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ベトナムに投資する外国企業のための、プロフェッシ
ョナルで信頼できる戦略コンサルタントとして皆さま
に認められること。

産業部門に関連するサービスをコンスタントに拡大
および開発すること。sector.

ベトナムへの投資を成功させるための現実的で実
行可能な提案をクライアントに提供すること。

ビジョン

基本的価値観

ミッション

Viable
実行可能で最適なソ
リューションの提供

Network
 実行可能で最適なソ
リューションの提供

Specific
客観的、公正かつクリアな
アドバイスを提供し、誠実

にお仕事をします。

Background
 経験豊富で優秀なチーム

Interdependent
VN-BIS の成功は、お客様の
成功によって評価されます。

V

N

BI

S

ビジョン & 
ミッション

投資家は評判の良いコンサルティング会社を探し
ていますか？ VN-BISでは、投資家向けの最も実用
的なソリューションに関するアドバイスを提供しま
す。 VN-BISはライセンス登録、不動産の選択、vn-
bis.com Webサイトでの広告、請負業者の選択、設
計、運用管理、建設、および産業マーケティング戦略

（B2B）の実行など、ベトナムへの入国を取得する
ための最初のステップからお客様をサポートしま
す。

「There is no problem, just only solutions」が
モットーです。 お客様の期待を超える、最も実用的
なソリューションを提供します。

Nguyễn Hồng Lĩnh
Chief Executive Director

VN-BISはベトナムでの、顧客の投資
決定プロセスに焦点を当てたプロフ

ェッショナルのビジネスアドバイスサポートを提供
しております。VN-BISはお客様のベトナムでの需要
を理解し、お客様の期待に応える、実用的な解決策
を提供致します。

VN-BISの経験豊富なチームが、チャレンジングな
国際ビジネス環境においてもテナントの皆様のビ
ジネスをより発展させるお手伝いを致します。私達
のコンサルタントは信頼おけるアドバイザーとし
て、お客様の傍で、戦略的決断の方向性をサポート
します。
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• Vn-bis.comは、ベトナムのプロの工業団地検索プラットフォームです。 毎月数百万人のユーザー
を引き付けることが期待されています。 この経験の豊富さから、VN-BISは顧客のニーズや市場動
向を明確に理解しております。 そして、VN-BISの長所は経験豊富なスタッフです。 彼らは工業地帯
の個人や企業と協力関係にあります。 VN-BISに、すべての顧客セグメントにサービスを提供するた
めの有益な情報を提供します。

• VN-BISは、ビジネスとビジネスをつなぐ場所です。 私達は、顧客、投資家、企業がいつでもどこでも
簡単にグローバルパートナーにアクセスできるように支援します。

• vn-bis.comはマルチプラットフォーム上に構築されています。 ラップトップ、デスクトップ、タブレ
ット、さらにはスマートフォンを使用して、当社のWebサイトにアクセスできます。 最先端のテクノ
ロジーとセキュリティアルゴリズムを適用しており、最高レベルで顧客の情報を保護します。 同時
に、VN-BIS.comのサーバーは、ベトナム、日本、韓国、米国、EUなどのさまざまな国に配置されて
おり、ユーザーのニーズを最適化するのに役立ちます。

VN-BIS.COM の広告サービス
ベトナム全土の工業団地に関する経験豊富な専門家のチームにより、VN-BISは公共産業用不
動産の分野における各顧客のニーズに最適で適切なコンサルティングサービスを顧客に提供し
ます。

工業用不動産は、非常に複雑で法律によって拘束されるものの1つです。 VN-BISの専門コンサ
ルティングチームは、この問題はもちろん、市場セグメントとバリューチェーンを理解しているた
め、市場で組織的かつ柔軟な活動を実施できます。

各工業団地のリスクと利点を分析することは、VN-BISの強みです。 私達の分析は、市場からの
最も現実的な調査と専門家チームの詳細な調査分析から編集されています。 お客様が時間を
節約し、投資コストを最大化するのに役立ちます。

VN-BISの不動産コンサルティングサービスは、投資に最適な投資場所のコンサルティングをサ
ポートし、詳細な分析文書を作成し、投資家がご希望の各工業用不動産を訪問する際の支援も
致します。 当社が提供する具体的なサービスは次のとおりです。

