
 AGS  HCMC Branch

AGS ホーチミン事務所

年月日設立 2008年9月 〇

住所 12F Harbour View Tower, 35 Nguyen Hue St., Dist 1, HCMC 〇

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3914-3923 ; Fax: +84-8-3914-3921（日本語でどうぞ） 〇

ウェブサイト http://ags-vn.com/ 〇

担当者 石川（代表）、小山（営業） 〇

携帯番号 石川：+84-907-386-906）、小山：+84-908-231-029 市場調査等 〇

メールアドレス info@ags-vn.com  ags.sales@ags-vn.com 委託加工先探し等 〇

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 なし Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 なし その他： 〇

　　　　ウェブサイト なし

日系企業実績

得意分野・ＰＲ

Aikawa Asia Business Consultants

株式会社会川アジアビジネス研究所

年月日設立 2007年9月11日 〇

住所 28 Nguyen Thi Dieu St., Ward 6, Dist 3, HCMC, Vietnam ×

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3930-3701 ; Fax: +84-8-3930-3702 ×

ウェブサイト http://www.aabc.biz 〇

担当者 チャン・ティ・ゴック・リュウ ×

携帯番号 +84-90-3010-106 市場調査等 〇

メールアドレス lieu@aabc.vn 委託加工先探し等 〇

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 株式会社会川アジアビジネス研究所 Ｍ＆Ａ ×

　　　　住所 〒277-0005千葉県柏市柏1299－62 その他：

　　　　ウェブサイト http://www.aabc.biz

日系企業実績 各種機械製造業、ソフト開発・設計事務所、大手流通・不動産開発企業、商社など多数



得意分野・ＰＲ

Nagashima Ohno & Tsunematsu HCMC Branch

長島・大野・常松法律事務所ホーチミン・オフィス

年月日設立 2014年6月30日 〇

住所 Suite 1701, Saigon Tower, 29 Le Duan Street, District 1, Ho Chi Minh City ×

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3521-8800 ; Fax: +84-8-3521-8877 〇

ウェブサイト http://www.noandt.com 〇

担当者 中川　幹久 ×

携帯番号 +84-120-469-7820 市場調査等 ×

メールアドレス motohisa_nakagawa@noandt.com 委託加工先探し等 ×

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 長島・大野・常松法律事務所 Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 東京都千代田区紀尾井町3番12号紀尾井町ビル その他：

　　　　ウェブサイト http://www.noandt.com

日系企業実績 様々な業種の日系企業様にご相談頂いております。

得意分野・ＰＲ

進出コンサルタント

調査

年間取引き300社超、年間相談件数400社超

全部署に計14名の日本人が常駐、日本語、日本水準でのサポートを実現。初回相談無料。

税務・会計

業種

監査 、営業支援、 セミナー

会社名

内容により対応

税務・会計

法律

法律

労務相談

人材紹介

進出コンサルタント

労務相談

人材紹介

業種

調査

常駐日本人弁護士によりベトナム法務全般に関して高品質のサービスを提供しております。

会社名 業種

調査

進出企業支援事業、委託加工支援事業、経営コンサルティング事業、リサーチ事業、教育事業（セミナー・研修など）、執筆事業
（「ベトナム進出完全ガイド」等上梓）

進出コンサルタント

税務・会計

法律

労務相談

会社名

人材紹介

付録3 コンサルタント企業情報
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Asia Alliance Partner Vietnam Co., Ltd.

アジア・アライアンス・パートナー・ベトナム事務所

年月日設立 2009年2月13日 〇

住所 140 Nguyen Van Thu St., Dakao Ward, Dist 1, HCMC, Vietnam 〇

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3910-5258 ; Fax: +84-8-3910-5259 〇

ウェブサイト www.aapvn.com ×

担当者 大塚　大地（ベトナム担当）、フェン（日本語可ベトナム人） ×

携帯番号 +84-91-145-0890（大塚）、+84-91-229-1082（フェン） 市場調査等 ×

メールアドレス info@aapvn.com 委託加工先探し等 ×

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 アジア・アライアンス・パートナー・ジャパン株式会社 Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 東京都西新宿6-24-1　西新宿三井ビルディング13Ｆ その他：

　　　　ウェブサイト http://www.aapjp.com

日系企業実績 製造業、建設業、サービス業等の進出・会計支援



得意分野・ＰＲ

Brainworks Asia Co., Ltd.

ブレインワークスアジア

年月日設立 2004年 〇

住所 11B Nguyen Dinh Chieu, Dakao Ward, Dist.1, HCM 〇

電話番号・ファックス Tel: 84-8-3910-3115 〇

ウェブサイト http://www.bwg.co.jp 〇

担当者 Ms.Umezato Naoko ×

携帯番号 市場調査等 〇

メールアドレス info_vn@bwg.co.jp 委託加工先探し等 〇

日本語対応 可 与信調査 〇

日本親会社 株式会社ブレインワークス Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 〒141-0031 東京都品川区西五反田6-2-7 ウエストサイド五反田ビル3 階 その他：

　　　　ウェブサイト http://www.bwg.co.jp/

日系企業実績 アジア進出支援、視察、コンサル、社員教育

得意分野・ＰＲ

es Networks Vietnam Co., Ltd

エスネットワークスベトナム有限会社

年月日設立 2008年2月26日 〇

住所 12th Fl, CJ Building, 2bis-4-6 Le Thanh Ton Street, District 1, HCMC 〇

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3821-3215 ; Fax: +84-8-3915-1439 〇

ウェブサイト http://www.esnet.com.vn 〇

担当者 樋崎康彰 ×

携帯番号 +84-122-375-1439 市場調査等 〇

メールアドレス y-hizaki@esnet.co.jp 委託加工先探し等 〇

日本語対応 可 与信調査 〇

日本親会社 株式会社エスネットワークス Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 東京都千代田区丸の内1-8-1　丸の内トラストタワーＮ館15F その他：

　　　　ウェブサイト http://www.esnet.co.jp/

日系企業実績

得意分野・ＰＲ

税務・会計

法律

進出コンサルタント

会社名 業種

250社を超える会計税務や法人設立の支援、20件のM&A支援の実績

10名以上の日本人会計士及び日本語コンサルタントが丁寧に誠実にサポートします。
ライセンス、労働許可証・ビザ、会計・税務・労務何でも相談ください。

会社名

調査

販売、輸出入

調査

法律

労務相談

アジアでの１０年以上の活動実績をもとに、お客様本位の最適な進出支援を行います。

タイ・ベトナム・インドネシアで日系中堅・中小企業の現地進出を多数支援。日本・タイでもベトナム進出・会計税務の相談可能。

業種

人材紹介

進出コンサルタント

調査

アテンド、通訳、翻訳等

労務相談

人材紹介

会社名 業種

労務相談

人材紹介

進出コンサルタント

税務・会計

法律

税務・会計
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HR InstithuteVietnam Company Limited

有限会社HRインスティテュートベトナム　　

年月日設立 2010年5月6日 〇

住所 Block H,9F Danang Software Park 02 Quang Trung St.,Danang ,Vietnam ×

電話番号・ファックス Tel: +84-5113-849 439 ; Fax: +84-5113-849 429 〇

ウェブサイト http://www.hri-vietnam.com 〇

担当者 川村泰裕; 泰子松岡 〇

携帯番号 +84-90-174-06465; +84-98-134-0917 市場調査等 〇

メールアドレス kawamura@hri-usa.com ; yasuko@hri-usa.com 委託加工先探し等 〇

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 株式会社HRインスティテュート　 Ｍ＆Ａ ×

　　　　住所 東京都渋谷区神宮前1-13-23　HRIビジョンハウス その他：

　　　　ウェブサイト http://www.hri-japan.co.jp

日系企業実績

得意分野・ＰＲ

HSK Vietnam Audit Company Limited

HSKベトナム会計監査法人

年月日設立 2010年7月 〇

住所 Room 802, 8th Floor, Phuong Tower, 31C Ly Tu Trong St., Ben Nghe Ward, Dist 1,HCMC 〇

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3939-0195/0196 ; Fax: +84-8-3939-0199 〇

ウェブサイト www.hskv.com.vn 〇

担当者 村上津弥, 阿辻健一 ×

携帯番号 +84-12-2848-5678; +84-16-9766-7777 市場調査等 〇

メールアドレス s.murakami@hskv.com.vn ; atsuji@hskv.com.vn 委託加工先探し等 ×

日本語対応 可 与信調査 〇

日本親会社 HSKコンサルティング株式会社（平成会計社グループ） Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-4-1　日本橋一丁目ビルディング(コレド日本橋)13階
TEL: 81-(0)3-3231-1940　　FAX: 81-(0)3-3231-3891

その他： 〇

　　　　ウェブサイト http://www.heiseikaikeisha.com

日系企業実績

得意分野・ＰＲ

I-GLOCAL CO., LTD.

