


ようこそ！ダナン市へ

ダナン市はベトナム国5つの中央直轄市のひとつであり、
ダナン市はベトナム中部・東高原の社会・経済中心地であ
る。
ダナン市は持続可能性のある都市開発を先駆けた地区だと
知られています。経済成長は安定性、かつ、毎年増えつつ
あり、国民の生活水準も高まっています。ベトナム中部・
中部高原の原動力的都市、社会的経済的中心地としての役
割をますます果たしています。

投資面において、ダナン市は戦略的な地位にあり、先進イ
ンフラに加えて、豊富な人的資源と高い経済成長率を保っ
ています。

更に、投資者向けのオープンな投資促進政策と行政サービ
スを提供するほか、私たちは随時、ダナン市で活動してい
る投資者をサポートしています。

ダナン市は経済的社会的成長を安定的に維持しており、イ
ンフラ改善と共に、企業や皆様に最善な投資環境や生活環
境を作り上げていくことを約束します。

最後に、長期的で効率的な投資をお考えの皆様には、ダナ
ン市を選択していただけるように期待しています。

よろしくお願い申し上げます。
Huynh Duc Tho フイン　ドゥク　トー
ダナン市人民委員会会長

人民委員会会長
のご挨拶
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ダナン市は若く、活気のある都市だと知られ、この数年で顕著な経済的
社会的成長を遂げてきました。中部周辺の観光客や投資家にとって、“緑
があり・清潔で・美しい”街として魅力的な都市です。

戦略的なビジョンと画期的な対策によって、ダナン市は、100万以上の
人々と全国最も住みやすい都市の一つを開発している。ベトナム中部の
経済・金融センターになるダナンを構築することを目標として、自然地
域はささやかなのに、市政府は持続可能なトレンド及び優しい環境とと
もに経済発展を指向。

ベトナム中部の中心にあり、さらに南北の物流ルート
の交差する所に位置し、ホーチミン市とハノイ市へは
飛行機で１時間内の距離にあるなど、大市場への容易
なアクセスを有しています。ベトナム中部最大都市、
ベトナム五大都市の一員。

概要

ダナン市には鉄道・海路・航空路とともに南北国道
線(国道１A)の中心に位置しています。北はトゥアテ
ィエン・フエ省に、西南はクアンナム省に、東はビ
エンドン海（インドシナ海）に接します。
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� 2008年から2010年まで及び2013年から2015
年までベトナム地方競争力ランキング (PCI)で
1位の都市

� 情報通信技術開発応用の即応能力指数
(Vietnam ICT Index)を6年連続（2009年か
ら2015年まで）で1位の都市。

� 2011年にASEANの環境持続賞を受賞したベト
ナム唯一の都市でASEANの20表彰都市の一つ。

� 2012年から2014年まで行政改革指数（PAR 
指数）で1位の都市。

� 2012年と2013年に行政・管理性能指数(PAPI)
で2位の都市。

� 2013年と2014年に香港のスマートトラベルア
ジア雑誌によって、アジアの魅力的な旅行先の
トップ10入り。

� UNHABITAT組織による評価で「2013年アジ
ア都市景観賞（ATA）」を受賞したベトナム2
都市の1都市。

� 2014年にWEGOによるデジタルデバイドのカ
テゴリーで優れた電子政府賞を受賞した。

� トリップアドバイザーにより2015年人気増加
の目的地として、トップ10のうち第1位。

� ニューヨーク・タイムズ紙の世論調査による
2015年の52に一つの良い場所。

� フィナンシャル・タイムズと国際金融公社
（IFC）による「変換2015の卓越性の市」を
受賞させた。
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ダナン市・ベトナム中部の経済的社会的中心地域

面積 

1,285 km2

GRDP (現価)

29.92 万ドル

一人当たり GDRP

2,908 ドル

輸入総額

12 億ドル

輸出総額

13 億ドル

観光事業売上 

5.895 億ドル

訓練労働者率 

45%

市民清水使用率

100%

新規雇用者数

31,500

都市固形廃棄物収集率

95%
工業地帯や加工区の環境基準持っ

て廃水処理システムの率

100%

都市中心地区失業率

4%

ダナン市常駐勤務
外国人

5,000 

観光客数 

460 万

大学・専門学校数

25

ホテル・リゾート数 

 490 (18.233室)

