本企業である。

LHCが建設を予定しているレンタル

が入居しているのはホアカイン工業団

工場は、投資額50億円、総面積30ha

地で、次いでホアカム工業団地となっ

規模となる見込み。初期投資額を抑え

ている。

すでに満杯であり、新規の入居はで
きない状況にあるため、同地では第２

て事業を開始したい企業にとってメ

現在入居が可能なのは、拡張ホアカ

ソフトウェアパークの建設が計画され

リットの大きな受け皿となりそうだ。

イン工業団地とリエンチエウ工業団

ている。建設地はハイチャウ区。同

ハイテクパークに注目しているのは

地、そしてダナンハイテク工業団地の

プロジェクトでは、15haの用地に従
業員8,000

■ダナンの工業団地などの状況
施設名

規模

ホアカイン工業団地

入居率

入居企業数

うち外資企業

総投資額
(百万ドル)

人を収容で

外資投資額
(百万ドル)

きるオフィ

394ha

100%

216

59

317,944

711,880

77%
購入可能

スを建設。

132.6ha

25

14

26,866

175,700

20階建ての

96ha

100%

66

11

52,323

78,077

高層ビルや

120ha

計画

-

-

-

-

低層ビル、

289.4ha

65%
購入可能

29

2

202,565

70,200

公園、ICT

ダナン工業団地

50.1ha

100%

47

13

41,686

32,821

水産加工工業団地

50.6ha

99%

53

6

46,788

6.508

1,128．4ha

購入可能

15

-

3,900

-

場などを併

ホアニョン工業団地

400ha

計画

-

-

-

-

設する計画

ホアニン工業団地

400ha

計画

-

-

-

-

となってい

ＩＴパーク

341ha

購入可能

-

-

-

-

る。

第１ソフトウェアパーク

2.6ha

100%

-

-

-

-

第２ソフトウェアパーク

5.26ha

計画

-

-

-

-

拡張ホアカイン工業団地
ホアカム工業団地
拡張ホアカム工業団地
リエンチエウ工業団地

ダナンハイテクパーク
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関連の商業
施設、駐車

観光業でも盛り上がりが本格化
超高級ヴィラ「プルクラダナン」運営の西川彰二社長に聞く
今後、新たな投資が加速する分野
として期待されるのが観光業と不動
産業である。観光都市としての評
価は以前から高い同地であるが、
日本においても2014年に成田から
の直行便が就航したのをきっかけに
人気が上昇、注目が集まっている。
同地にはＰ＆Ｉエンタープライズが
2014年に日本企業初の観光業とし
て進出。シーズン中は満室となる人
気を誇っている。また、このほど新
たにホテル三日月が進出を決定。今
年１月にはダナン市所有の土地13万
㎡分を取得。120億円を投じてベト
ナム人を対象に３世代が楽しめるス
パホテルを建設する計画となってい
る。

超高級ヴィラ
「プルクラダナン」
Ｐ＆Ｉエンタープライズが運営す
る「プルクラダナン」は、ダナンの
ノン・ヌォック・ビーチ沿い10haと
いう広大な敷地内にわずか31棟とい
う贅沢な間取りで運営されている超
高級ヴィラである。
306㎡のプールガーデンヴィラが
14室、296㎡のプールラグーンヴィ
ラ11室、306㎡のシーフロントヴィ
ラ４室、そして875㎡のシーフロン
トツーベッドルームヴィラ２室とい
う構成で、すべてプライベートプー
ル付きという豪華さだ。
日本食レストランを含む２つのレ
ストランを構内に整備しているほ
か、日本人駐在員が常駐しており、
日本人をターゲットとする経営を
行っている。
日系企業としては初、外資企業と
しても早い段階で進出したこともあ
り、進出当時は数多くの困難にも直
面したが、現在は極めて順調に経営
されている。
その施設の美しさや、高品質な
サービスは評判を呼び、最近ではお
笑いタレント「ますだおかだ」の岡
田圭右の娘でタレントの岡田結実さ
んの写真集の撮影場所となるなど、
注目が集まっている。
プルクラダナンを運営するＰ＆Ｉ

