
FBCアセアン2022　調達ニーズリスト（2022年5月18日時点）

No. 拠点 加工分類① 加工分類② 加工分類③ 調達ニーズ

1 タイ 試作開発・少量生産 設計 組み立て・検査 部品加工の外注先
2 タイ 材料 精密磨棒鋼、面削プレート
3 タイ 量産 材料（鉄・非鉄・樹脂）、熱処理、表面処理
4 タイ 材料 各種金属素材・各種金属スクラップ・金属加工部品

5 タイ 部品製造 量産
アルミ押出材料、表面処理（アルマイト、メッキ、塗装）、アルミダイキャスト品、プレス加工、板金、樹脂成
型、アルミ加工先

6 タイ 部品製造
複写機に使用される組立部品、モールド品、プレス品、ゴム、生産補材、ハーネス、ケーブル、電源ケーブ
ル、ローラー部品、プリント基板、電源ユニット、LCD、ソレノイド、ビス、印刷物、段ボール、発砲スチロール

7 タイ 部品製造 据付業者、電気工事、Fabrication
8 タイ 部品製造 冷間鍛造部品（日本向け）
9 タイ 部品製造 冷間鍛造、プレス、曲げ、タッピング、転造、など機械加工全般（小ロットも）

10 タイ 量産 部品製造 High Pressure pipe: AF, GDI and High Presure tube, Brazing pipe: SUS Brazing Part, Fuel Rail

11 タイ 自動車部品製造 電気パーツ　鉄材料　非鉄材料　樹脂材料　接着剤　溶剤　梱包材　ダイキャスト成形品　ゴム成形品

12 タイ 量産 材料、めっき、熱処理、金型、梱包副資材　等
13 タイ 試作開発・少量生産 量産 袋詰め自動機、自動選別機など
14 タイ 量産 材料（SUS304/SWP-B/SPCC/SWOSC/Copper）、表面処理（Ni, Zn）等

15 タイ 自動車部品製造 部品製造
アルミニウム押出加工品、自動旋盤・熱処理炉・洗浄機・検査器など設備・加工メーカー、アルマイトなど表
面処理加工メーカー

16 タイ 自動車部品製造 組み立て・検査 量産
樹脂成型金型、意匠部品（プレス加工・樹脂成形・ダイキャスト・ゴム）、電気パーツ全般、材料（鉄・非鉄・樹
脂）、梱包材、精密機械加工部品

17 ベトナム 試作開発・少量生産 熱処理（部品長1200～2000mm）、内穴研削加工（D25～D100、長さ600mm～2800mm）
18 ベトナム 部品製造 ウェイトローラー（二輪車用部品）、 金属プレス部品（OA機器用部品）

19 ベトナム 量産 精密機械加工、樹脂加工、プレス加工、表面処理　を多品種大小ロットで受け入れ可能な加工委託先

20 ベトナム 部品製造 Aluminum profile (6063/6005) Aluminum Parts (PowderCoat/Stain) Fastner (Brind Rivet/Steel Pin・Rivet

21 ベトナム 量産 組み立て・検査 製品製造 アルミダイカスト、アルミ押出成形、ガラス生産
22 ベトナム 量産 材料 （鋼線コイル）

23 ベトナム

量産 量産

Instruction book, Label , carton
Silicone rubber, Copper wire/copper foil , Resin/Masterbatch , Spring/Pin , Stainless steel material ,
Power cord , Painting Material,
Cloth bag, Inox straws , Thermal transfer film , Rozai for vaccum