人口 

1,024,937 人

労働人口 

743,820
人口増加率 

1.1%

サービス・小売業総

額：33.6 
億ドル-発展投資

外国直接投資： 

386案件/ 36.6億ドル

FDI企業の支店・駐在事
務所数

344

ショッピングモール・
スーパー数 

57

医療施設 

99

総額：

16.2億ドル

民間企業

16,511 社
中小企業率

98%

出典元： ダナン市人民委員会2015年報告、ダナン市統計局報告8 ダナン市への投資 ダナン市への投資 9



19,826%

単位: %

国内総生産成長率

ダナン市における国籍別外資比率 
(2015年12月のように）

事業分野別外国投資比率
(2015年12月のように）

輸入サービス・税収
工業・建築 輸出総額 輸入総額

単位：100万米ドル

不動産・観光
製造加工
教育
建築
宿泊・飲食
貿易・小売
その他

2.1%

62.6%

35.3% シンガポール
韓国
イギリス領バージン諸島
米国
日本
台湾
ケイマン諸島
マレーシア
バルバドス
香港 
その地
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19.83%

17.26%
10.58%

14.08%

5.12%

3.52%

2.92%

1.79%
1.45%

3.88%

54.16%

4.69%

32.23%

2.61%
2.20%

1.90% 2.21%

単位：米ドル

一人当たり国内総生産

事業別経済構成 輸出入金額

ダナン ダナンベトナム ベトナム

農林水産業

2005 2007 2010 2012 2014

10 ダナン市への投資 ダナン市への投資 11



戦略的地域

先進インフラ

高い品質人材

ビジネスに優しい投資環境

平和な生活環境

利点
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戦略的地域
ダナン市–中部全体の成長と開発の原動力

ダナンは、謙虚な自然地域だけども大きな経済的可能性を秘めている。ダ
ナン市はベトナム中部・東高原の成長パワーを支える都市であり、周辺の
経済特区を結び付ける重要都市に位置づけられています。 THuA THIeN HUe

quang nam

da nang

quang ngai

binh đinh

ho chi minh

ha noi

hoang sa
archipelago

Truong sa
archipelago
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ダナン港は東西経済回廊（EWEC）の東の玄関口で、ほぼ未開拓の奥地であるラオス、東
北タイ、ミャンマー、ベトナム中部から太平洋へのアクセスポイントとして機能していま
す。ダナンには、大メコン圏やインドのガンジス川の経済圏の他の国々との経済交流をは
ぐくむ大きなチャンスがあります。

「東西経済回廊(EWEC)」はインド洋と太平洋を結ぶ全長1,450kmの道路であり、モーラ
ミャイン港(ミャンマー)からメコンデルタ地域4カ国（ミャンマー、タイ、ラオス、ベト
ナム）の13県を経て、ダナン港に至ります。

東西経済回廊利点:
- 貨物乗客の流通促進
- 観光・投資・国境貿易の促進
- 地域の経済社会環境改善
- 地域協力促進

ダナン市 –東西経済回廊の東の玄関口

hoang sa
archipelago

Truong sa
archipelago
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ダナン市は中部海岸に沿う1,500kmの“世界遺産街道”に位置して
います。ここから国道１Aに乗り、UNESCOが認証したベトナム
全国７つ世界遺産中の４箇所を訪れることができます。それはフ
ォンニャ・ケバン国立公園、古都フエ、ホイアン旧市街、ミーソ
ン聖域

ダナン市–世界文化や自然遺産の入口

古都フェ

ミーソン聖域

フォンニャ・ケバン

ホイアン旧市街

ダナン -  フォンニャ・ケバン
北300km (車移動6時間)

Da NaNg

ダナン -  ホイアン旧市街
東南30km (車移動30分)

ダナン -  古都フェ
北100km (車移動1時30分)

ダナン - ミーソン聖域
西南70km (車移動1時間)

Hoang Sa
Archipelago

Truong Sa
Archipelago
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ダナン市は、国の最先端な通信ハ
ブ拠点の一つです。市内には国際
空港、設備の整った深海港、道路
網は旅客と貨物の両方のための比
類のない相互性を提供し、国内や
地域規模での経済活動や投資や観
光を促進する。

“ダナン市は、定期的にベトナムでビジネスを行うのに最適な場所
に選ばれています。それははるかにすべての主要な都市ので最高
のインフラを持っています。.” 