エンタープライズの西川彰二社長に
直近の状況を聞いた。
――プルクラダナンの直近の状況は
いかがですか？
西川彰二社長(以下、西川社長) 利
用者は2014年の進出当初と比較し
て20倍に増えた。２月から８月の乾
期は利用が多く、とくにシーズン中
は満杯状態。日本人客が９割を占め
ている。
――とくに力を入れていることは？
西川社長 日本人客に安心して貰え
るように日本人駐在員が24時間体制
で対応しているほか、ベトナム人で
も日本語対応が可能な従業員をそろ
えている。
日本にいる時とはまったく異なる
時間を過ごしていただきたいと考えて
おり、テレビの設置もレストルームだ
け。窓から見える景色が「一枚の絵」
であるというコンセプトを持ってお
り、部屋には装飾としての絵も置いて
いない。すべてを忘れて楽しんでもら
えるよう心がけている。

日々変わるダナン
――進出当時とダナンの状況は変わ
りましたか？
西川社長 ダナンは日々変わってい
る。インフラも急速に整備されてき
た。
とくに観光地としてすさまじいス
ピードで充実が進んでいる。進出当
時はホテルも少なく、土産物屋もな
かった。
今はホテルが多数進出しており、
土産物屋もできた。ショッピングは
観光客の大きな楽しみのひとつであ
り、満足度も高まっている。
――ホテルが増えることは競争相手
が増えるということでは？
西川社長 まだまだ需要はあり、
ニーズの食い合いが発生する状況で
はない。むしろ観光業の発展はプラ
ス。中世のフランス風テーマパーク
「バーナーヒルズ」や、世界最長・
最高高低差でギネスに認定された

Ｐ＆Ｉエンタープライズの
西川彰二社長
ケーブルカーのオープンなど観光資
源も充実してきた。
――今後の取り組みとしては？
西川社長 雨期でも楽しんでもらえ
るようにアクティビティの充実を考
えている。ヨガや太極拳を楽しむ
コースを開始したところ好評をいた
だいている。今後はベトナムのラン
タン作りや、ベトナム料理を作って
食べてもらうアクティビティを用意
したい。

超高級ヴィラ「プルクラダナン｣
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ダナンをグローバル輸出拠点と位置付けるグローブライド
「世界のダイワ」ブランドを支える一大拠点に
「ダイワブランド」の釣具メーカーとして知られるグローブライドは、2005年にダナンのホアカイン工業団地に
進出。同拠点は現在、日本向けだけでなく米国や中国、韓国、欧州向けの輸出拠点として位置付けられ、同社のな
かでも重要な地位を占める中核工場となっている。
岩間伸一フィッシング生産本部・調達管理部長は、現地法人「ダイワベトナム」の立ち上げに関わり、長く社長
を務めてきた経緯を持つ。極めて早期にダナンに進出し、長く現地でネットワークを構築してきたことから、他の
日本企業からもダナン進出についての相談を受けるほどの「ダナン通」である。
ここではダイワベトナムを紹介するとともに、岩間部長に対するインタビューを掲載する。

2,500㎡にも及ぶ第１工場はすでに生
産能力の限界点に到達。
2018年には第２工場として敷地面
積１万8,000㎡を新たに稼働したばか
り。稼働した第２工場の第１フェーズ
分は建屋面積2,800㎡であるが、すで
に年内の第２フェーズ分の着工も視野
に入っている。