• 工業用不動産のインフラストラクチャとサービス品質の分析

• 不動産間および地域間での価格、投資コスト比較

• 投資環境の全体的な分析（法的文書、投資インセンティブ、労働、経済、政治、社会的状況）

• 投資家と実際に現地訪問

• 不動産の賃貸および購入契約の交渉および合意の過程での投資家への直接支援。

工業用不動産コンサルティング

 Î 工業用不動産の売買に関するコンサルティング
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ベトナムでのプロジェクトや企業の設立に関連するサービスを提供するVN-BISは、企業の設立から次のような
顧客の開発プロセス全体を通じて、最適なソリューションを提案します。
• 賃貸オフィス探しサービス
• 投資登録証明書（IRC）
• 会社登録証明書（TRC）、支店登録証明書
（BORC）

• 労働許可
• TRC 一時滞在カード
• ビザとビザに関する手続き（延長、会社移転、...）

 Î オフィスのための賃貸探し、IRC、TRC、BORC、TRC一時
在留カード、VISA

建設プロセスの前、最中、後に発生するすべての種類の許可を適切に取得することが重要であるため、VN-BIS
は顧客のニーズを満たすために建設関連の許可申請サービスを迅速かつ正確に提供します。 ベトナムの法規
制に従った投資家のニーズ：
• 環境影響評価（EIA）
• 防火免許
• 建設許可
• 組み合わせ手順のプロット

• 1/500マスタープラン（総土地面積が5ヘクター
ルを超えるプロジェクトの場合）

• 自分の財産
• 銀行サポート

 Î 工業団地の建設に関連する許可には、環境影響評価（EIA）、消防認証
（FF）、建設許可（CP）、区画の組み合わせ、1/500が含まれます。

1. 人民委員会からのベトナ
ム到着時の承認書

2. 保健省からのベトナム到
着時の承認書

3. フライトとホテルの予約

4. 隔離サポート

法律および労働許可
手続き

1. 労働許可を申請
する

2. 一時滞在カードの
申請

既存のアプリケーション延長
申請

1. VISA延長
2. WP / TRC延長

VISA手続き

1. VISA延長2.エン
2. リー会社の切り替え

ステップ2 
ベトナム滞在中の顧客サポート

ステップ3 
延長

 ステップ1 
エントリープランを準備する

ビザ申請プロセス

1. TRC
2. IRC
3. 建設許可
4. 防火証明書
5. EIA
6. 1 / 500マスタープラン
7. プロットの組み合わせ手続き
8. 8.仮設発電所の設置

1. 防火証明書の調整
2. 建設許可の調整
3. プロジェクトサポート
4. 銀行サポート
5. 工業団地のインフラストラクチ

ャ接続許可
6. 工業団地接続の承認

1. 防火証明書の承認と完了
2. 環境影響評価の承認と完了
3. 建設許可の承認と完了
4. ご自身の財産

ステップ2 
プロジェクトの実施

ステップ3 
プロジェクト完了

ステップ1
プロジェクトの準備

建設許可申請プロセス

ライセンスコンサルティング

ライセンスコンサルティングサービスは、VN-BISの主要なサービスの1つです。
投資家の皆様がベトナムでプロジェクトを立ち上げ、運営する過程でサポート
をします。 また、私達は倫理の重要性とベトナムおよび国際法を遵守します。 
VN-BISは、州の機関との管理手順を実行する際に、最速かつ最適なソリューシ
ョンをアドバイス致します。 これは、投資家がプロジェクトライセンスの申請を
スピードアップし、事業活動に集中するのに役立ちます。

VN-BISのコンサルタントは、投資家に透明性、安全性、効果性のあるコンサル
ティングサービスを提供することを約束します。
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 Î 設計および建設コンサルティング
VN-BISは工業用不動産建設業界での豊富な経験を利用して、設計および建設コンサルティングサー
ビスを提供しています。 このサービスには、必要な活動の設計、建設、または入札に関するコンサルテ
ィングと調査が含まれます。

高度なトレーニングを受けた協力者とともに、建設プロジェクトの実施プロセス全体を通じて顧客を
サポートし、アドバイス致します。 お客様にとってのメリットは、時間の節約、コストの節約、およびプロ
ジェクトに最適なソリューションです。 私達の専門知識は次のとおりです。