  Peter Ryder –インドシナキャピタルの最高経営責任者
(出典元：フィナンシャル・タイムズ) 

先進インフラ
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ダナン港の通関貨物量 ダナン港の通関コンテナ量

出典元：ダナン港有限会社

ダナン港は近代的な設備を活動する中部コンテナ海港で、ベトナム最大級の商業港としても知られています。
この5年間、貨物通関量の成長率が毎年14.3%、その中でコンテナ通関量の成長率が毎年23.9%となっています。

 ダナン港から香港やシンガポール、日本、台湾、韓国、ヨーロッパ、アメリカに行く直接海上航路
があります。また、観光船をよく迎える港となっています。.
	７深水バース（1,193ｍ長いです）良い装備された倉庫(13,205m2)、コンテナヤード(83,309m2) 
	貨物取扱能力：700万トン
	取扱船：ばら積み貨物船50,000 DWT、コンテナ船2,500 TEU、客船75,000 GRT
	ばら積み商品及びコンテナ品専用の荷役設備
	提供サービス：積み下ろし、輸送、倉庫賃貸、港内外の曳航、ガソリン供給、運送設備修理、中・

小規模建設、その他航海サービス

 2017年までのダナン港開発投資計画
 第2フェーズティエンサ(TienSa)港：50,000DWTバルク船と30,000DWTバルク船のため

に、310mと210mで新しい桟橋それぞれ建築されます。物流センターの開発プロジェクト
(20ha).

2011 2011
0 0

1,000,000

2,000,000

50,000

3,000,000
100,000

4,000,000
150,000

5,000,000
200,000

6,000,000 250,000

7,000,000 300,000

2012 20122013 20132014 20142015 20152016 F 2016 F

単位： トン 単位： TEU
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ダナン国際空港はベトナム三大空港の一つでありダナン市街中心部より車移動時間が10分もかからない位置
にあります。国際航空運送協会基準を満たす使用面積36,600m2の3階建て空港で、年間400万～600万客を迎
えます。

ダナン国際空港は、ベトナムや、シンガポール、日本、韓国、香港、カンボジア、中国など異なるアジア諸国
の多くの大都市と繋がっています。毎月390便以上の国際便があり、旅客と貨物のための便利で効果的な接続
性を提供しています。

現在、年間800万～1000万人の利用に耐える新しいターミナルが建築中です。

Hoang Sa
Archipelago

Truong Sa
Archipelago
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 通信
ダナンは国内及び国際の重要な電気通信拠点で、同期インフラ整備を持つ。また、約350のアクセスポイント

とともに、ダナン市のために無線ネットワークのシステムを採用した最初の都市である。

 ダナンは直接国際接続されたポイントや全国のトランキングネットワークの3つ最も重要なポイントの一で
す。

 海底光ファイバーケーブルステーション（SEMEWE 3）を有してあり、ダナンからアジアやヨーロッパ40
カ国に10 Gbpsで接続します。

 国際標準を満たす情報通信インフラ：市内通信網(MAN)；データセンター (Data Centre)；全市ワイヤレス
ネットワーク(Wifi)；情報通信技術応用訓練･研究センター。

 “電子政府・電子国民・電子企業”体制を構築し、2020年までにダナンを“電子都市”として作り上げます。
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投資支援諸サービス
ダナン市は貿易・サービスセンターであり、運営
企業が要求する財政、銀行、保険、物流等のサー
ビスが急速に成長しています。

電気水道供給システム
ダナン市は南北500KV国営電線から電力供給されてい
ます。生産と生活を保つための水源も確保されていま
す。

2015年 2020年

給水能力  (m3/ 1日) 325,000 396,300

53 30 762

道路交通状況
市内と市外交通システムの新設改造が毎年続いており、近隣の都市ベルトと市中心部が接続された。加
えて、ダナンや地域の他の都市間の商品や乗客の循環を促進するために、多く輸送道路を建設中です。

	国道１A上で交通渋滞や交通安全を解決するために、2015年にプロジェクト「ガ・バ・フェ４レベル
インターチェンジ」を完成された。

	ダナン・クアンガイ高速道路は全長130km、幅26m、2017年建設完了とし、ダナン市とChu Lai 経
済特区やDung Quat経済特区を結び、中部の物流と経済発展を大きく変えるものと期待されていま
す。

出典元：ダナン水道会社

銀行支店 保険会社 倉庫保管
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工業団地・ハイテックパーク