たしている。
規模的には国内が依然として圧倒的
増産続くダイワベトナム
な比率を占めるものの、成長エンジン
となっているのはアジア市場を中心と
ダイワベトナムは、2005年に設
した海外であることが見て取れる。
立、2006年から生産を開始してい
好調の要因のひとつに、アジア市場
る。扱っているのは普及品～中級品と
の成長があることは間違いない。中国
呼ばれる価格帯のリールとロッド。従
や韓国、マレーシアやタイで需要が拡
業員は2,650人で、日本人はたった８
大。とくに中国では都市部の裕福な若
人に過ぎない。
世界戦略の中核拠点としてのダナン 者達の間で「バス釣り」が流行、大き
同拠点の特徴は徹底した内製化だ。
なブームとなりつつあるという。
33台の樹脂成形機をはじめプレスマ
ただ、これら市場の取り込みに成功
シンや各種工作機械を揃えるだけでな
同社の釣具は、日本市場だけでなく世
しているのは同社の戦略のなせる技
く、金型製造についても設計用CADか
界的にも人気が高く、海外売上高は極め
だ。中国においても中国人のバスプ
ら金型用のマシニングセンタ、ダイカ
て好調に推移している。なかでも成長を
ロ(職業としてバスフィッシングに携
ストマシンなど各種の製造設備を取り
牽引しているのがアジア市場である。
わりタレント的な影響力を持つ)と契
そろえている。
同社の2018年３月期の連結決算に
約。中国市場に対する製品のアピール
同工場では増産に次ぐ増産を重ねて
よると国内売上高が前年比5.3％増の
を行っていることが効を奏していると
おり、2017年から2018年にかけて、
660億円であるのに対し、アジア・
のこと。こうした取り組みは日本、米
ロッドの生産量は３割増、リールは５
オセアニアは23.6％増の241.7億円、
国でも行ってきた成功メソッドだ。
割増と高い伸びを示している。
米州も19％増の52.4億円、欧州も
お膝元のベトナムにおいては、ホー
敷地面積６万㎡、総建屋面積３万
11.8％増の94.2億円と高い成長を果
チミンでアンテナショップ的な販売
を行っているに過ぎないが、富
■ダイワベトナム概要
■その他のグローバル拠点
裕層を中心に同社製品の利用は
法人名 ダイワベトナム
製造拠点 ダイワセイコー(タイランド)
Daiwa Vietnam Limited
東莞達億瓦体育用品
広がっており、越境ECにより入
設立
2005年9月
中山達億瓦運動器材
手したと見られる高級品を所有
資本金 4,500万ドル
販売拠点 ダイワ・コリア（韓国）
するオーナーも少なくないとい
出資比率 グローブライド100％
ダイワ・スポーツ（広州）
従業員 2,650人(日本人８人)
う。
ダイワ(香港)
所在地 ダナン市ホアカイン工業団地
アジア ダイワ（香港）
こうした海外需要に対応して
工場
リール、ロッドを製造
ダイワ・FT・エンタープライズ（台湾）
いるのが「ダイワベトナム」で
第１工場
シンガポール・ダイワ（シンガポール）
ある。中国やタイといった拠点
敷地面積：６万㎡
ダイワ・スポーツ（マレーシア）
A棟：1.1万㎡、B・C棟：1.95万㎡、D棟：0.2万㎡
が５～６割を日本向けに輸出し
ダイワ・コーポレーション（米国）
第２工場
ているのに対し、ダナン拠点
ダイワ・スポーツ（英国、製造を兼ねる）
敷地面積：1.8万㎡
ダイワ・フランス
はわずか２割。米国向けを中心
フェーズ１：2,800㎡
ダイワ・コルモランGmbH(ドイツ)
設備：樹脂成形機33台をはじめ、プレスマシン、
に、中国や欧州向けに輸出を
鋳造機、CNC旋盤、マシニングセンタ、メッキ・
ダイワ・イタリア
行っている。
アルマイトプラント、設計用CAD、金型用マシニ
ダイワ（オーストラリア）
ングセンタなど
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岩間部長に聞く
ダナン経営のコツと今後の戦略
同社の最重要生産
拠点となった「ダナ
ンベトナム｣。その
成長の裏には様々な
工夫があった。以
下に、同拠点の事業
を統括してきた岩間
部長に対するインタ
ビューを紹介する。
――進出先としてダ
ナンを選んだ理由を
教えてください。
グローブライドの岩間伸一フィッシング 岩間伸一フィッシン
生産本部・調達管理部長
グ生産本部・調達管
理部長(以下、岩間部長)：いくつか理由がある。ひとつ
には利便性。空港と工業団地、港湾がいずれも近い。コ
ンパクトな街でありながら、必要があるものは一通りす
べて揃っている。
――製造業の集積といった意味ではハノイやホーチミン
に比べ劣っています。
岩間部長：当社の拠点は高い内製化を達成しているが、
バネやネジといった小部品と呼んでいるものはベトナム
内で調達している。
確かに至近での調達という意味ではダナンを進出先と
することはデメリットと捉えられるかも知れないが、実
はメリットでもある。
ハノイ、ホーチミンの双方が飛行機で１時間という距
離にあり、その双方から優れた調達先を選ぶことができ
る。選択肢がグッと広がるわけだ。台湾や中国、タイ、
オーストラリアからも原材料を輸入しているが、ダナン
港という優れた港を持つ同市に進出することは南北両市
に比べても何の遜色もない。
――輸出拠点としてのダナンはいかがですか？
岩間部長：ダナン港から米国、日本に向けた船便があ
り、物流面で問題はない。ダイワベトナムでは、週に１
回は40ftコンテナを仕立てて米国向けに輸出しているが
不便を感じたことはない。
ただ混載コンテナの扱いに関してはホーチミンに陸送
して対応している。それにしても交通インフラが整備さ
れてきたこともあり問題となっていない。
――進出先を選択する時、人の問題も重要視されます。
岩間部長：人の問題は極めて大きい。労働者の質が良い
と言われるベトナムだが、南北で気質に違いがあること
もよく知られるようになってきた。
ところが中部は南北の双方とも異なり、そこが大きな
長所となっている。中部の人間の気質としては「温厚｣