年月日設立 2003年11月17日 進出コンサルタント 〇

住所 14th Floor, Maritime Bank Tower, 180-192 Nguyen Cong Tru St., Dist. 1 , HCMC 税務・会計 〇

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3827-8096; Fax: +84-8-3827-8097 法律 ー

ウェブサイト www.i-glocal.com 労務相談 〇

担当者 實原　享之 人材紹介 〇

携帯番号 +84-97-805-1771 市場調査等 ー

メールアドレス info@i-glocal.com 委託加工先探し等 ー

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 株式会社I-GLOCAL Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 東京都中央区八重洲二丁目10番8号　八重洲ビル4階 その他：

　　　　ウェブサイト www.i-glocal.com

日系企業実績

得意分野・ＰＲ

進出コンサルタント


会社設立申請、土地代交渉、仕入先開拓など。


有（非開示）


HSKVは、外国企業の義務である監査のできる監査法人です。進出支援、記帳代行、税務申告支援（移転価格文書化支援含
む)、M&A支援等も承ります。合理的な報酬水準及び日本人会計士による対応が当社の特徴です。平成会計社グループをあげ
て、ベトナムと日本の双方でお客様をサポートします。

ダナンに本社を構えているため、ベトナム中部における進出サポートが強みです。



会社名 業種

法律

労務相談

人材紹介

調査

税務・会計

会社名 業種

税務・会計

法律

労務相談

人材紹介

進出コンサルタント

調査

会社名 業種

調査

お客様は600社を超えており、そのほとんどが日系企業です。お客様の規模は大手上場企業からベンチャー企業まで、事業内容
も製造業だけではなく、商社、IT企業、サービス業等と、多岐に渡っています。

会計事務所系コンサルティングファームとして、日系企業の進出支援から進出後の会計・税務・人事労務・監査等の業務をワン
ストップでご提供します。グループ総勢３００人の従業員が、お客様のベトナム進出を圧倒的な顧客優先主義でご支援いたしま
す。
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Kiyomatsu Consultant & Trading Co.,Ltd

年月日設立 〇

住所 16/6 D Ap Trung Dong 1, Thoi Tam Thon, Hoc Mon, HCMC, Vietnam 〇

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3710-6630 〇

ウェブサイト http://www.kiyomatsu.vn 〇

担当者 ボータン　トウング 〇

携帯番号 +84-90-724-4868 市場調査等 〇

メールアドレス thanhtung@kiyomatsu.vn 委託加工先探し等 〇

日本語対応 可 与信調査 〇

日本親会社 日本支店：Kiyomatsu Consultant & Trading Co.,Ltd Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 〒108 - 0072 東京都港区白金　1 - 17 - 1　3910 その他：

　　　　ウェブサイト

日系企業実績

得意分野・ＰＲ

KT Accounting Co., Ltd

年月日設立 2010年1月26日 進出コンサルタント 〇

住所 2F Central Park Building, 208 Nguyen Trai, District 1, Ho Chi Minh City 税務・会計 〇

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3925-6447 ; Fax: +84-8-3925-6446 法律 ×

ウェブサイト http://www.ktaccounting.com.vn 労務相談 〇

担当者 大塩　英人 人材紹介 ×

携帯番号 +84-98-936-8177 市場調査等 〇

メールアドレス oshio@ktaccounting.com.vn 委託加工先探し等 ×

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 なし Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 なし その他：

　　　　ウェブサイト なし

日系企業実績 顧客数４０社強：上場企業６割：日清食品他

得意分野・ＰＲ BIG４監査法人出身の日本人ベトナム公認会計士による会計事務所：対応は早いです。

LAI VIEN Co.,Ltd

有限会社来遠

年月日設立 2009年8月6日 進出コンサルタント 〇

住所 2nd Floor Cosmobiz Bldg, 178/8 D1 St., Ward 25, Binh Thanh Dist , HCMC 税務・会計 ×

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3899-4060 ; Fax: +84-8-3899-4140 法律 〇

ウェブサイト http://www.laivien.com 労務相談 〇

担当者 桜場　伸介 人材紹介 ×

携帯番号 +84-90-8544-845 市場調査等 〇

メールアドレス sakuraba@laivien.com 委託加工先探し等 〇

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 なし Ｍ＆Ａ ×

　　　　住所 なし その他：

　　　　ウェブサイト なし 工業団地等

日系企業実績 2009年の設立以来、多数の日系企業様との取引実績あり

得意分野・ＰＲ ベトナム企業情報データベース有。工業団地選定、委託加工先の選定、現地調査にて実績多数

業種

調査

200社以上コンサルティング

市場調査、日本語能力、日本人の心がよく理解できる。

会社名

進出コンサルタント

税務・会計

法律

労務相談

人材紹介

調査

観光ガイド

会社名

会社名 業種

調査

業種

ベトナム企業情報データベース有。工業団地選定、委託加工先の選定、現地調査にて実績多数
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NAC (Vietnam) Co., Ltd.

NAC国際会計事務所

年月日設立 2009年7月29日 進出コンサルタント 〇

住所  2F The Landmark, 5B Ton Duc Thang St., Dist 1, HCMC, Vietnam 税務・会計 〇

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3914-7725 ; Fax: +84-8-3914-7742 法律 ×

ウェブサイト http://vn.nacglobal.net/ 労務相談 〇

担当者 田中　宏 人材紹介 ×

携帯番号 +84-12-1491-2533 市場調査等 ×

メールアドレス tanaka.hiroshi@nacglobal.net 委託加工先探し等 ×

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 NAC Global Co., Ltd. Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 Suite 2408, 24/F, Lippo Centre, Tower 2, 89 Queensway, Hong Kong その他：財務DD、 〇

　　　　ウェブサイト http://www.nac.com.hk/

日系企業実績 上場から中堅中小企業まで対応、顧客実績200社以上

得意分野・ＰＲ

Grant Thornton (Vietnam) Limited

太陽有限責任監査法人

年月日設立 1993年7月 進出コンサルタント 〇

住所 561A Dien Bien Phu Street, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City 税務・会計 〇

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3910-9100 ; Fax: +84-8-3910-9101 法律 ×

ウェブサイト http://www.gtjapan.or.jp/, http://www.gt.com.vn/services/jpdesk 労務相談 ×

担当者 則岡　智裕 人材紹介 ×

携帯番号 +84-90-667-7615 市場調査等 〇

メールアドレス Tomohiro.Norioka@vn.gt.com 委託加工先探し等 ×

日本語対応 可 与信調査 〇

日本親会社 太陽有限責任監査法人 Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 107-0052　東京都港区赤坂8-1-22　赤坂王子ビル5階 その他：

　　　　ウェブサイト http://www.gtjapan.or.jp/

日系企業実績 日系クライント数は170社（ホーチミンは約80社）

得意分野・ＰＲ

I CRAFT JPN Vietnam JSC

アイクラフトJPNベトナム株式会社

年月日設立 進出コンサルタント 〇

住所 1F Blue Star Build.,23 Ton Duc Thang St., Dist 1, HCMC, Vietnam 税務・会計 ×

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3824-3288 ; Fax: +84-8-3824-3297 法律 〇

ウェブサイト http://www.vn.icraft.jpn.com ;  http://vietnam-fudousan.com ; www.vietnam-support.com 労務相談 〇