順
番 工業団地 運営企業

 (2015年１２月) 国内企業 外資企業

1 ダナン 47 34 13

2 ホアカイン 207 151 56

3 リエンチエウ 29 26 3

4 ダナン水産加工 50 45 5

5 ホアカム 
（第1ステージ） 65 54 11

6 拡張ホアカイン 21 9 12

合計 419 319 100

 工業団地・ハイテックパーク
 ダナン市には総面積1,066.52ha の6つ工業団地及び2ha のソ

フトウェアパークが運営されています。情報技術開発工業団地
（341ha）、ハイテックパーク（1,129.76ha）が建設されてい
ます。また、第2ソフトウェアパーク（10ha）と第2情報技術開
発工業団地（379ha）が企画しています。

参考：www.investdanang.gov.vn

出典元：ダナン工業団地管理機関
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ダナンハイテックパーク

 ダナンハイテックパーク

 面積：  1,129.76ha

 立地： 
+ ダナン市・クアンガイ省を結ぶ高速道路にある。
+ ダナン国際空港から17km
+ ダナン市街中心部から22km
+ ダナン港から25km

 投資優先事業  
+ 農業・水産・医療専門のバイオテクノロジー
+ マイクロエレクトロニクス技術、メカトロニクス
技術、オプトエレクトロニクス技術
+ 自動化、精密機械
+ 情報技術、通信
+ 新素材、新エネルギー
+ 環境技術、石油科学技術、その他特別事業

参考サイト： www.dhtp.gov.vn

緑地、公園、スポーツ施設 
72.53 ha

ハイテク用サービス
ロジスティクス地区  

29.76 ha

技術・インフラ 
工事地区  

7.07  
ha

補助地区  
39.26 ha

企業インキュベーション及び育成、
研究・ 開発地区 94.51 ha

居住地区   
37.12 ha

ハイテク生産地区 
208.08 ha

行政 
・管理地区 

39.29  
ha
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高い品質人材
ダナンの労働人口が総人口の70％を占め、若く、基礎労働訓練を受けた上に専門知
識や充実したスキルでダナン市や周辺地域の企業要求を満たします。
地域の教育及び訓練ハブとして、ダナン市は市内、ベトナム中部の企業の需要を満た
すために、多様で包括的なトレーニングサービスを提供し、知識とソフトスキルを持
つ学生を育成しています。

 大学短大：25校
 高等専門学校：19校
 職業訓練センター：59ヶ所

大学短大 
職業訓練
高等専門
その他 

大学短大 
職業訓練
高等専門
その他 

労働人口学歴 (2014年) ダナン人材学歴予測データ

出典元：ダナン市人材開発計画センター

63%
7%

22%

8%

ダナン大学は多専攻分野、多学級大学
であり、中部及び中部高原の人材・科学研究を
育成する重要な役割を果たしています。2020年
までに国家大学に昇格される予定です。
現地と国際的人材育成を行うたに、 Toulouse 
大学（フランス）、Montreal大学( カナダ）
、Queensland大学（オーストラア） Sun-
derland大学及びAston大学（イギリス）、横
浜大学(日本)などと協力しています。2020年
までのダナン人材学歴予測データ

33%

30%

16%

21%
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ビジネスに優しい投資環境
地方政府は、もっとダイナミックで効果的な投資環境・ビ
ジネス・政策を改善しています。ダナンは設立と拡張プロ
ジェクトの過程で企業や投資家をサポートするために、い
くつかのプログラムを実施しています

投資証明書を付与する責任部署：
+ 工業団地外の場合は計画投資部
+ 工業団地内の場合はダナン工業団地＆輸出

加工管理機関
+ ハイテックパークの場合はダナンハイテッ

クパーク管理機関
- 明確な投資手続き 企業が計画し、新たな

規制についての情報へのアクセスを提供し
ます-土地賃貸低価格

- プロジェクト展開範囲内には市役所が土地
弁償、グランドクリアランス、再定住の責
任を担います。

- 企業が行政機関と直接相談可能。
- プロジェクト展開範囲までインフラ整備を

用意します。

市人民委員会

工業団地管理者、ハイテクパーク管理委員会

投資者 関係がある市政府部門

 ワンストップショップサービス

責任:
• 投資家にダナン市の経済・社会についての情報

を提供します。
• 投資家に、法律・ファイナンス・他に投資に関

することをコンサルティングします。
• プロジェクトを実施するために、必要な土地・

設備などに関する政府機関と窓口として連絡し
ます。

• 法律により、投資家に、プロジェクトを設立、
また実施するため、各種手続きを支援します。

• 投資促進に関するセミナー・会議・展覧会など
を主催します。

• 法律また経営・投資などの各種研修を実施しま
す。

• プロジェクトを展開するために、投資家のニー
ズにより、各種サービスを提供します。ダナン
で投資したら、IPCダナンは信頼できるパート
ナーとして、投資家にサポートします。

