
  一般社団法人 海外技術交流社団 

    ご関係企業 各社 様 

                             2021 年 12 月 11 日 

 平素はお世話になりながらの失礼の段、ご容赦くださいませ。  

ご無沙汰の半面で下記の２０２２年 コロナ禍に負けず、社団の事業活動は創業時より目的は 

新しい事業再構築の目的であり、通商産業省の 事業再構築補助金対象の事業に合致している所、 

申請に【業態転換を含めて市場拡大と不要な費用削減の上方修正、固定部分の下方修正の 両格差 

を増益に固定化させる】Plan を２１日までに申請致します。 

ご案内と共に本事業にご参加いただける方々へが御座いましたら、弊社団の申請事業に包括して 

皆さまとの協業資金にお支払いが可能との募集に替えさせて頂きたくご案内をご容赦、お願い致し 

ます。 

 

Plan 概要の説明 

  弊社、海外技術交流社団は 下記の目的を以て既成事業に加えて 新規投資致します。 

投資目的は投資先企業の「事業登録」の項目ごとに弊社団の事業スキーム構築と運営を展開して 

さらなる市場拡大と不要な費用削減を押し広めて皆様の実益を具体化する社団スキーム拡大です。 

 

コロナ期の現在以降の社会変化に対応可能なバリアフリー的な事業構成と展開で「日本ビジネス」 

と「海外市場ビジネス」の両翼を社団共に一軸で皆さまと安定した事業基盤の維持を目指します。 

           【一般社団法人 海外技術交流社団 事業目的】 

  

 

🌟市場拡大の事業項目と展開概要 

 下記、事業項目ごとに「赤字記載」の内容を社団スキームに活用して日本企業様へ転用します。 

社団は項目毎に 関連の日本企業との「必要事業マッティング」契約 を日越合法事業に展開する。 

企業事業登録 

認証 

法人番号：0307379853 

国家情報システムにて企業の更新した情報が以下になる。 

業種： 



番号 業種 業種コード 

1 カーペット・布団・マット製造 

（本社で漂白染色印刷糊、皮根なめし除く） 

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社的に行う。 

 

1323(主) 

2 綱及び網を製造（リサイクル除く） 

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

1324 

3 まだ決められていない紡績品を製造  

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

（本社で漂白染色印刷糊、皮根なめし除く） 

1329 

 

4 金属構造製造（本社で行わない） 

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

2511 

 

5 他の機械や機械の設備・部品卸売り詳細：工業用の機械、設備の販売 

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

4659 

 

6 食品卸売り（詳細：水産物）（本社で行わない）。砂糖卸売り（本社で砂糖卸売り

しない）、牛乳、乳製品、お菓子、穀物、穀物からの製品、粉、炭水化物 日本から新

製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進ベトナムより必要な人材を適材

適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

4632 

7 メリヤス生地、かぎ針編み生地及び紡績しない生地製造 

（本社で漂白染色印刷糊、皮根なめし除く） 

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

1321 

8 包丁、ハサミ、手持ち道具及び一般金属道具製造（本社でしない） 

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

 

9 飲み物販売 詳細：アルコール含む飲物、アルコール含まない飲み物 

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

7310 

10 既製品製造（服装を除く）（本社で漂白染色印刷糊、皮根なめし除く） 

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

6810 

11 まだ分別されていない紙及び表紙から作られた他の商品を製造 

（パルプ製造を除く） 

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進ベトナムより、必

要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

7911 



12 化粧品、石鹸、洗剤、及び衛生製品（本社でしない） 

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

7912 

13 金属のプレス加工、粉末冶金 

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

2013 

14 飲み物サービス 

（詳細：コーヒー、ジュース、善哉販売店） 

4932 

15 服装を縫う（皮革服装を除く）（本社で漂白染色印刷糊、皮根なめし除く） 

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

7710 

16 まだ分別されていない他の金属品を製造（本社でしない） 

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

4649 

17 客との特別契約飲食サービス提供（イベント、ミーティング、結婚式,etc） 

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

1050 

18 金属製のタンクとコンテナを製造（本社でしない） 

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

5510 

19 金属加工、メッキ（本社でしない） 

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

2012 

20 農物加工及び保存（本社でしない） 

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

4662 

21 市場調査  

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

業種はベトナ

ムの経済シス

テムに当ては

まらない 

22 まだ分別されていない専業卸売り 

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

詳細：廃棄物、金属・非金属廃棄物を卸売り；壁紙を卸売り；一次プラスチッ

ク、シリコン、乾燥した葉、ココナッツシェルチャコール、籾殻炭、活性炭、鉱物卸売

り。 

肥料及び農化産物を卸売り；廐肥及び廐肥加工するマテリアルを卸売り；宝

石、ダイアモンド、真珠、ジュエリーを卸売り 

 



23 肉及び肉製を加工、保存 

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

 

24 まだ分別されていない食品を製造 

詳細：コーヒーを焙煎及び漉す；コーヒー製を製造：インスタントコーヒー、漉すコー

ヒー （本社でしない） 

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

 

25 まだ分別されていない他の製造 

詳細：家畜フードのマテリアル、ビールと残留物乾燥した 

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

 

26 広告 

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

7310 

27 不動産営業、土地使用権の所有者,使用者又はレンタル 

詳細：不動産営業、倉庫営業、住宅賃貸、事務所賃貸 

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

6810 

28 旅行代理店 

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

7911 

29 ツアー営む 

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

7912 

30 プラスチック製造及び一次形態合成ゴム 

詳細：一次形態プラスチック製造、シリコン（本社で行わない） 

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

2013 

31 他の道路旅客運送 

詳細：旅客運送するのに運転者含む車貸与、観光客又は旅行客運送契約又

は別の目的 

4932 

32 動機がある交通機関を貸与 

詳細：旅客運送車（運転手含めない） 

7710 

33 他の家庭道具卸売り 

詳細：家電卸売り、電球及び電球セット 

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

4649 



34 牛乳、乳製品加工（本社で生ものを加工しない） 

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

1050 

35 短期在留サービス詳細：ホテル（星標準要及び本社で行わない） 

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

5510 

36 肥料製造及び化合窒素を製造 

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

2012 

37 金属及び金属鉱石卸売り(金及び金塊販売除く) 

日本から 新製品〈アウトバウンド・インバンド〉の事業拡大・販促を促進 

ベトナムより、必要な人材を適材適所に育成と就労機会を自社内で採用。 

4662 

38 企業は土地；建築；消防；環境保護に関する法定規定を、現在の法律法定

及び条件がある事業に対して営業条件をきちん実施しなければならない。 

業種はベトナ

ムの経済シス

テムに当ては

まらない 

 

税金登録情報 

番号 税金登録情報 

1 社長、主任会計士の情報 

社長（会長）の名前： 

電話： 

主任会計士の名前： 

電話： 

2 税のお知らせを受ける住所：10B1 LE THANH TON – BEN NGHE – QUAN 1 – HO CHI 

MINH – VIET NAM  

電話：  08.3821 7919 

Fax:    08.39146382 

Email:  qua.solution@gmail.com 

3 会計形式：独立会計 

4 財政年： 

1 月/日 1 から 12 月/31 日まで適用する 

  

 

 