担当者 西田　俊哉 人材紹介 〇

携帯番号 +84-90-776-1339 市場調査等 〇

メールアドレス nishida@icraft.jpn.com 委託加工先探し等 〇

日本語対応 可 与信調査 〇

日本親会社 アイクラフト株式会社 Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 神戸市中央区京町83番地　KDC 神戸ビル13階 その他：

　　　　ウェブサイト http://www.icraft.jp

日系企業実績 ＪＴＢ，サッポロビール、三洋電機、ＫＤＤＩ

得意分野・ＰＲ

法人設立から会計・税務・監査までワンストップ対応、アジア拠点網は日系最大級。

不動産紹介、会社設立、人事・労務コンサル、人材紹介、各種調査などワンストップサービス

調査

業種

業種

調査

調査

会社名

設立支援から進出後の税務及び監査まで、日本人担当者によるワンストップでの提供

会社名

ライセンス、申請関連

会社名 業種
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Sun Region Co.,Ltd

RESS不動産

年月日設立 2008年8月8日 進出コンサルタント 〇

住所 12Bis Nguyen Hue St., Dist 1, HCMC, Vietnam 税務・会計 X

電話番号・ファックス Tel: +84-8-6274-3458; Fax: +84-8-3825-7080 法律 X

ウェブサイト http://www.ress.vn 労務相談 X

担当者 松本亮一 人材紹介 X

携帯番号 +84-91-625-8106 市場調査等 〇

メールアドレス ryouichi@ress.vn 委託加工先探し等 X

日本語対応 可 与信調査 X

日本親会社 Ｍ＆Ａ X

　　　　住所 その他：

　　　　ウェブサイト

日系企業実績 2007年より現在まで300社以上のお客さへ物件仲介のサポートをさせて頂いております。

得意分野・ＰＲ

VAC Saigon Tax Accountat Office

VACサイゴン税理士事務所

年月日設立 2006年6月25日 ｘ

住所 8F, Resco Building , 94 - 96 Nguyen Du, Quan 1, Tp.Ho Chi Minh, Viet Nam 税務・会計 〇

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3822-0337/3823-0302 ; Fax: +84-8-3822-1161 法律 ｘ

ウェブサイト http://www.vac-viet.com 労務相談 ｘ

担当者 山口明子 人材紹介 ｘ

携帯番号 同上 市場調査等 ｘ

メールアドレス info@vac-viet.com 委託加工先探し等 ｘ

日本語対応 可 与信調査 ｘ

日本親会社 株式会社ＶＡＣコンサルティング Ｍ＆Ａ ｘ

　　　　住所 〒110-0016　東京都台東区台東1-36-6 山口ビ2Ｆ その他：

　　　　ウェブサイト http://www.vac-viet.com

日系企業実績 税務・会計顧問先62社（2015年12月31日付）

得意分野・ＰＲ

VCC Co.,Ltd

株式会社ＶＣＣ　

年月日設立 2011年2月25日 〇

住所 LANTビル2F, 56-58-60 Hai Ba Trung St, Ben Nghe Ward, Dist1, HCM 税務・会計 〇

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3824-7429 ; Fax: +84-8-3824-7427 法律 〇

ウェブサイト www.vcc.co.jp 労務相談 〇

担当者 松尾　隆 (Matsuo takashi) 人材紹介 X

携帯番号 +84-90-360-3654 調査 市場調査等 〇

メールアドレス matsuo@vcc.co.jp 委託加工先探し等 〇

日本語対応 可 与信調査 〇

日本親会社 株式会社VCC Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 東京都千代田区神田錦町3-7-2　東京堂錦町ビル その他： 〇

　　　　ウェブサイト www.vcc.co.jp 土地建物不動産紹介

日系企業実績

得意分野・ＰＲ

調査

アパートメント・オフィス・店舗の物件仲介業務、コンドミニアムの売買サポート業務を行なっております。お気軽にお声がけを頂
ければ幸いであります。

会社名 業種

進出コンサルタント

調査

進出コンサルタント

業種

2006年より、多数の日系企業の進出を支援

ロンハウ工業団地、絆レンタルファクトリーの日本代理店として製造業進出を支援。その他サービス業進出支援、委託加工先選
定、ベトナム国内販売支援、土地建物プロジェクト仲介を得意としております

業種

中国からベトナムへの移転進出案件及び繊維・部品・機械中小製造業の進出案件に強み

会社名 業種

ビジネス視察/セミナー

会社名
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会社名 Viet Economic Research & Advisory Corp

(VERAC・べラック）

年月日設立 2002年 進出コンサルタント

住所 2F Loyal Building, 151 Vo Thi Sau St., Dis. 3, Ho Chi Minh city 税務・会計 X

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3820-6800/6892;　Fax: +84-8-3820-6893 法律 X

ウェブサイト www.verac-vn.com 労務相談 X

担当者 佐藤 有希 人材紹介 X

携帯番号 +84-90-949-2899 市場調査等 X

メールアドレス info@verac-vn.com 委託加工先探し等 〇

日本語対応 可 与信調査 〇

日本親会社 なし Ｍ＆Ａ X

　　　　住所 なし その他：

　　　　ウェブサイト なし

日系企業実績 様々な業種の日系企業様300社超。

得意分野・ＰＲ

KPMG Limited

年月日設立 1994年 進出コンサルタント 〇

住所  10th Floor, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue St., Dist 1, HCMC, Vietnam 税務・会計 〇

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3821-9266; Fax: +84-8-3821-9267 法律 〇

ウェブサイト http://www.kpmg.com/vn/en/pages/default.aspx 労務相談 〇

担当者 渡　喬 人材紹介 ×

携帯番号 +84-90-882-2618 市場調査等 〇

メールアドレス takashiwatari@kpmg.com.vn 委託加工先探し等 〇

日本語対応 可 与信調査 〇

日本親会社 あずさ監査法人、KPMG税理士法人、KPMG FAS等 Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 あずさ監査法人：東京都新宿区津久戸町1-1 その他：

　　　　ウェブサイト http://www.azsa.or.jp/

日系企業実績 ホーチミン事務所だけでも年間200社以上

得意分野・ＰＲ 各分野において実績豊富です。また、IFRS等日本の動向に応じたサポートが可能です。

VILAF (Vietnam International Law Firm)

ビラフ法律事務所

年月日設立 1993年 進出コンサルタント 〇

住所 Kumho Asiana Plaza Saigon, Suite 404 – 406, 39 Le Duan Street, District 1 税務・会計 ×

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3827-7300 ; Fax: +84-8-3827-7303 法律 〇

ウェブサイト www.vilaf.com 労務相談 〇

担当者 Ngo Thanh Tung 人材紹介 ×

携帯番号 同上 市場調査等 ×

メールアドレス tung@vilaf.com.vn 委託加工先探し等 ×

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 〒106-6036 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー その他： 〇

　　　　ウェブサイト http://www.amt-law.com

日系企業実績 商社、銀行、金融、不動産、製造、物流、小売業等多数

得意分野・ＰＲ

業種

会社名 業種

調査

訴訟調査等法律全般

企業法務、金融、Ｍ＆Ａ、不動産、労務、訴訟等約20年間にわたり、リーガルサービスを提供しております。

会社名

調査

業種

ベトナム地場・外資系企業信用調査22万社に対応、調査不可企業の再調査お任せください

調査
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MAI INTERNATIONAL ASSOCIATES JSC.