 
IPCダナンは、あなたの投資プロジェクトの非常に

最初からあなたの信頼できるパートナーです。
我々は常にダナンへの投資のいずれかの段階で助

けて利用できるようになります。

ダナン市人民委員会の決定により、2000年12月に設立されました。ダナン市投資促進センター（IPC）
は、ダナン市で投資を誘致するために、「一窓口体制」により活動しています。

ダナン市投資促進センター

目的
• 投資家にダナン市に投資のチャンスをプロモーションします。
• 投資家に法人設立・プロジェクトを順調に展開することを支援します。
• 投資環境をよくするために、地方機関に投資優先制度などについてアドバイスします
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Premier Village Danang

Pulchra Resort Danang

Hyatt Regency Danang Resort & Spa

Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort
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ダナン市は、仕事・生活・エンターテインメントに理想的な場所です。

ダナンは、安全な生活環境と良好なインフラを持っているし、最もきれいな都市の
ひとつベトナムとして認識されている。ダナンは、仕事、生活と活動には絶好の場
所です。若くて活気が有り、美しい自然、治安が良く、華やかなショッピングモー
ル、国際学校、適正な医療施設、多種多様の宿泊施設、エンターテイメントを持
ち、駐在員にベトナムで最高の生活体験の一つを提供します。

別の観客の需要を満たすために、ダナンの住宅市場は次のような多くのオプション
を持つ非常に多様である：土地使用権に関連した分譲マンション、世界クラスのヴ
ィラまたは公営住宅。

平和な生活環境

 “無し５つの町”“有り３つの町”等の人文性の高い社会政策が実施され、数多く
の市民の参加を呼びかけています。

- “無し５つの町”施策
+ 市指定生活水準に対し、貧困者無し
+ 小中学校を退学する学生無し
+浮浪者無し
+ コミュニティ内の麻薬中毒者無し
+ 強盗殺人案件無し
-  “有り３つの町”施策
+ 住居有り
+ 仕事有り
+ 都市生活文化有り
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 ダナンでの生活はいつも住民達に静穏清潔で自然に近づく感覚
を与えます。現在、2020年ビジョンの“環境都市”企画を展開
しており、緑りや公衆空間増加、空気や水源清浄化、環境変動
対応など。。。環境にやさしい町を作っていきます。

 外来客に印象を残すダナン市民性格の特徴：質素、進取の気
性、真面目、おもてなしの良さ

 ベトナム他大都市に比べ、ダナンの生活基準値が中レベルに入
ります。
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多数の魅力的観光
スポット

五行山はダナン市街中心部から10km離れた
奇妙な大理石山と洞窟で構成される山であり、

その周辺にお寺、大理石の彫刻屋や現地土産
店舗が数多く見られます。

豊富な観光資源
ダナンはベトナム中部の魅力的観光地

年中温暖な陽光に注ぐ全長
70kmのビーチ

ダナンビーチ：世界トップ６の魅力ビーチと表彰
された。（Forbe雑誌選抜・2005年出版）

ミケー・ダナンビーチ：アジアトップ10の魅力ビ
ーチと表彰された。（オーストラリアのSunday 

Herald Sun雑誌・2009年出版）
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1,487m の高度でバナヒルズリゾートはダナン中心
部から移動時間40分離れた山頂リゾートであり、年
中涼しい原生森に包まれた自然豊富なエコツアース
ポットです。前世紀、フランス人に建設された高級

観光リゾートとしても知られます。

- バナヒルズの第3ケーブルカーは世界ギネス記録を
4項目更新しました。それは全長5,771.61m、高度

差1,368.93m、接点無しのケーブル線は11,587m、
そしてロール重量は141.24トンです。

- ファンタジーパーク：ベトナム唯一の山頂室内娯楽
スポット

ダナン市内にあるチャム彫刻
博物館は1915年から建設さ

れ、ここに7世紀から15世紀
に作られた、チャム民族生
活を反映する貴重な彫刻作

品が400件以上展示されてい
ます。

ソンチャ半島は自然保存公園だけでなく、登山・ス
ノーケリング・滝浴び・釣り等豊富な活動で構成さ

れるエコツーリズムスポットとも知られます。
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各種客層の要求を対応できる多様な観光サービスを
展開しています。世界ブランドのリゾート群：Hyatt, 

