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2012年7月 
会員各位                             

一般社団法人 半導体産業人協会 
理事長 牧本 次生 

文化活動委員長 野澤 滋為 

 

２０１２年秋 季 見 学 会 ・懇 親 会 開 催 のご案 内  

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は協会の活動にご理解を賜り

まことに有難うございます。 
 SSIS では賛助会員ならびに個人会員の知識の向上と会員相互の懇親を目的に毎年秋に研修

旅行による海外の半導体関連などの工場見学会を開催して参りました。いつも多数のご参加

を得て大変ご好評をいただきました。昨年は韓国経済を象徴するサムスン電子瑞草本社、水

原事業所、並びに起亜（KIA）自動車所下里工場を見学し、またソウル近郊の世界遺産等を

楽しみ、意義深い研修旅行にすることが出来ました。 

今回は、世界経済を牽引しているアジア諸国のなかでも高い経済成長率を維持し、我が国

との関係を深めつつあるベトナム首都ハノイとその東方 100 ㌔にある野村ハイフォン工業団

地の Yazaki Haiphong 社、VINA BINGO 社、並びに RORZE ROBOTECH 社への訪問を企画し

ました。又、ハイフォン市投資局を訪問し投資環境等について紹介を受けます。その翌日は、

世界遺産のハロン湾クルーズを楽しみ、最終日はハロン湾の日の出を楽しんだ後、バッチャ

ン村にて陶器工場の見学後、ハノイ市に戻り民芸品店等を訪れたのち、帰国の途につきます。 

詳細はお申込の皆様に後日お知らせいたします。参加お申込は E-mail、または同封の申込

書による FAX にて事務局までご連絡下さい。多数の皆様のご参加をお待ち申し上げます。 
敬具 

 

参 加 費：参加者自己負担、概算は別頁の通り US$ 530.-（但し、これには日本・ベトナム間

の航空運賃は含まれておりません。各自で航空券‐エコ割など割引航空券もありま

す‐をお手配願います） 
主    催：一般社団法人 半導体産業人協会 
旅行実務：百ツアー社、www.hyakutour.com.vn

申込締切り： 8 月 5 日（日）

募集人員：見学会・懇親会 20 名（見学先の収容人員等の都合により、受付後に調整ご相談） 
          ハノイ空港にて解散 

11 月 12 日  午前：ハイフォン市投資局 
午後：Yazaki Haiphong 社、VINA BINGO 社、RORZE ROBOTECH 社 

     11 月 13 日  世界遺産ハロン湾クルーズ、 
     11 月 14 日  陶器の町バッチャン村にて陶器工場見学、ハノイ市民芸品店訪問 

【20１2 年秋季見学会・懇親会】 

期  日：11 月 11 日（日）－11 月 14 日（水） 
11 月 11 日 ハノイ、到着ノイバイ空港 15：00、又はホテル日航ハノイに集合 

http://www.hyakutour.com.vn/


一般社団法人 半導体産業人協会  http://www.ssis.or.jp  
〠160-0022 東京都新宿区新宿 6-27-10 塩田ビル 202 
Tel：03-6457-3245，Fax：03-6457-3246，E-mail：info@ssis.or.jp URL：//www.ssis.or.jp 

2012年7月 
 

見学先  ＜11 月 12 日 午前中＞  

１．ハイフォン市投資局 

    No.1, Dinh Tien Hoang Str., Haiphong City, Vietnam, Tel: +84(31)3810121 

【見学内容】ハイフォン市投資環境等の説明 （60 分） 

ハイフォン市はハノイの東方100kmに位置す

る人口約180万人のベトナム第3の都市です。

ベトナム有数の貿易港として発展してきま

した。近年は外国投資が進み、工業も著しく

発展し、日本企業の進出も盛んです。 

今回は同市投資局を訪ね、同市の投資アドバ

イザー（JICA）の湯元英一様より投資環境、

投資状況等につきご紹介を受ける予定です。

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハイフォン港  
 
見学先  ＜ 11 月 12 日  午後 ＞                  
                               
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

矢崎ハイフォンベトナム社(YHV)は、自動車

機器部品を主力製品とする矢崎グループの

ベトナム北部の生産拠点として２００１年

に設立されました。世界トップシェアーを誇

るワイヤ－・ハ－ネスの生産、販売を行って

おります。 

矢崎グル∸プは３９カ国でのグローバル展開

をしていますが、その多くの拠点のなかで

も、YHV は品質、コスト、デリバリ－におい

て最も重要な拠点として位置づけられてお

ります。 

２．Yazaki Haiphong Vietnam 社 

    Land plot L, Nomura-Haiphong Industrial Zone, Km13, An Duong District, Haiphong City, Vietnam 

  Tel: +84(31)3743207   Fax: +84(31)3743208 

【見学内容】会社紹介および工場見学（60 分） 

Yazaki Haiphong Vietnam 社 
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飛行便いろいろご参考 
・ベトナム航空 11/11 成田発 10:30/14:15 ハノイ着   11/11 関空発 10:30/14:20 ハノイ着 
・日本航空   11/11 成田発 17:55/22:05 ハノイ着  11/11 関空発  10:30/14:20 ハノイ着 
・全日空  11/10 成田発 17:25/22:05 ホーチミン着 11/11 午前発 15:00 前ハノイ着便多数有 
・大韓航空 11/11 成田発 12:55/15:35     ソウル着   11/11 同発 19:25/22:20 ハノイ着 
・大韓航空 11/11 福岡発 13:55/17:10   ソウル着   11/11 同発 19:25/22:20 ハノイ着 
中国南方航空 11/11 成田発 15:30/19:30 広州白雲空港着 11/11 同発 22:15/23:15 ハノイ着 
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見学先  ＜11 月 12 日 午後 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． VINA BINGO社 