Cong Ty Co Phan Tu Van Dau Tu Lien Hop Quoc Te MAI

年月日設立 2010年4月 進出コンサルタント 〇

住所 4F Phuong Tower, 31C Ly Tu Trong, Dist.1, HCM City 税務・会計 ×

電話番号・ファックス Tel: +84-8 3822 6055 ; Fax: +84-8 3822 6066 法律 ×

ウェブサイト http://mai-vn.com/ 労務相談 ×

担当者 梅田　伸之 人材紹介 ×

携帯番号 090-869-3185 市場調査等 〇

メールアドレス umeda@mai-vn.com 委託加工先探し等 〇

日本語対応 可 与信調査 〇

日本親会社 株式会社マグエックス Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 東京都中央区東日本橋1-9-13 その他： 〇

　　　　ウェブサイト http://www.magx.co.jp/

日系企業実績 エレコム、カゴメ、カルビー、小林製薬など

得意分野・ＰＲ

TMI Associates Ho Chi Minh City Branch

TMI総合法律事務所ホーチミン支店

年月日設立 進出コンサルタント ×

住所 Suite 16, 1st Floor, Kumho Asiana Plaza, 39 Le Duan Street, District 1, HCM, VN 税務・会計 ×

電話番号・ファックス Tel: +84-8-6299-0666 ; Fax: +84-8-6299 1666 法律 〇

ウェブサイト http://www.tmi.gr.jp/ 労務相談 ×

担当者 小林亮 人材紹介 ×

携帯番号 +84-96-826-9191 市場調査等 ×

メールアドレス rkobayashi@tmi.gr.jp 委託加工先探し等 ×

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 TMI総合法律事務所 Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー23階 その他：

　　　　ウェブサイト http://www.tmi.gr.jp/

日系企業実績 非開示

得意分野・ＰＲ

TMF Vietnam Company Limited

TMFベトナム

年月日設立 ×

住所 8th Floor, Bitexco Finance Tower, 2 Hai Trieu Street, District 1, HCMC 〇

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3910-2262; Fax: +84-8-3910-0590 ×

ウェブサイト http://www.tmf-group.com/apac ×

担当者 Ms Misaki Fukushima（福嶋　美咲） ×

携帯番号 市場調査等 ×

メールアドレス misaki.fukushima@tmf-group.com 委託加工先探し等 ×

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 なし Ｍ＆Ａ ×

　　　　住所 なし その他：

　　　　ウェブサイト なし

日系企業実績

得意分野・ＰＲ

調査

販売サポート

市場調査、代理店探し、マーケティングサポート、会社設立等、ベトナム進出をトータルサポートさせて頂きます。

会社名 業種

調査

会社名 業種

会社名 業種

調査

現地法人設立、工業団地リース契約、M&A、契約交渉、知的財産、紛争・訴訟、労働法

世界90カ国の拠点を通じて、グローバルに展開されるお客様へワンストップでサービスをご提供させていただきます。

進出コンサルタント

税務・会計

法律

労務相談

人材紹介

大手製造業・小売等のお客様にご利用いただいております。
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Nishimura & Asahi HCMC Office

西村あさひ法律事務所　ホーチミンオフィス

年月日設立 2010年9月17日 ×

住所 Room 903 Sun wah Tower, 115 Nguyen Hue St., Dist 1, HCMC, Vietnam 税務・会計 ×

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3821-4432 ; Fax: +84-8-3821-4434 法律 〇

ウェブサイト http://www.jurists.co.jp/ja/ 労務相談 〇

担当者 弁護士　小口　光、弁護士　ヴ・レ・バン 人材紹介 ×

携帯番号 同上 調査 市場調査等 ×

メールアドレス info_hcmc@juristsoverseas.com 委託加工先探し等 ×

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 西村あさひ法律事務所　Nishimura & Asahi Ｍ＆Ａ ×

　　　　住所 東京都港区赤坂1-12-32　アーク森ビル その他：

　　　　ウェブサイト http://www.jurists.co.jp/ja/

日系企業実績

得意分野・ＰＲ

Allen & Overy Legal (Vietnam) LLC

年月日設立 2012年8月 進出コンサルタント ×

住所 39th Floor Bitexco Financial Tower, 2 Hai Trieu, District 1 Ho Chi Minh City 税務・会計 ×

電話番号・ファックス Tel: +84-8-6288-4888 ; Fax: +84-8-6288-4999 法律 〇

ウェブサイト www.allenovery.com 労務相談 ×

担当者 玉川　暁美 人材紹介 ×

携帯番号 市場調査等 ×

メールアドレス akemi.tamagawa@allenovery.com 委託加工先探し等 ×

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 Ｍ＆Ａ ×

　　　　住所 その他：

　　　　ウェブサイト

日系企業実績

得意分野・ＰＲ

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

フレッシュフィールズ ブルックハウス デリンガー 法律事務所

年月日設立 1996年10月
進出
コン

〇

住所 #1101-1103, Saigon Tower, 29 Le Duan Boulevard, District 1, Ho Chi Minh City 税務・会計 ×

電話番号・ファックス Tel: +84-8-38226680 ; Fax: +84-8-3822-6690 法律 〇

ウェブサイト www.freshfields.com/en/vietnam/ 労務相談 〇

担当者 水野佳世子（みずのかよこ） 人材紹介 ×

携帯番号 市場調査等 ×

メールアドレス kayoko.mizuno@freshfields.com 委託加工先探し等 ×

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 フレッシュフィールズ ブルックハウス デリンガー 法律事務所東京オフィス Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 〒107-6336　東京都港区赤坂5-3-1　赤坂Bizタワー　36階

　　　　ウェブサイト http://www.freshfields.com/ja/japan/

日系企業実績

得意分野・ＰＲ

会社名 業種

会社名 業種

調査

アジアに展開する多様な業務分野の公私企業

新規投資(設立・買収)及び既進出企業の様々な法律分野における実務的な対応サポート

進出コンサルタント

M&A, Banking and Finance, Energy and Infrastructure,

会社名 業種

調査

その他： ×

ベトナムに展開する多くの日系企業

国内で最も大きな法律事務所の一つとして、過去20年間法律アドバイスを提供
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Retail Initiatives Inc. Ho Chi Minh Office

株式会社リテイルイニシアティブズ　ホーチミンオフィス

年月日設立 2006年4月1日 進出コンサルタント 〇

住所 18A Nguyen Thi Minh Khai St. Dakao Ward, Dist.1 , HCMC, VN 税務・会計 〇

電話番号・ファックス ウェブサイトのお問い合せフォーム(info@retail-initiatives.co.jp)からお願い致します。 法律 〇

ウェブサイト http://www.retail-initiatives.co.jp 労務相談 〇

担当者 黒木健治(ホーチミン)　Tran Nhu Hoai (ダナン)   人材紹介 〇

携帯番号 +84-97-623-1410(黒木)　+84-90-353-8738（ホアイ） 市場調査等 ×

メールアドレス info@retail-initiatives.co.jp 委託加工先探し等 ×

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 株式会社リテイルイニシアティブズ Ｍ＆Ａ ×

　　　　住所 東京都千代田区神田須田町1-5、KSビル10F(担当：戸川)

　　　　ウェブサイト http://www.retail-initiatives.co.jp

日系企業実績 3社（非公開）

得意分野・ＰＲ

Asia Golden Bridge co.,LTD

年月日設立 2013年4月23日 進出コンサルタント 〇

住所 02 Hoa Phuong.P2,Quan Phu Nhuan. TP. HCM Viet Nam 税務・会計 ×

電話番号・ファックス Tel: +84-8-7305-4871 ; Fax: +84-8-7305-4872 法律 〇

ウェブサイト www.asiagoldenbridge.com 労務相談 〇

担当者 田口三喜夫 人材紹介 〇

携帯番号 +84-93-331-8896 市場調査等 〇

メールアドレス asiagoldenbridge@yahoo.co.jp 委託加工先探し等 〇

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 イーソリューション株式会社 Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 東京都品川区北品川2-34-2-506 その他： 〇

　　　　ウェブサイト http://e-solution.tv

日系企業実績 業種を問わずISO認証の日系企業様とご契約させて頂いております。

得意分野・ＰＲ

Asia Pacific International Law Firm

ＡＰＡＣ法律事務所

年月日設立 2011年 進出コンサルタント 〇

住所 Fl 4, Block B, HDTC Building, 36 Bui Thi Xuan St, Ben Thanh Ward, District 1 税務・会計 ×

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3925-7438 ; Fax: +84-8-3925-7436  （ハノイ事務所あり） 法律 〇