• コンセプトアイディア、開発プロジェクトのデザインの提供

• 開発プロジェクト実施における戦略的アドバイス

• マーケティングとマネジメントの視点から見た、プロジェクトデザインの評価

• 開発スキームに関連するデザインブリーフの作成

• 請負業者の選択とマネジメント

 Î プロジェクト設立ライセンスの実行
VN-BISは、豊富な専門知識と長年の経験を持つチームによって設立されました。 VN-BISは、そのネッ
トワークを利用して、設立ライセンスを実行するために最速かつ最も効率的な方法を顧客に提供しま
す。

協議から始まり、VN-BISは文書を起草し、規定に従ってお客様に代わって手続きを実行します。 私達
は、プロセスに安心と精細さをもたらし、高度な資格を持つコンサルタントを通じてお客様がコストと
時間を節約できるよう支援することをお約束します。

 Î 建設実施の支援
コンサルティングサービスに加えて、当社のスタッフは工業団地の不動産建設問題についても深い見
識を持っています。 VN-BISは、顧客が建設において最善の決定を下すための支援をします（請負業者
の選択、建設進捗管理、建設品質のコンサルティングなど）。

私達はベトナム市場での広大な関係ネットワークを利用して、最も一貫性のある効果的な建設オプシ
ョンを提供します。 お客様の成功が、VN-BISにとっても成功になります。 

 Î 工業用不動産投資コンサルティング
ベトナムの工業用不動産市場を幅広く理解している専門家チームが、お客様をサポートし、すべてのニーズ満た
します。 エキスパートは国際的な視点でベトナム市場のニーズを適宜分析し、最新の世界貿易協定と他の外国
投資企業の投資ニーズに基づいて投資の可能性を評価します。

VN-BISは各プロジェクトで専門的な方法を構築します。 お客様は投資プロセス全体を通じてVN-BISからサポ
ートを受けます。 VN-BISは工業用地の価格の上昇において各プロジェクトの利益を最大化するための最適な
投資、管理、および運用ソリューションについてアドバイス致します。私達のスコープは以下の通りです。

• 工業用不動産への投資機会に関する戦略的なア
ドバイスの提供

• ロケーション評価の実施

• マスタープランのサポート

• 地理的情報の分析

• 既存の不動産および不動産資産の利用に関連す
る戦略的ポートフォリオ計画のサポート

• 不動産市場の調査・分析

• 不動産資産に関連するデューデリジェンス演習

• 開発プロジェクトの最適な市場ポジショニング、
財務分析、コンテンツ、および設計に関する実現
可能性調査とアドバイスの提供

 Î 投資場所を選択するためのコンサルティングサービス
VN-BISは、投資場所を選択するためのコンサルティングサービスの提供に重点を置いています。 私達は、クラ
イアントが最良の選択をするためにベトナムの省と省の間で相談する必要があることを認識しています。 私達
は、投資環境、法的および税制上の優遇措置を理解しており、お客様が迅速に比較し、お客様にとって最善の決
定を下すお手伝いを致します。

当社のコンサルタントは多面的な視点で物事をみるため、知識、経験、および業界の専門家とのコラボレーショ
ンを組み合わせます。 これは、投資家が場所の選択について決定を下す時に、私達のアドバイザーが最大の効
率をもたらすのに役立ちます。

投資場所とともに、詳細なレポートを作成し、各工業用不動産の長所と短所を比較して客観的に評価し、お客
様が投資場所の選択を簡単に検討できるようにします。

工業団地とRBFマネジメント
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長期の工業団地分野での業務経験から、VN-BISはVN-BISは常にお客様をパートナーとして考
え、VN-BISとお客様の双方に有益となる関係を築くことを目指しています。

豊富な経験と連絡先のネットワークを組み合わせつつ、私達は高度な資格を持つパートナーと
協力して、多面的な視点から推奨事項を作成します。 私達は、最大限の効果を得るために、すべ
ての顧客セグメントを理解することを目指しています。 VN-BISは開けたコミュニケーションの精
神に基づいて活動し、それが問題を見つけてマーケティングサービスを構築するための最短の方
法であると信じています。