「真面目｣「勤勉｣。宗教観も近く、人間性の相互理解と
いう意味で極めて安心して経営ができた。
――一般的にベトナム人労働者は「真面目だが言われた
ことしかしない｣「積極性や工夫が足りない」などと言
われていますが。
岩間部長：「中国人はコレができない｣「ベトナム人は
アレができない」という話をあちこちで聞くが、それは
育成の仕方に因るのではないかと思う。
私は常に自分がやって見せて、それを真似させ、そし
て従業員が出来れば褒めるということをやってきた。
ダイワベトナムの従業員は、皆が競って工夫し、自発
的な改善にも取り組んでくれている。現在、日本本社に
ベトナム人従業員が８人ほど設計の研修に来ているが、
極めて評判は良い。
――何か工夫していることはありますか？
岩間部長：細かく役職を設定し、優秀な人間はどんどん
引き上げている。現在はマネージャークラスはすべてベ
トナム人だし、副部長クラスにも２人が就いている。
日本の高度成長期の成功体験として、社員との絆の構
築にも力を入れてきた。私自ら綱を購入し綱引き大会を
開いたり、20人21脚大会を開催したり。こうした取り
組みは間違いなく愛社精神や帰属意識に繋がっており、
離職率も極めて低く抑えることに成功している。
――新たな増強を計画されていますか？
岩間部長：判断が難しいところだ。需要は増加してお
り、増産を進める必要はある。できれば年内にも取りか
かりたいところだ。
ただダナンでさらに拡大するのか、ミャンマーやイン
ドなど、その他の地域や国に出て行くのかという点で検
討が必要だ。ダナンに進出した当時、人材の育成も含め
大変な苦労をした。現在、人材も育ってきたなかで、ま
た新たにミャンマーに行くかと言えば難しい。
ただ、それでも挑戦が必要な時があることも事実。
我が社は1971年に台湾に工場を建設、続いて韓国に
進出した。当時としては極めて早い海外戦略の取り組
みだった。おかげで1970年～1980年代にかけて米国
市場で成功し、まさに「世界シェア１位」を成し遂げ
た。米国モデルを日本に逆輸入することで日本市場で
も成功した。
ただ、その後のバブル期から1990年代後半まで続い
た「釣りバブル」と呼ばれるブームで国内事業が急成
長。国内市場だけに注目するようになり、海外事業がお
ろそかになった時期があり、中国への進出は2005年と
大きく遅れた。本来は1990年の段階で進出する必要が
あったと思う。
難しくても挑戦すべき時はある。ベトナムで事業を進
めるのか、新たな挑戦をすべきなのか決断が必要だ。
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■ダナンに進出済みの主な日本企業とその拠点
企業名