ウェブサイト http://www.apac-legal.com/ 労務相談 〇

担当者 戸松夏子（ホーチミン）、上東亘（ハノイ） 人材紹介 ×

携帯番号 0120-3280-201　(HoChiMinh) -　(Hanoi) 市場調査等 ×

メールアドレス natsuko.tomatsu@aplaw.jp（ホーチミン）wataru.kamihigashi@aplaw.jp（ハノイ） 委託加工先探し等 ×

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 千代田区内幸町2-2-2　富国生命ビル（受付：12階） その他： ×

　　　　ウェブサイト http://www.aplaw.jp/

日系企業実績 ベトナム全土において多数の実績。

得意分野・ＰＲ

会社名 業種

調査

会社名 業種

小売り業、飲食業」自ら６年有余の在越経験とコンサル業務推進を通じて確立した有力パートナー、情報ネットワークを最大限活
用した支援にご期待下さい。

その他：

会社名 業種

調査

ISOコンサルタント

看護・介護分野に関わる人材育成とISO認証取得及びマニュアル改訂のサポート

調査

所長は，元外国投資庁次官で、その夫は、現職の司法大臣を務め、オフィシャル人脈豊富。20年以上の経験を有すベテラン弁
護士、元国営金融機関役員で政財界に多数人脈を有するパートナーも在籍。ハノイ、ホーチミンに日本人弁護士常駐。
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Baker & McKenzie (Viet Nam) Limited

ベーカー＆マッケンジー法律事務所

年月日設立 1993年 進出コンサルタント 〇

住所 12th Floor, Saigon Tower 29 Le Duan Blvd, District 1, Ho Chi Minh City 税務・会計 ×

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3829-5585 Ext: 2628 ; Fax: +84-8-3829-5618 法律 〇

ウェブサイト http://www.bakermckenzie.com/Vietnam/ 労務相談 〇

担当者 松丸知津 人材紹介 ×

携帯番号 +84-97-851-9578 市場調査等 ×

メールアドレス chizu.matsumaru@bakermckenzie.com 委託加工先探し等 ×

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 ベーカー＆マッケンジー法律事務所（東京オフィス） Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 〒106-0032 東京都港区六本木一丁目9番10号アークヒルズ仙石山森タワ 28階 その他： ×

　　　　ウェブサイト http://www.bakermckenzie.co.jp

日系企業実績 多数

得意分野・ＰＲ

CaN International Advisory Vietnam Co.,Ltd.

CaN International国際会計事務所ベトナム拠点

年月日設立 進出コンサルタント 〇

住所 31F,Saigon Trade Center , 37 Ton Duc Thang Dist 1., HCMC 税務・会計 〇

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3910 7424 ; Fax: +84-8-3910 0082 法律 〇

ウェブサイト http://www.caninternational.co/ 労務相談 〇

担当者 安藤　崇 人材紹介 〇

携帯番号 +84-90-944-9833 市場調査等 ×

メールアドレス ando@caninternational.co 委託加工先探し等 ×

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 CaN International Advisory 株式会社 Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 東京都中央区新川 1丁目3－9 宮﨑新川ビル 8階 その他： 〇

　　　　ウェブサイト http://www.caninternational.co/

日系企業実績 お客様は全て日系企業です（内5割上場）。

得意分野・ＰＲ

Fair Consulting Vietnam Joint Stock Company

フェアコンサルティングベトナム株式会社

年月日設立 2013年11月4日 進出コンサルタント 〇

住所 F12A, 01-05,Vincom Center B, 72 Le Thanh Ton Street, District 1, HCM 税務・会計 〇

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3528-5420 法律 ×

ウェブサイト http://www.faircongrp.com/vietnam.html 労務相談 ×

担当者 Mr. Sanuki 人材紹介 ×

携帯番号 +84-97-510-6117 市場調査等 ×

メールアドレス sh.sanuki@faircongrp.com 委託加工先探し等 ×

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 株式会社フェアコンサルティング Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 大阪府大阪市北区梅田2丁目5番25号ハービスOSAKAオフィスタワー12F その他： 〇

　　　　ウェブサイト http://www.faircongrp.com/

日系企業実績 製造、IT、通信、商社、運輸、娯楽等多様な業種を顧客としています。

得意分野・ＰＲ

会社名 業種

調査

20年以上の歴史を持ち約30名の弁護士を有します。会社設立、日常の労務・契約に関する相談から、ライセンス取得、M&A、
JV、銀行、金融、知的財産（登録申請・模倣品対策）、紛争案件と多岐に及ぶ分野において対応可能であり、日本人弁護士がサ
ポートいたします。

会社名 業種

調査

ライセンス申請の可否

ベトナム15年の実務経験を有する安藤崇が直接対応。会計・税務正規登録事業者。

会社名 業種

調査

内部監査支援、不正調査

税務・会計に強いコンサルティング会社です。ベトナム国内法に対してはもちろん、東京・大阪・上海・台湾・香港・シンガポール・
マレーシア・インドネシア・インド・タイ拠点における税理士・公認会計士との協力体制により、租税条約や国際取引上の財務・税
務上の課題に対して、ワンストップでのハイレベルなコンサルティングが可能です。
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ZICOlaw (Vietnam) Ltd

ジーコ・ロー・ベトナム

年月日設立 2012年7月 進出コンサルタント 〇

住所 Unit 2, Level 20, Bitexco Financial Tower,2 Hai Trieu Street, District 1, HCMC 税務・会計 ×

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3915 1000 ; Fax: +84-8-3915 1100 法律 〇

ウェブサイト www.zicolaw.com 労務相談 〇

担当者 David Lim, 石川賢吾 人材紹介 ×

携帯番号 +84-94-184-8110 市場調査等 ×

メールアドレス david.lim@zicolaw.com、kengo.ishikawa@zicolaw.com 委託加工先探し等 ×

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 ZICOlawは、マレーシアを拠点にASEAN8か国にオフィスを有する法律事務所です。 Ｍ＆Ａ ×

　　　　住所 その他： 〇

　　　　ウェブサイト

日系企業実績 不動産、インフラ、製造業、物流、貿易、流通販売業等多数

得意分野・ＰＲ

PROPOLIFE VIETNAM CO.,LTD

プロポライフベトナム

年月日設立 2013年10月 進出コンサルタント 〇

住所 Unit1904 19Floor CJ BUILDING, 6 Le Thanh Ton, District1,HCMC, Vietnam 税務・会計 X

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3827 5068（代表日本語可） 法律 〇

ウェブサイト www.aodaihousing.com　　　；　www.office-vn.com 労務相談 〇

担当者 総合窓口（渡邉）進出支援、ビザ労働許可証（江渕）、賃貸不動産（和田）、内装工事（鈴木）人材紹介 〇

携帯番号 渡邉：+84-91-663-1088　江渕：+84-90-300-5571　和田：+84-91-667-0027 市場調査等 X

メールアドレス
渡邉: m.watanabe@aodaihousing.com　江渕：ebuchi@propolifevietnam.com
田：wada@aodaihousing.com　 鈴木：suzuki@propolifevietnam.com

委託加工先探し等 X

日本語対応 可 与信調査 X

日本親会社 株式会社プロポライフ Ｍ＆Ａ X

　　　　住所 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング2F その他：

　　　　ウェブサイト www.propolife.co.jp

日系企業実績 会社設立・進出支援、不動産仲介、内装工事、WEBサイト制作

得意分野・ＰＲ

Golden Era Co., Ltd.