マーケティング（B2B）

VN-BISの付加価値サービス

 - マーケティング構造の改善
 - パンフレットの改善
 - 会社イメージの改善
 - ディベロッパーサービスの規格化

チャンネル

 - 出版媒体
 - ソーシャルメディア
 - ディスプレイネットワーク
 - グーグルのSEO
 - メールマーケティング
 - 有料広告

 潜在的な顧客の獲得

 - Face-to-Faceのイベントを通して、一連のコンテ
ンツ中心のコミュニケーションで顧客の獲得を推
進します。
 - FDIアトラクションのためのフォーラム、トレードシ
ョーのコンサルティング、開催

• 白書
• マーケティング担保コンサルタント
• プロジェクトトレーニング：パートナーや工業

団地開発業者とのネットワーク構築

関心を高める

視聴者の問題点、目標、ニ
ーズ、優先順位を理解する

顧客データベースの構築

ビジネス基準に基づいてコ
ンタクトをセグメント化する

関係の構築

産業イベント、ロードショ
ーを通じて潜在的な顧客
にアプローチする

取引サービス

サイト事前評価・調査

セールスツ
ールキット コンテンツ オンライン

IMS、マーケッ
トスポットライト、PR

ソーシャルメディア、
有料広告

対面イベント 統合コンサ
ルティング 会話

産業フォーラム
国際ロードショー

問い合わせ/潜
在的顧客の発掘コンサルティングウェブサイト、

チラシ、写真

フェーズ1：マーケティング資料 フェーズ2：問い合わせの運用 フェーズ3：取引サービス

 Î 販売およびマーケティングの実施
VN-BISは、ベトナムおよび外国の顧客の消費行動を理解し、詳細な洞察力で顧客に販売およびマーケティング
を計画および実装するサービスを提供します。 調査を通じて当社の専門家は、クライアントが適切な市場を見
つけ、戦略を構築する支援をします。

マーケティング、プロモーション、広報キャンペーンを通じて顧客のための二次投資家を見つけ、顧客が運用コ
ストを節約できるようにします。 これにより、潜在的な顧客を特定し、それらをお客様の顧客に変える上で重要
な役割を果たします。 VN-BISは、顧客の成功によってその成功とみなします。 そのため、以下の活動を通じて、
お客様がターゲットとしている市場に最適で効果的な戦略を提供します。

• マーケティングおよび販売戦略の提供

• 販売およびマーケティングキャンペーンの実施

• 特定の場所と開発に関連する国勢調査、顧客分析

• 市場参入調査

• 市場調査と消費者調査を基にした、テナントのた
めの助言・提案

• マーケティングとブランド管理

• 賃貸契約交渉・締結

 Î 不動産管理
VN-BISは、工業用不動産に関する重要な知識を備えた詳細な運用上の事象を提案および管理します。 
VN-BISは、管理と運用に長年の経験があり、工業団地のプロセスにおいて現実に沿った管理サービスを
提供しています。

私達のチームは、二次投資家のニーズを満たすために顧客に包括的な解決策を提供します。 プロフェッシ
ョナルで丁寧なサービスを通じて、不動産の価値とブランド認知度が高まり、顧客に付加価値をもたらし
ます。 私達の専門家は、この困難な国際環境で顧客がビジネスを強化するのを支援するためにおります。
。 主な目的は、PICを定期的に派遣して、廃水処理プラント、発電所、給水所、工業団地の電線などの工業
団地のメンテナンス施設、清掃およびごみ処理管理を行うことです。

 Î  テナント管理
投資家と地方自治体の架け橋として、投資家向けの法的手続きをシンプルかつ迅速に実施し、投資家が積極
的に事業開発活動に専念できるよう支援します。

• 家賃回収代理: 
毎月の家賃や管理費等は、
特定の日に投資家から徴収
します。 
 

• 家賃滞納への対応: 
家賃の滞納時に投資家に連
絡するなどのサービスを提
供しています。 
 

• 契約更新事業: 貸し手に代
わって、投資家様に契約の
更新や退去の意思を確認
し、更新の場合は必要な契
約書の作成などを行い、退
去の際は解約の立会いなど
を行います。 

工業団地とRBFマネジメント
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