現地法人・拠点名

事業内容

概要

【製 造】

Anvietグループ

Advance Nonwoven Vietnam

スパンボンド不織布の製造

設立：2014/1
資本金：150万ドル
敷地面積：2.1万㎡
生産能力：2,500トン/年
従業員：50人
所在地：ホアカム工業団地

TANOI

JONE TECH

ターボ用インペラー量産品の製造

設立：2017/5
所在地：ホアカイン工業団地

稲畑産業

Apple Film Da Nang

設立：2013/9
資本金：1,000万ドル
樹脂製包装用袋・フィルムの製造 敷地面積：２万㎡
従業員：300人
所在地：ホアカム工業団地

井上リボン工業

Danang Telala

衣料用(インナーやスポーツウェ
アの生地・リボン)・産業用資材
の製造

設立：2011/1
資本金：180万ドル
出資比率：100％
所在地：ホアカイン工業団地

エースコック

Acecook Vietnam Da Nang Branch

即席麺の製造

設立：1993年
所在地：ホアカイン工業団地

遠藤鋳造所

Endo Chuuzou VietNam

アルミニウム鋳造

設立：2013/10
資本金：37.5万ドル
出資比率：100％
延床面積：1,564㎡
従業員：185人
所在地：リエンチエウ工業団地

王子ホールディングス

OJITEX(Vietnam)Da Nang Plant

梱包材・印刷

所在地：ホアカイン工業団地

大石金属工業

OISHI INDUSTRIES(VIETNAM)

資本金：156億ドン
総投資額 1,480億ドン
金属精密プレス製品の製造と販売 出資比率：100％
建屋面積：3,000㎡
所在地：ホアカイン工業団地

カメヤマ

Sinaran Vietnam

ろうそくの製造

共栄フード

VINA FOODS KYOEI Da Nang Branch パン粉の製造

設立：2017/6
出資比率：100％
所在地：新ホアカイン工業団地

グローブライド

Daiwa Vietnam

釣り具製造

設立：2005/9
資本金：4,500万ドル
出資比率：グローブライド100％
敷地面積：7.8万㎡
従業員：2,650人
所在地：ホアカイン工業団地

佐々木商工

SASAKI DANIMEX Vietonam
Industries(SADAVI)

漁網、養殖用ロープの製造

設立：1996年
所在地：ホアカム工業団地

シェフミートチグサ

Chef Meat Vietnam

肉製品の加工

設立：2013年
所在地：トークアン水産加工団地

1
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設立：1994年
出資比率：100％
所在地：ダナン工業団地