年月日設立 2010年2月10日 進出コンサルタント ×

住所 307/6 Nguyen Van Troi Street, Tan Binh District, Ward 1, HCMC 税務・会計 ×

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3844-1808; Fax: +84-8-3844-1878 法律 ×

ウェブサイト www. goldenera.vn 労務相談 ×

担当者 Thu (Ms.) 人材紹介 〇

携帯番号 +84-90-314-7068 市場調査等 ×

メールアドレス thuvh@goldenera.vn 委託加工先探し等 〇

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 Ｍ＆Ａ ×

　　　　住所 その他：日本語翻訳通訳

　　　　ウェブサイト

日系企業実績 プロフィル参照

得意分野・ＰＲ

会社名 業種

調査

法人設立、M&A、不動産案件等を含む幅広い分野に対応可能。日本人弁護士が常駐。

会社名 業種

調査

不動産仲介・内装工事

常駐日本人4名と専門スタッフ、弁護士、会計士の専門家で会社設立、事業スキーム構築・オフィス、アパート仲介・内装工事・
WEBサイト制作等のベトナム進出支援サービスをご提供しております。

会社名 業種

調査

駐在事務所建設、工場建設

弊社は、創業以来、お客様の8割は日本企業です。お客様に提供しているサービスは建設、日本語・英語・ベトナム語翻訳通訳、
採用紹介、ベトナムでのパートナーを探すなどでございます。現在まで、取引を行った日系企業は30社程度であり、今後とも、日
本企業のベトナム進出支援を促進するために、努力していきたいと思っております。御用があれば、ぜひご連絡ください。
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Cosmo Consulting Co., Ltd

コスモコンサルティング有限会社

年月日設立 2013年8月 進出コンサルタント 〇

住所 2F 130 Nguyen Cong Tru Street, District 1, Ho Chi Minh City 税務・会計 ×

電話番号・ファックス Tel: +84-8-6275-7081; Fax: +84-8-6281-7391 法律 ×

ウェブサイト http://cosmoconsultingviet.com/ 労務相談 〇

担当者 ディン・アイン（Dinh Anh）、多田良吉、市川昭 人材紹介 〇

携帯番号 +84-94-230-1109 市場調査等 〇

メールアドレス info@cosmoconsultingviet.com  委託加工先探し等 〇

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 Ｍ＆Ａ ×

　　　　住所 その他： 〇

　　　　ウェブサイト

日系企業実績 15社以上（業界：製造業、金融、コンサルティング、商社、法律事務所、人材育成、農業）

得意分野・ＰＲ

Viet Nhat SHOUTEN Co., Ltd

年月日設立 進出コンサルタント 〇

住所 1F 57-59 Ho Tung Mau Dis1 HCM 税務・会計 ×

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3915-3139 法律 ×

ウェブサイト www.vitjp.com 労務相談 ×

担当者 猪谷 人材紹介 ×

携帯番号 +84-12-5392-0362 市場調査等 〇

メールアドレス inotani@vitjp.com 委託加工先探し等 〇

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 株式会社VIT Japan Ｍ＆Ａ ×

　　　　住所 大阪市旭区高殿5-5-27 その他：

　　　　ウェブサイト www.vitjp.com

日系企業実績 20社程度

得意分野・ＰＲ

FORVAL VIETNAM Co.,Ltd.

フォーバルベトナム有限会社　

年月日設立 進出コンサルタント 〇

住所 L14-07 Vincom Center, 72 Le Thanh Ton Str, Ben Nghe, Dist 1, HCMC 税務・会計 ×

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3993-9903; Fax: +84-8-3993-9904 法律 ×

ウェブサイト http://vietnam-advisors.jp/ 労務相談 〇

担当者 須藤　理夫 人材紹介 〇

携帯番号 +84-12-6447-6204 市場調査等 〇

メールアドレス m-sudo@forval.co.jp 委託加工先探し等 〇

日本語対応 可 与信調査 〇

日本親会社 株式会社フォーバル Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル14Ｆ　 その他： 〇

　　　　ウェブサイト http://www.forval.co.jp                                  http://www.kaigaiadvisers.jp

日系企業実績 北部＆南部エリアにおいて多数の実績あり

得意分野・ＰＲ

会社名 業種

調査

農業、視察手配、マッチング

日本で留学・就業したベトナム人代表は日本企業の気持ちも理解しており、ベトナム社会にも精通します。日本企業の課題を傾
聴・同感・理解しており、日本人社会とベトナムでの人脈を駆使してその解決に尽力致します。特に、農業で進出のお客様にはベ
トナム農業現場に詳しい日本人担当者がご対応致します。

会社名 業種

調査

中小企業中心に経営上の進出判断のアドバイスから事業立上げのための実務サポートまで行ってます。

会社名 業種

調査

（生産委託先＆ﾊﾟｰﾄﾅｰ開拓）

ベトナム計画投資省外国投資局と連携し日系企業の進出をサポート。また日系中小企業向けレンタル工場を展開中。
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D&B Vietnam

D&Bベトナム

年月日設立 2012年3月17日 進出コンサルタント ×

住所 Unit 2104, Floor21, Saigon Trade Center, 37 Ton Duc Thang, Dist.1, HCMC 税務・会計 ×

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3911-7288 ; Fax: +84-8-3911-7289 法律 ×

ウェブサイト http://www.dnbvietnam.com 労務相談 ×

担当者 大木康隆、山崎博史、笠井麻矢子 人材紹介 ×

携帯番号 +81-3-5860-0333 市場調査等 〇

メールアドレス JP-VietnamSupport@dnb.com 委託加工先探し等 ×

日本語対応 可 与信調査 〇

日本親会社 ダンアンドブラッドストリートジャパン株式会社 Ｍ＆Ａ ×

　　　　住所 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル6F その他：

　　　　ウェブサイト

日系企業実績 非開示

得意分野・ＰＲ

Kobelco Eco-Solutions Vietnam Co., Ltd

コベルコ　エコソリューションズ　ベトナム

年月日設立 2010年11月15日 進出コンサルタント ×

住所 9th Floor, Minh Long Tower, 17 Ba Huyen Thanh Quan St, Dist3, HCMC 税務・会計 ×

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3933-0646 ; Fax: +84-8-3933-0622 法律 ×

ウェブサイト http://www.kobelco-eco.co.jp/ 労務相談 ×

担当者 宮川　優毅 人材紹介 ×

携帯番号 +84-12-0807-2726 市場調査等 ×

メールアドレス y.miyagawa@kobelco-eco.com 委託加工先探し等 ×

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 株式会社　神鋼環境ソリューション Ｍ＆Ａ ×

　　　　住所 神戸市中央区脇浜町1-4-78 その他： 〇

　　　　ウェブサイト http://www.kobelco-eco.co.jp/

日系企業実績 メッキ金属加工、鉄鋼、食品、製薬、その他

得意分野・ＰＲ

MAZARS Vietnam

マザー ベトナム　

年月日設立 1994年 進出コンサルタント 〇

住所 2nd floor, 2-4-6 Dong Khoi, District 1, Ho Chi Minh City 税務・会計 〇

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3824 1493 ; Fax: +84-8-3822 8799 法律 ×

ウェブサイト http://www.mazars.vn/ 労務相談 〇

担当者 熊倉広信(くまくらひろのぶ） 人材紹介 ×

携帯番号 +84-12-8624-1430 市場調査等 〇

メールアドレス hironobu.kumakura@mazars.vn 委託加工先探し等 ×

日本語対応 可 与信調査 〇

日本親会社 Mazars France （とりあえずフランスの親会社のデータです） Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 23, rue BalzacParis その他： 〇

　　　　ウェブサイト http://www.mazars.fr/

日系企業実績 設立20年で約200社にサービス

得意分野・ＰＲ

会社名 業種

調査

（調達先管理サービス）

世界最大規模の企業情報を保有する米国D&Bの子会社として信用調査、調達先管理サービスなどを展開しています。ベトナム
のみならず、ASEANもカバーしています。

会社名 業種

調査

水処理関連のご相談

環境申請の助勢、現地の水事情、水処理等、水に関するご相談から設備の設計、施工、運転までトータルでお任せ下さい。

会社名 業種

調査

M&Aマッチング

約100名近いスタッフ、日本の公認会計士による会計・税務のワンストップサービス
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DFDL

年月日設立 2007年3月7日 進出コンサルタント 〇

住所 Unit 2, 19th Floor, Green Power Building, 35 Ton Duc Thang Street, District 1 , HCMC 税務・会計 〇

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3910-0072 ; Fax: +84-8-3910-0073 法律 〇

ウェブサイト www.dfdl.com 労務相談 〇

担当者 岸本明美, 大谷 彩乃 人材紹介 ×

携帯番号 +84-18-8559-3292 市場調査等 ×

メールアドレス akemi.kishimoto@dfdl.com , japandesk@dfdl.com , ayano.otani@dfdl.com, 委託加工先探し等 ×

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 ございません Ｍ＆Ａ ×

　　　　住所 その他： ×

　　　　ウェブサイト

日系企業実績 ベトナムで長年、法務・税務サポートを提供

得意分野・ＰＲ

SCS Global Consulting (Vietnam) Co., Ltd.

