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日本側 ベトナム側 分野 概要

1 双日 ビンフック省、VIETNAM DAIRY PRODUCTS 畜産業
ビンフック省Tam Dao区における牛の肥育・屠畜・加工事業に関す
るビンフック省、VINAMILK社、VILICO社とのMOU

2 イーレックス フーイエン省 農業/エネルギー

フーイエン省における日本輸出向けニューソルガムバリューチェーン開
発に関わるフーイエン省人民委員会とのMOU、日本向け輸出のペレット
原料としてのニューソルガム種の開発投資事業に関わる投資許可証の
発給

3 喜代村 フーイェン省 漁業／製造 フーイェン省における漁業技術指導に関するMOU

4 堀場製作所 天然資源環境省（MONRE) 環境 ベトナムにおける環境モニタリング体制構築のための協力

5 クボタ浄化槽システム 天然資源環境省（MONRE) 環境 廃棄物・廃水処理における循環経済促進に関する協力覚書

6 国際先進医療機構 保健省（MOH) 医療 医療分野における人材育成に関する協力

7 住友商事 ダナン市、BRG GROUP インフラ ダナン市におけるインフラ事業開発協力

8 イオンモールベトナム タインホア省 商業不動産 タインホア省におけるプロジェクト推進の相互合意

9 三菱地所 バクニン省、WESTERN PACIFIC 物流
Yen Phong2A工業団地のLogistics industrial clusterでの複層階の
先進的物流施設建設に関するNon-Binding MOUの締結

10 吉田海運
バクニン省及びWestern Pacificインフラストラク
チャー

物流 バクニン省における倉庫内作業、物流事業に関するMOU

11 住友商事 フンイエン省 工業団地 フンイエン省・第二タンロン工業団地の拡張事業に対するMOU交換

12 イオンモールベトナム トゥア・ティエン・フエ省 商業不動産 トゥア・ティエン・フエ省におけるプロジェクト推進の相互合意

13 エバートラストジャパン Evertrust Binh Dinh Co.,Ltd、ビンディン省 製造
ビンディン省クイニョン市における水産加工工場並びに日本文化リ
ゾートの建設に関わる投資許可証の発給

14 奈良県吉野町 ビンディン省ヴィンタイン県 地域間交流 友好交流関係の樹立

15 日本ベトナム石油 Petrovietnam Exploration Production エネルギー 石油・天然ガス鉱業権付与にかかる協力

16 国立がん研究センター ベトナム国立がんセンター (K病院) 医療
国立がん研究センターと2018年4月締結したMOUに則り、急速に進展し
てきた協力関係を特定分野で更に推進することを確認する共同声明

17 TMU Science ベトナム国家がん病院 (K病院) 医療
2023年の日越国交50周年に向けて、日本の最先端の診断技術（ゲノム
/AI）を用いた、日越先進癌検診、研究、治療センターの設立について合
意した。

18 グランソール奈良 ハノイ医科大学付属病院 医療
事業推進にかかる基本合意書（オンラインセミナー、オンライン診療、日
本式人間ドックセンター開設等）

19 帝京大学 ベトナム国立小児病院 医療
国立小児病院と帝京大学医学部附属病院に関わる研究者、学生の交
流、並びに研究活動等のMOU

20 双日
BAMBOO CAPITAL及びHONG DUC
INDUSTRY

インフラ
ハイフォン市Dinh Vu-Cat Hai Eonomic Zoneにおける工業団地及
びLNG焚発電所開発に関する協業

21 丸紅、 三菱商事
POWER GENERATION JOINT STOCK
CORPORATION 3 (EVNGENCO3)

エネルギー
バリアブンタウ省ロンソン島におけるLNG調達・受け入れ・ガス火力
発電の統合事業の投資検討

22 イオンモールベトナム Mien Trung グループ 商業不動産 タインホア省におけるプロジェクト推進の相互合意

表　日越投資カンファレンスにおける日本ベトナム文書交換式　案件リスト



日本側 ベトナム側 分野 概要

表　日越投資カンファレンスにおける日本ベトナム文書交換式　案件リスト

23 イオンモールベトナム Newland Investment 商業不動産 トゥア・ティエン・フエ省におけるプロジェクト推進の相互合意

24 JFEエンジニアリング Thuan Thanh Environment 環境
バクニン省における廃棄物発電事業の合弁会社設立を踏まえた廃
棄物処理ソリューション事業の展開に向けたMOU

25 三菱商事 Chan May LNG エネルギー
トゥア・ティエン・フエ省 Lang Co経済特区Chan May 地区におけるLNG調
達・受け入れ・ガス火力発電の統合事業の投資検討

26 バイオミメティクスシンパシーズ T＆T製薬 医療 ベトナムにおける再生医療事業展開に関する覚書

27 国際先進医療機構 T＆T製薬 医療 診断・治療に関する技術移転

28 システム環境研究所 T＆Tホテルマネジメント 建設
最先端の病院・老人ホームの建設・管理・運営のコンサルティングに関
する覚書

29 クボタ浄化槽システム T＆Tタイグエン環境 環境 ベトナムにおける廃水処理システムの生産・物流に関する覚書

30 吾妻商会 T＆T 投資・交通インフラ開発 インフラ ベトナムにおける道路標識・交通安全設備に関する覚書

31 一般財団法人沖縄美ら島財団 野菜農産物株式会社（T＆Tグループ） 農業 ハイテク農業技術移転・人材教育に関する覚書

32 村商株式会社
手工芸品輸入出会社
（Công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ） 畜産業 黒髪牛の繁殖・牛肉加工の技術移転に関する協力

33 医療法人社団ICVS東京クリニック Knet Healthcare 医療
日本の先進的再生医療等(幹細胞)に関する業務委託ならびにHITV治療
紹介に関する協力

34 フジキン Rikkeisoft IT ARシステム共同開発プロジェクト

35 遠藤製餡 ミアグループ 農業／製造 ソンラ省における小豆の栽培に対しての投資

36 サタケ タイビンシードグループ 農業
タイビン省タイビン市における乾燥貯蔵精米設備の導入と技術コンサル
ティングに関わるタイビンシードとのMOU

37 双日、大阪ガス HAI PHONG INDUSTRIAL PARK エネルギー DEEP C工業団地に於けるガス供給事業の開発

38 KDDIベトナム DEEP C Management Company, Hai Phong IT/工業団地
DEEP C工業団地におけるIoTを活用したスマート・エコソリューショ
ンの推進に関する協力

39 オオナガ N&Gグループ 製造
N&G Groupが開発している工業団地への進出及び日本企業への誘致
支援に関するN&G Group社とのMOU

40 みずほ銀行、三谷産業 貿易大学 教育
貿易大学、みずほ銀行、三谷産業、三者間における日本語学部高
度ビジネス日本語コースに対する企業連携講座の企画・提供に係
る協力

41 堀場製作所 バンラン大学 環境 メコンデルタにおける環境モニタリングシステム構築への研究協力

42 H.I.S グループ ドンア大学 観光
ベトナムの観光業の発展に貢献する為、ホテル・ツーリズムの高度
人材を育成における協力

43 アスクインターナショナル ドンア大学 教育
ベトナム人学習者向け日本語教育・日本語教科書の出版、翻訳か
つ刊行における協力　（5年間）。日本語学校・センターの創立にお
ける協力

44 WE ARE ASIAN ドンア大学 教育 高度人材介護に関する育成プログラム

45 学研ホールディングス KIDDIHUB EDUCATION TECHNOLOGY 教育／IT ベトナムにおける幼児エドテック分野に対するＭＯＵ
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