企業名
シオガイ精機

現地法人・拠点名
SHIOGAI PLASTICS MANUFACTURING

事業内容

概要

樹脂パネルの製造

設立：2016年
所在地：ホアカイン工業団地

神威産業

Kamui Vietnam

熱交換機の製造

設立：2012/7
出資比率：100％
敷地面積：1.2万㎡
所在地：ホアカイン工業団地

住友商事

Da nang steel center

金属パーツ加工・製造

設立：2005年
資本金：600万ドル
所在地：ホアカイン工業団地

瀬戸製作所

Seto Seisakusho

水圧設備用部品の製造

設立：2013/7
資本金：150万ドル
出資比率：100％
所在地：ホアカイン工業団地

瀬戸電子

Seto Vietnam

自動車用ハーネスの製造

設立：2007年
出資比率：100％
所在地：ホアカイン工業団地

双日

Vijachip Danang

木材チップの製造

設立：1993年
所在地：ダナン港

タチエス

APM TACHI-S Seating Systems
Vietnam

自動車シートの製造・販売

設立：2016/3
資本金：250万ドル
出資比率：51％
所在地：ホアカイン工業団地

東海興業

VIETNAM TOKAI

自動車用ゴムの製造

設立：2011/11
出資比率：100％
所在地：ホアカム工業団地

東京計器

Tokyo Keiki Precision
Technology

油圧機器の製造

設立：2012年
資本金：875万ドル
敷地面積：３万㎡、建屋面積：5,300
㎡
所在地：ダナンハイテクパーク

東光

Viet Hoa Electronics

コイル製品の製造

設立：2003年
資本金：1,530万ドル
出資比率：100％
所在地：ホアカイン工業団地

東大無線

T.T.T.I Da Nang

設立：2004年
出資比率：100％
チョークコイルなどの製造・販売
生産能力：75万個/月
所在地：ダナン工業団地

日東電気

Nitto Jokaso

浄化槽・部品の製造

設立：2011/6
資本金：30万ドル
所在地：ホアカイン工業団地

丹羽鋳造

Niwa Foundry Vietnam

油圧機器向け小物鋳造

設立：2013/7
資本金：840万ドル
出資比率：100％
生産能力：840万ドル
所在地：ダナンハイテクパーク

フォスター電機

FOSTER ELECTRIC (DA NANG)

ヘッドホンの製造・販売

設立：2008/6
出資比率：100％
所在地：ホアカム工業団地
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企業名

福井電化工業

現地法人・拠点名

Fukui Vietnam

事業内容

概要

設立：2012年
ボタンや金属バットのメッキ、塗
出資比率：100％
装アルマイト加工
所在地：ホアカイン工業団地

フジクラ

Fujikura Automotive Vietnam

自動車用ワイヤハーネスの製造

設立：2008/1
資本金：200万ドル
出資比率：100％
所在地：ホアカム工業団地

前田ネーム

Maeda Name

テープ・リボンのプリント加工

設立：2012年
出資比率：100％
所在地：ホアカイン工業団地

マブチモーター

MABUCHI MOTOR DANANG

小型モータの製造・販売

設立：2005/3
資本金：1.68兆ドン
出資比率：100％
敷地面積：10万㎡
延床面積：２万㎡
所在地：ホアカイン工業団地

モリト

Kane–M DANANG

アパレル資材の製造

設立：2010年
出資比率：100％
所在地：ホアカイン工業団地

ヤマトミシン製造

YAMATO Da Nang

ミシン・部品製造

投資額：2,800万ドル
敷地面積：2.85万㎡
所在地：ダナンハイテクパーク

豊桑産業

Hoso Vietnam

内装建材(建材・家具)の製造

設立：2009年
出資比率：100％
所在地：ホアカイン工業団地

由利

Yuri ABC Da Nang

鞄の製造

設立：2012/3
出資比率：100％
所在地：ホアカイン工業団地

レガン

Les Gants Vietnam

スポーツ用手袋の製造

設立：2006年
出資比率：100％
従業員：200人
所在地：ホアカイン工業団地

大市珍味

D＆N FOODS PROCESSING
(Danifoods)

設立：1996年
出資比率：300万ドル
焼き物・揚げ物・煮物などの製造
出資比率：100％
所在地：トークアン水産加工団地

－

Coature

塗料・溶剤関連の加工・販売

－

Kanzaki Vietnam

自動車用スペアパーツ、電子機器
設立：2012年
向け金属加工・プラスチック成形
所在地：ホアカイン工業団地
加工

－

OKC

手工芸品・家具の製造

設立：2009年
所在地：ダナン市内

ASTI

ASTI RESEARCH AND DEVELOPMENT
VIETNAM

車載電装品の電子回路の技術開
発・製品設計

設立：2018/12
資本金：２億ドン(9,500万円)
出資比率：100％
所在地：ダナン市内

ICM

ICM

研修生派遣

設立：2010年
所在地：ダナン市内

所在地：ホアカイン工業団地

【その他】
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企業名

現地法人・拠点名

事業内容

概要

NK MACHINERY TAIWA VIETNAM

設立：2016/1
鋳造関連設備・産業機械の輸出入 出資比率：NKマシナリージャパン
販売
70％、泰和工業30％
所在地：ダナン市内

アイ電子工業

Daiku J-V

設立：2005/9
資本金：169万ドル
出資比率：65％
リース工場運営、電子部品の製造
敷地面積：２万㎡、工場：１万㎡、管
理棟：2,000㎡
所在地：ホアカイン工業団地