SCS国際会計事務所 ベトナム法人

年月日設立 進出コンサルタント 〇

住所 Floor 4th, PVFCCo Tower, No.43, Mac Dinh Chi street, Dakao ward, District 1, HCMC 税務・会計 〇

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3822-8676 法律 ×

ウェブサイト http://www.scsglobal.co.jp/ 労務相談 〇

担当者 藤井俊亮、尾崎士朗 人材紹介 ×

携帯番号 +84-94-864-6214 （藤井）、+84-91-914-2921（尾崎） 市場調査等 ×

メールアドレス fujii@scsglobal.co.jp（藤井）、ozaki@scsglobal.co.jp（尾崎） 委託加工先探し等 ×

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 SCS国際会計事務所 Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 東京都港区虎ノ門2-2-5共同通信会館４階 その他： ×

　　　　ウェブサイト http://www.scsglobal.co.jp/

日系企業実績 多数（非開示）

得意分野・ＰＲ

Ernst & Young Vietnam

EY ベトナム　

年月日設立 1992年 進出コンサルタント 〇

住所 Bitexco Financial Tower, 28th Floor, 2 Hai Trieu St.,  Dist 1 Ho Chi Minh City 税務・会計 〇

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3824-5252 ; Fax: +84-8-3824-5250 法律 〇

ウェブサイト 労務相談 ×

担当者 小野瀬　貴久(Takahisa Onose) ; 森田 哲平(Teppei Morita) 人材紹介 ×

携帯番号 +84-97-206-3888 ; +84-90-669-9206 市場調査等 〇

メールアドレス takahisa.onose@vn.ey.com ; Teppei.Morita@vn.ey.com 委託加工先探し等 ×

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 新日本有限責任監査法人 Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 日比谷国際ビル その他：

　　　　ウェブサイト http://www.shinnihon.or.jp/

日系企業実績 企業の規模を問わず、様々な分野で数多くの実績があります。

得意分野・ＰＲ

調査

あらゆる分野のニーズに対応致し、サポート致します。日本、ベトナムの実務に精通した日本の公認会計士が在籍。

会社名 業種

調査

現地法人設立、会計、税務、労務、M&A、財務・税務DD

会社名 業種

カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、シンガポール及びバングラデシュにも拠点を設け、ASEAN地域横断的なサポートを提供。

会社名 業種

調査
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Spire Research and Consulting

スパイア・リサーチ・アンド・コンサルティング

年月日設立 2000年4月 進出コンサルタント ×

住所 6th Floor, Phuong Tower, 31C Ly Tu Trong, Ben Nghe Ward, District 1, HCM City 税務・会計 ×

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3521-8735; Fax: +84-8-3521-8736 法律 ×

ウェブサイト http://www.spireresearch.com/ 労務相談 ×

担当者 吉良（きら）、Phong Quach 人材紹介 ×

携帯番号 市場調査等 〇

メールアドレス misako.kira@spireresearch.com, phong.quach@spireresearch.com 委託加工先探し等 ×

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 Ｍ＆Ａ ×

　　　　住所 その他：

　　　　ウェブサイト http://www.spireresearch.com/ コンサルティング

日系企業実績 日系大手メーカー、建設、飲食等幅広い業界

得意分野・ＰＲ

Uryu & Itoga Ho Chi Minh City Branch

弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所ホーチミン事務所

年月日設立 進出コンサルタント 〇

住所 Unit 1305, 13th Floor, Me Linh Point Tower, No.2 Ngo Duc Ke Str., Dist 1, HCM City 税務・会計 〇

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3824-7974 ; Fax: +84-8-3824-7975 法律 〇

ウェブサイト http://www.uryuitoga.com 労務相談 〇

担当者 Mr. Tadasu Tanimoto　(谷本　規) 人材紹介 ×

携帯番号 +84-93-608-7577 ; +81-80-3754-6761 市場調査等 〇

メールアドレス tanimoto@uryuitoga.com 委託加工先探し等 〇

日本語対応 可 与信調査 〇

日本親会社 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所 Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル36階 その他： 〇

　　　　ウェブサイト http://www.uryuitoga.com/

日系企業実績 多数

得意分野・ＰＲ

年月日設立 2008年7月 進出コンサルタント 〇

住所 2F, Indochina Park Tower, 4 Nguyen Dinh Chieu St., Dakao Ward, Dist.1 HCMC 税務・会計 ×

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3910-3913; Fax: +84-8-3910-3921 法律 〇

ウェブサイト http://b-company.jp 労務相談 〇

担当者 杉山　素晴 人材紹介 ×

携帯番号 +84-93-839-9558 市場調査等 〇

メールアドレス info@b-company.jp 委託加工先探し等 〇

日本語対応 可 与信調査 〇

日本親会社 B&Company株式会社 Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-17-6デコムビル2F その他： 〇

　　　　ウェブサイト http://b-company.jp

日系企業実績 f/s調査から法人設立までワンストップで支援。様々な業種分野で100件超の実績

得意分野・ＰＲ

所内会計士、越人弁護士等とも連携し、進出及び日越取引のほか、幅広い分野に対応可。

会社名 業種

調査

視察ツアー

特に市場調査が強み。B2B、B2C共に豊富な市場調査経験を持ち、予算・目的に応じて最適な調査設計が可能。またオンライン
アンケートシステムを自社保有し、オフライン調査と組み合わせて、安価かつ効果的な調査を実施

B&Company Vietnam　(Hochiminh Branch)

会社名 業種

調査

市場・業界分析、ﾁｬﾈﾙ･ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ分析、価格調査、提携先選定、定性・定量調査等

会社名 業種

調査
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Meinan Accounting Vietnam Co., Ltd.

名南会計事務所

年月日設立 2015年4月3日 進出コンサルタント 〇

住所 Room 604, Thien Son Building, No.5 Nguyen Gia Thieu Str., Ward 6 ,Dist. 3,HCMC 税務・会計 〇

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3930-5491 法律 ×

ウェブサイト http://meinan.vn/ 労務相談 〇

担当者 石田権冶 人材紹介 ×

携帯番号 +84-16-4638-1359 市場調査等 〇

メールアドレス k-ishida2@meinan.net 委託加工先探し等 〇

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 税理士法人　名南経営 Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 愛知県名古屋市中区錦2-4-15　ORE錦二丁目ビル4F その他： ×

　　　　ウェブサイト http://www.meinan.net/

日系企業実績 非公開

得意分野・ＰＲ

CHUGAI TECHNOS VIETNAM CO.,LTD

年月日設立 進出コンサルタント ×

住所 66 Cao Trieu Phat, Hung Gia 4 Area Tan Phong Ward, HCM City 税務・会計 ×

電話番号・ファックス Tel: +84-8-5410-9111 ; Fax: +84-8-5410-9222 法律 ×

ウェブサイト http://www.chugai-tec-vn.com/jp/　 労務相談 ×

担当者 大上　政視 人材紹介 ×

携帯番号 +84-90-985-2577 市場調査等 ×

メールアドレス m.ooue@Chugai-tec.co.jp 委託加工先探し等 ×

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 中外テクノス株式会社 Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 広島市西区横川新町９－１２

　　　　ウェブサイト http://www.chugai-tec.co.jp/　

日系企業実績 日系セメント工場、日系プラントメーカー

得意分野・ＰＲ

Duane Morris Vietnam LLC

ドウェイン・モリス・ベトナム法律事務所

年月日設立 1904年米国フィラデルフィア設立；2007年4月ベトナム事務所　設立 進出コンサルタント 〇

住所 Suite 1503/04, Saigon Tower, 29 Le Duan Street, District 1, HCMC 税務・会計 x

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3824-0240（代表） ; Fax: +84-8-3824-0241 法律 〇