Marriot, Novotel, InterContinental,  Mecure, 
Furama, Pulchra…

CrownePlaza Club：中部唯一のカジノ 
The Dunes ゴルフ場が2013年ベトナム最良ゴルフ場

賞を誇りました。

国際標準の旅船ドッグが建築中です。

ダナンの料理は、世界中観光客の嗜好を満たすために
多くのオプションとユーラシア多様な味を包含する。

観光客数

ダナン旅館ホテル数 
(2015年)

国籍別観光客(2015年)

国際

単位: 1,000 到着

国内

3つ星～５つ星 : 91 ホテル/9.311室 

１つ星～２つ星: 394 ホテル/8.710 室

別荘エリア: 05 リゾート/ 212 室 

合計: 490 リゾート・ホテル/ 18.233 室

ダナン旅館ホテル数 (2015年)

ダナンは数多くの伝統祭り (観音様祭り、漁
業祭り、舟競技祭り等...)と伝統技術（Hat 
Tuong、Bai Choi、Ho Cheo Thuyen、Ho 
Khoan等）を保持しています。

2年ごとに開催される国際花火大会はダナン
の特別な文化観光イベントとしても知られ
ます。 

26.80%
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2030年に向けるダ ナン市の空間的なマスタープランや2050年のビジョン

62 - 65%

35 - 37%

1 - 3%

サービス

工業

農業

2020年
ベトナムまたベトナム中部の経済センターの都市に 
成長させます。ダナン市の役割は下記になります。
• サービスセンター
• 港湾都市・物流拠点
• 通信・情報技術・財政・金融のセンター
• 中部の病院・文化・スポーツ・教育・テクノロジ/

科学のセンター

ビジョン

2020年ダナンの経済構成
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2030年
ベトナム中部と西部高原の社会経済発展に貢献して、現代の
国家レベルの都市と都市中心部へダナンを開発する。

2050年
国際及び持続可能な都市に向けて、 ベトナムの特別な都市に
ダナンを開発します。

ダナン市に投資促進の分野

工業
	ハイテクノロジー産業
 ソフトウェアアウトソーシング
 通信設備
 パソコン・周辺機器・事務機器
 光電子工業
 組込電子回路・半導体
 精密工学製品
 農業でのバイオテクノロジー、 

食品加工、医薬品、環境保護など
 新素材
 環境処理工業
 エネルギー産業
 航空宇宙工学（天災、天気の予報）
 他のハイテクノロジー産業

	補助工業

サービス
	観光
	不動産
	商業
	病院
	教育
	空港・港での物流
	金融・銀行
	保険
	通信・情報
	郵便
	物流
	技術移転・進出支援
	企業支援
	他のサービス

ハイテク農業
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私たちのプレミアムサービス。
そのすべては、あなたのために。

Da Nang Office: 84-511-3539-039
Room 4.49,Floor 4, Danang International Airport,
Bai Chau District, Danang City, Vietnam





DAEWON, A GLOBAL RESIDENCE…

In Vietnam, Daewon has completed luxury apartments of 
Cantavil An Phu, Cantavil Hoan Cau and Cantavil Premier 
Projects in Ho Chi Minh City, meeting the expectation of 
customers in recent years. Moreover, Daewon has been 
implementing Da Phuoc International New Town Project, one of 
major projects in Da Nang  City. In addition, Daewon is working 
with its partners to develop Centum Wealth at District 9, 
Cantavil Le Van Sy at Tan Binh District, Ho Chi Minh City and 
Cantavil Phong Phu in Hanoi. 

With the     meaning "like singing" and flower symbolizing 
the prosperity and security of life, Cantavil apartment commits to 
bring customers the cozy and  happy nest.

D-City is the first sea 
reclamation project in 
Vietnam with area of 
235ha, including, Da 
Phuoc International New 
Town 171ha, Culture 
center 25ha, Software 
high-tech center 10ha and 
the Villas and town houses 
29ha. Simultaneously, this 
will be a landmark project 
of Daewon in Vietnam

Cantavil An Phu1, HCMC

Cantavil Hoan Cau, HCMC

Cantavil Premier, HCMC

9th floor, Cantavil Premier Complex, No. 1, Song Hanh Street, 
Ha Noi Highway, An Phu Ward, Dist. 2, HCMC

Tel: (08) 3740 0006 Fax: (08) 3740 0007
www.cantavil.com.vn

With the construction experiences of 40 years, Daewon has been 
proudly blending the beauty with its construction technology to 
serve people. 