石川精工

Vietnam Isisei Da Nang Branch

超精密微細加工の営業

キコー綜合

Kiko Viet Nam Da Nang Branch

工作機械用工具・部品、工業用ケ
所在地：ダナン市内
ミカル品の販売

寿産業

KOTOBUKI VIETNAM

CADオペレーション、筐体・機構
設計

設立：2011年
出資比率：100％
所在地：ダナン市内

三栄商事

Sanei Vietnam

鉄骨構造・設計

設立：2006年
出資比率：100％
所在地：ダナン市内

サンフロンティア不動産

SUN FRONTIER VIETNAM

ホテル・マンションの開発運営

設立：2015/11
資本金：449億ドン
出資比率：100％
所在地：ダナン市内

神鋼テクノス

SHINKO TECHNOS R&D

温度コントローラの設計

設立：2007年
資本金：10万ドル
出資比率：100％
所在地：ダナン市内

大六印刷

Dairoku

印刷・広告・デザイン

設立：2007年
所在地：ホアカイン工業団地

テイコク

Teikoku International Vietnam

建設コンサル、ソフトウエア開発

設立：2014年
所在地：ダナンソフトウェアパーク

日新商事

Nissin Shoji Da Nang Office

JXTGエネルギーの産業用燃料・潤
所在地：ホアカイン工業団地
滑油の販売

前田建設工業
東洋建設

Maeda Vietnam Da Nang Blanch

建設コンサル・設計

設立：2018年
所在地：ダナンソフトウェアパーク

マナボックス

Manabox Vietnam Da Nang Blanch

経理実務テストの開発・販売

設立：2018/9
所在地：ダナン市内

マルスン

Marusun Vietnam

金型設計

設立：2006年
出資比率：100％
所在地：ダナン市内

ユニテック電子

UNITEC Vietnam

電子部品・プリント基板設計

設立：2011/8
出資比率：100％
所在地：ダナン工科大学

横浜テクニカ

Yokohama Technica Da Nang

金型設計

設立：2016/12
出資比率：100％
所在地：ホアカイン工業団地

NKマシナリージャパン
泰和工業

設立：2012/6
出資比率：100％
所在地：ダナン市内
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フォーカス
企業名