ウェブサイト www.duanemorris.com 労務相談 〇

担当者 オットー　マンフレッド　倉雄；撹上　舞 人材紹介 ×

携帯番号 +84-16-9210-7388 ; +84-12-8466-6268 市場調査等 ×

メールアドレス motto@duanemorris.com; mkakiage@duanemorris.com 委託加工先探し等 ×

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 その他： ×

　　　　ウェブサイト

日系企業実績 金融・発電・環境・資源・外食・小売など

得意分野・ＰＲ
ベトナムで二十数年活動している国際弁護士
質の高いリーガルサービスの提供

調査

地球温暖化対策計画・環境保全計画、資源・廃棄物処理計画、環境アセス　省エネ診断、ベトナム国内外での環境測定・分析、
環境法令等の調査　自動車部品、各種配管等の非破壊検査

会社名 業種

調査

その他：
環境コンサルティング

会社名 業種

調査

名古屋に拠点があることから、日本親会社とベトナム子会社一体としてサポートが可能

会社名 業種
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Nielsen Vietnam

ニールセンベトナム

年月日設立 進出コンサルタント 〇

住所 CentrePoint Building, 4th Floor, 106 Nguyen Van Troi St., Phu Nhuan District, HCMC 税務・会計 ×

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3997-8088 ; Fax: +84-8-3845-5348 法律 ×

ウェブサイト http://www.nielsen.com/vn/vi.html 労務相談 ×

担当者 Ms. Nguyen Thi Giao Linh　（グエン　ティ　ザオ　リン） 人材紹介 ×

携帯番号 +84-90-672-3034 市場調査等 〇

メールアドレス o Vietnaminfo@nielsen.com　o Linh.TG.Nguyen@nielsen.com 委託加工先探し等 ×

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 ニールセン・カンパニー合同会社 Ｍ＆Ａ ×

　　　　住所 東京都港区赤坂2-17-7　赤坂溜池タワー11階

　　　　ウェブサイト http://www.nielsen.com/jp/ja.html

日系企業実績 在越の日系大手日用消費財・食品・雑貨メーカー、広告代理店らの多数の企業

得意分野・ＰＲ

DI Marketing

年月日設立 進出コンサルタント 〇

住所 Room. 15, 9th fl, Vincom, 72 Le Thanh Ton St, Ben Nghe Ward, Dist 1, HCMC 税務・会計 ×

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3822-4465 法律 ×

ウェブサイト http://www.di-onlinesurvey.com 労務相談 ×

担当者 加藤秀行 人材紹介 ×

携帯番号 市場調査等 〇

メールアドレス hideyuki.kato@di-mktg.com 委託加工先探し等 ×

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 株式会社ドリームインキュベータ（東証一部） Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 東京都千代田区霞が関3-2-6 　東京倶楽部ビルディング4F その他：

　　　　ウェブサイト http://www.dreamincubator.co.jp/

日系企業実績 消費財（化粧品,食品等多数）、調査会社

得意分野・ＰＲ

年月日設立 進出コンサルタント 〇

住所 2F., The Landmark, 5B Ton Duc Thang St.,D.1, HCMC 税務・会計 X

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3821-6813 ; Fax: +84-3-3821-6013 法律 〇

ウェブサイト 労務相談 〇

担当者 安藤崇 人材紹介 X

携帯番号 +84-90-944-9833 市場調査等 X

メールアドレス ando@caninternational.co 委託加工先探し等 X

日本語対応 可 与信調査 X

日本親会社 Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 その他：

　　　　ウェブサイト

日系企業実績 上組、佐藤商事、BMB、おおぞら幼稚園他

得意分野・ＰＲ

K&P Lawyers Co., Ltd.

商社、学校法人など外資規制分野でのライセンス申請に多くの実績を有しています。

会社名 業種

調査

会社名 業種

調査

戦略コンサル、投資、M&Aの知見を基に進出戦略を提供。オンライン調査に強み

会社名 業種

調査

商品開発イノベーションからマーケティング活動の最適化まで、購買行動にかかわる包括的消費者インサイトを活用したビジネス
サポート

その他：ショッパー調査、販売
予測、マーケティングROI分
析、海外市場情報提供 等
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Mizuno Consulting Vietnam Company Limited

水野コンサルティングベトナム

年月日設立 2015年5月23日 進出コンサルタント 〇

住所 31 Floor, Saigon Trade Center, 37 Ton Duc Thang Street, District 1, HCMC 税務・会計 〇

電話番号・ファックス Tel: +84-8-3910-1822 ; Fax: +84-8-3910-1822 法律 〇

ウェブサイト http://www.mizuno-ch.com/ 労務相談 〇

担当者 水嶋　由有子 人材紹介 〇

携帯番号 同上 市場調査等 X

メールアドレス info@mizuno-ch.com 委託加工先探し等 X

日本語対応 可 与信調査 X

日本親会社 Mizuno Consultancy Holdings Limited Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 Unit B, 25/F., No.8 Hart Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong その他：

　　　　ウェブサイト http://www.mizuno-ch.com/

日系企業実績 グループの顧問先企業300社

得意分野・ＰＲ

Yotsuba Vietnam Business Solutions Co., Ltd.

よつばベトナムビジネスソリューション

年月日設立 2013年11月13日 進出コンサルタント 〇

住所
Office No.25, 9F, TNR Tower, 180-192 Nguyen Cong Tru St,Nguyen Thai Binh Ward, Dist
1, HCMC

税務・会計 〇

電話番号・ファックス Tel: +84-8-6288 2007 ; Fax: +84-8-6288 4692 法律 〇

ウェブサイト http://yotsuba.com.vn/ 労務相談 〇

担当者 馬場貴光 人材紹介 ×

携帯番号 +84-91-825-0050 市場調査等 ×

メールアドレス babat@yotsuba.or.jp 委託加工先探し等 ×

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 よつば綜合事務所 Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-9-1 NEOX新宿ビル6階
ほかに名古屋・八丈島・シンガポール・タイに拠点があります

その他： 〇

　　　　ウェブサイト http://www.yotsuba.or.jp/company/info/

日系企業実績 多種多様な業種へのサポート実績有り

得意分野・ＰＲ

Leo & Partners Investment Consulting Co.,Ltd

レオ　アンド　パートナーズ

年月日設立 2015年8月 進出コンサルタント 〇

住所 Indochina Bld,Block B,6Floor,4Nguyen Dinh Chieu St,Dist 1,HCMC 税務・会計 〇

電話番号・ファックス Tel: +84-8-6685 4065 法律 〇

ウェブサイト 労務相談 〇

担当者 クォン（代表、日本語可）、小林　計之 人材紹介 〇

携帯番号 +84-12-6588-6918 (小林) 市場調査等 〇

メールアドレス kobayashi@leo-partners.com 委託加工先探し等 〇

日本語対応 可 与信調査 ×

日本親会社 なし Ｍ＆Ａ 〇

　　　　住所 その他：アテンド

　　　　ウェブサイト

日系企業実績 製造業、サービス（飲食）業等の進出支援。国内外へのベトナム人エンジニアの紹介。

得意分野・ＰＲ

会社名 業種

調査

ライセンス申請の可否

ベトナム・中国・日本拠点が一体となり、包括的なコンサルティングを提供。

会社名 業種

日本企業に就職経験のあるベトナム人が中心の会社です。税務、労務、法律等の各事務所とのネットワークはもとより当局との
コネクションには自信をもっております。まずは是非、ご相談ください。

調査

まずはご相談ください

日本・ハノイ拠点と連携し幅広く対応を行う、設立～会計までのワンストップサービス

会社名 業種

調査

通訳　セミナー

19
Copyright(C) 2016 JETRO. All rights reserved.

http://www.mizuno-ch.com/
mailto:info@mizuno-ch.com
http://www.mizuno-ch.com/
mailto:kobayashi@leo-partners.com