Land Plot N-16 Nomura-Haiphong Industrial Zone, Km13, An Duong Dist., Haiphong, Vietnam 
Tel: +84(31)3618618  Fax: +84(31)3618620 

【見学内容】会社紹介および工場見学 （60 分） 

VINA BINGO 社はローツェ（株）と同社の協力会社、

（株）大昌ネーム、（有）佐藤工作所社による共同

出資により 2002 年に野村ハイフォン工業団地に、

RORZE ROBOTECH 社の製造する搬送装置ロボットの

部品の同社への供給、並びにあらゆる業種からの受

注、輸出を目的に設立されました。設立以来 9 年間

の実績を積み、精密板金、溶接、塗装、印刷まで、

社内で一貫して行う体制を築き、今では、RORZE 

ROBOTECH 社の主力協力会社になっています。 

 

VINA BINGO 社 

見学先   ＜11 月 12 日  午後＞ 
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４． RORZE ROBOTECH社 

Nomura-Haiphong Industrial Zone Km13, Road No. 5 , An Duong District, Haiphong , Vietnam 
  Tel: +84(31)3743030   Fax: +84(31)3743044 

【見学内容】会社紹介および工場見学 （60 分） 

 

 

 

 

 

 

半導体ウエファ搬送装置、ガラス基板搬送装置用ロボットの世界をリードするローツェ株式会

社の製造拠点として、今から15年前にベトナムにおける最初のハイテク会社としてハイフォン

工業団地に設立され未経験のアルミ加工からロボット完成品の製造まで行なうようになり、さ

らに、設計、顧客での装置立ち上げも行っている、ローツェ社１００％出資の製造会社であり

ます。この15年の間に従業員の技術力向上、新鋭設備機械の増設、工場拡張等を実行し、今で

はローツェグループには欠かすことのできない製造拠点になっています。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RORZE ROBOTECHRORZE ROBOTECH 社 社 工場内
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観光  ＜ 11 月 13 日終日、14 日 早朝 ～ 22：00 ＞ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ハロン湾クルーズと陶器の町バッチャン村陶器工場見学 

ハロン湾はベトナム北部、中国との国境近くにあり、広大な湾内には大小 3,000 もの奇岩、島々が存

在する。ベトナム一の景勝地と言われています。13 日は湾内の鍾乳洞探検、水上生活村見学等をゆ

っくり楽しんでいただきます。14 日は早朝にハロン湾の日の出を楽しみ、バイキング朝食後、陶器

の町バッチャン村に向かいます。ここでは、水牛車によって村内の陶器工場を見学、また販売店に

立ち寄ります。その後、ハノイに向かい、民芸品店により、夕食後ノイバイ（ハノイ）空港に向か

い、23 時頃空港にて解散予定。 

ハロン湾風景 バッチャン村風景 

費用（概算、参加人数により変動します） 
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注記 
1. 今回は上記の通り、現地集合、解散となっております。 

2. 航空便は日本航空が成田－ハノイ間、ベトナム航空が成田－ハノイ間および関空－ハノイ間の

直行便があります。また、全日空でホーチミン経由の他、大韓航空で福岡から、ソウル経由の

便もあります。具体例は 2 ページ下部をご参照ください。経由便を利用してホーチミンなど経

由地で 1 両日観光してハノイに入るのも一興かと思います。 

3. オプショナルツアーとして、1 泊延泊して、15 日にゴルフを希望される方はＵＳ＄130～152（交

通費、プレーフィー、ガイドなどを含みます。但し宿泊費は含まず）にて手配できます。また、

ハノイ市内観光、買い物ツアーは昼食付きでＵＳ＄53~73（宿泊費は含まず）にて手配できます。

ともに最低参加人員は 3 名です。7 名以上の場合は、それぞれ、安い方の費用になります。 

＊拝観料 

＊旅程表記載の専用バス・日本語アシスタント、＊現地ガイド料金、＊ナイトクルーズ乗船料、 

◇ 団体行動中に支払うチップ、税金、サービス料 

◇ 見学観光料金その他 

旅行代金（一人当り）：概算 US$530.- （往復航空運賃を除き、以下費用を含みます）

◇ 宿泊料金（3 泊、2 人 1 室を基準、個室希望の追加料金は US$230.-/３泊） 

◇ 食事料金（機内食を除く、朝食 3 回、昼食 3 回、夕食 4 回） 

◇ ホテル：日航ハノイ、もしくは同等以上 
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2012 年 SSIS 秋季見学会・懇親会参加申込書 
 

開催の秋季見学会・懇親会に参加を申し込みます 

SSIS事務局行（E-mail：info@ssis.or.jp, Fax：03-6457-3246） 
 

お申込後 1 週間経っても事務局から連絡が

ない場合、お手数ですがご一報下さい。 
 

 

お名前： 

ご所属： 

本件連絡先住所： 

 

本件連絡先 E-mail(必須)： 

本件連絡先 Tel（必須、できれば携帯)： 

本件連絡先 Fax： 

 

ご参加内容（参加項目□内にチェック☑を入れ、必要事項をご記入下さい） 

１． □ 見学会・観光・懇親会    

宿泊（個室など特別のご希望がございましたらご記入下さい） 
[                                                                                                            ] 
 

その他ご要望がある場合、ご記入下さい。 

[                                                                      ] 

 

２． オプショナルツアーのご希望 

a. □ ゴルフ    

b. □ ハノイ市内観光・買い物ツアー     
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