現地法人・拠点名

事業内容

概要
設立：2018/11
資本金：40万ドル
所在地：ダナン市内

ヨシザワ建築構造設計

Y.D.A. Vietnam

建設設計

－

GO GO Entertainment

キャラクター玩具・娯楽フォーム 設立：2007年
販売
所在地：ダナン市内

鴻池運輸

KONOIKE VINATRANS LOGISTICS Da
Nang Branch

物流

出資比率：60％
所在地：ホアカイン工業団地

佐川ホールディングス

SAGAWA EXPRESS VIETNAM Da Nang
Office

物流

設立：2012年
所在地：ダナン市内

商船三井ロジスティクス

MOL Logistics (Vietnam) Da Nang
物流
Office

設立：2018/12
所在地：ダナン市内

第一港運

Daiichi Transportation &
Terminal Vietnam office

物流

設立：2008/6
所在地：ダナン市内

日新

Nissin Logistics Da nang Branch 物流

設立：2013年
所在地：ダナン市内

日本ロジテム

LOGITEM VIETNAM Corp.Da nang
Branch

設立：2002年
所在地：ダナン工業団地

日本通運

Nippon Express (Vietnam)Da Nang
物流・倉庫
Office

設立：2008/10
所在地：ダナン市内

阪急阪神エクスプレス

HANKYU HANSHIN
EXPRESS(VIETNAM)Da Nang Office

物流

設立：2018/7
所在地：ダナン市内

－

Danang Kogyo Passenger
Transportation

物流

設立：1997/11
資本金：600万ドル
所在地：ダナン市内

GMO-Z.com Vietnam Lab Center
Danang Branch

ITオフショア開発

設立：2017/6
所在地：ダナン市内

アーチ

ARCH VIETNAM

設立：2015年
資本金：40万ドル
ソフトウエアの設計・作成・保守
出資比率：100％
所在地：ダナンソフトウェアパーク

アイ・ファクトリー

IF Vietnam

モバイル用ソフトウエア開発

設立：2011/8
従業員：92人
所在地：ダナンソフトウェアパーク

インフォクラスター

Japan Computer Software

情報セキュリティ

設立：2010/7
所在地：ダナンソフトウェアパーク

エボラブルアジア

EVOLABLE ASIA Da Nang Branch

ITオフショア開発

設立：2015/8
所在地：ダナンソフトウェアパーク

三栄ハイテックス

SANEI HYTECHS VIETNAM

ソフトウエア開発

設立：2015/6
所在地：ダナンソフトウェアパーク

セーバー

Vina Saver

モバイルアプリ開発

設立：2012/3
所在地：ダナンソフトウェアパーク

【物

流】

物流・倉庫

【Ｉ Ｔ】
GMOインターネットグループ
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企業名

現地法人・拠点名

デジタル・アドバタイジング
D.A.C.TECH VIETNAM
・コンソーシアムアド・プロ

事業内容

概要

Webシステム・スマホアプリ開発

設立：2014/5
出資比率：100％
従業員：27人
所在地：ダナンソフトウェアパーク
設立：2012年
所在地：ダナンソフトウェアパーク

Digital Ship

ソフトウエア作成・開発

SAMURAI SHIP

コンサルティング

西日本情報システム

V.S.T

ソフト設計・開発

設立：2011年
出資比率：100％
所在地：ダナンソフトウェアパーク

日本精機

Da Nang Nippon Seiki

ソフトウエア開発

設立：2013/7
所在地：ダナンソフトウェアパーク

ハカルプラス

Takemoto Denki

ソフトウエア開発

設立：2013年
所在地：ダナン市内

デジタルシップジャパン
設立：2013年
所在地：同

ヒューマンクレスト

Japan Quality/DAD Labo

ソフトウエア品質マネジメント

設立：2015/7
資本金：20万ドル
出資比率：100％
従業員：32人
所在地：ダナンソフトウェアパーク

ラバーソウル

MICHELLE

DTP・WEB制作など

設立：2010/5
出資比率：100％
所在地：ホアカイン工業団地

リードプラス

Leadplus Vietnam

インバウンドマーケティングシス 設立：2018/10
テムの開発
所在地：ダナン市内

P＆Iエンタープライズ

P&I RESORTS

リゾート運営

設立：2013年
所在地：ダナン市内

インテグラ
マックスインベストメント

Max Integra

臨床検査

設立：2010年
所在地：ダナン市内

エイチ・アイ・エス

HIS Danang Branch

観光業

設立：2006年
所在地：ダナン市内

【サービス】

Secom Vietnam Security Service
セコム
Secom Trading

セキュリティサービス
設立：2013年
企業向けオンラインセキュリティ 所在地：ダナン市内
システム、安全機器販売

パソナテック

Pasonatech Vietnam Da nang
Office

人材紹介

設立：2019/1
所在地：ダナン工業団地

浜松マルキチ

Marukichi Vietnam

ブライダル事業

設立：2009年
所在地：ダナン市内

まきやす
N&Vブリッジ

Makiyasu Vietnam

写真撮影

設立：2004年
所在地：ダナン市内

－

DG GOLF

「ドラゴンゴルフ」運営
ゴルフ場予約など

設立：2013/3
所在地：ダナン市内
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