24 ベトナム 量産 表面処理 ねじ製造用のプレス金型、ピン、治具
25 ベトナム 自動車部品製造 部品製造 表面処理 金属材料（鉄、鋼、銅など）、表面処理（塗装、めっき）、部品（ねじ、ナット、ピンなど）
26 ベトナム 試作開発・少量生産 表面処理 設計 射出成形用の樹脂材（板状、ペレット、液状）
27 ベトナム 量産 金型製作 組み立て・検査 部品設計（プレス加工、ゴム加工）、材料（鉄、非鉄、樹脂）
28 ベトナム 金型製作 量産 材料 材料（ SS400, S50C,SKD11,SKH51）
29 ベトナム 金型製作 樹脂成形金型用の部品
30 ベトナム 表面処理 AGV、ロボットのメーカー、電動自動車充電ステーションのメーカー
31 ベトナム 製品製造 量産 表面処理 材料（鉄鋼、カーバイド）
32 ベトナム 量産 金型製作 表面処理 材料（銅、鉄鋼、アルミ）
33 ベトナム 量産 金型製作 部品製造 切削機用潤滑油、アルミ、鉄鋼、ステンレス
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34 ベトナム 部品製造 設計 試作開発・少量生産 日本の標準設備：モーター、ロボット、部品
35 ベトナム 製品製造 部品製造 材料（銅合金、亜鉛合金）
36 ベトナム 設計 試作開発・少量生産 量産 材料（アルミ、ベークライト、鉄鋼、ウレタン）
37 ベトナム 金型製作 量産 設計 材料（金型用鋼・銅・樹脂）、精密機械加工、付帯設備
38 ベトナム 量産 金型製作 表面処理 技術移転
39 ベトナム 金型製作 部品製造 量産 部品設計（プレス加工、樹脂成形、ダイカスト、ゴム加工）、材料（鉄、非鉄、樹脂）、梱包材
40 ベトナム 設計 ソフトウェア 生産財 モーター、電子制御、コンプレッサー、ロボット
41 ベトナム 金型製作 部品製造 金型鋼、ホットランナー、金型部品、CNC工具
42 ベトナム 量産 金型製作 設計 工業樹脂、カラービーズ、ロジスティクス、金型部品
43 ベトナム 試作開発・少量生産 量産 材料（鉄、鋼、ステンレス）、梱包材
44 ベトナム 量産 製薬および化粧品業界向けのボトル
45 ベトナム 量産 設計 組み立て・検査 精密金型（樹脂成形金型）、樹脂ペレット、表面処理（塗装、めっき）、治具
46 ベトナム 量産 表面処理 自動車部品製造 ねじ部品、板鋼、非鉄
47 ベトナム 生産財 金型製作 量産 磁石製品メーカー
48 ベトナム 試作開発・少量生産 ソフトウェア 設計 材料（鉄、非鉄、樹脂等）、加工機
49 ベトナム 金型製作 量産 自動車部品製造 精密機械部品
50 ベトナム 自動車部品製造 量産 設計 機械加工部品
51 ベトナム 試作開発・少量生産 材料（鋼、アルミ、銅）、工具
52 ベトナム 設計 製品製造 自動化設備、工業用ロボット、コンプレッサー部品
53 ベトナム 製品製造 試作開発・少量生産 板金、モーター
54 ベトナム 組み立て・検査 製品製造 電子部品
55 ベトナム 部品製造 部品製造 量産 表面処理（めっき）、熱処理
56 ベトナム 設計 製品製造 量産 ボルト・ナット、モーター、ベルトコンベア
57 ベトナム 量産 試作開発・少量生産 部品製造 材料、表面処理
58 ベトナム 金型製作 部品製造 精密金型（樹脂金型）、電子部品（プリンター、楽器、携帯電話）
59 ベトナム 製品製造 スマートファクトリー向け自動化ソリューション、機械加工、制御盤キャビネット
60 ベトナム 部品製造 量産 試作開発・少量生産 CNC向け材料
61 ベトナム 部品製造 量産 金型製作 UNC基準のナット部品、塗装・めっき
62 ベトナム 製品製造 部品製造 量産 鉄、モーター
63 ベトナム 組み立て・検査 コンピューター用部品・ディスプレイ、アルミ製コンピューター筐体、センサーパネル等
64 ベトナム 組み立て・検査 電子部品
65 ベトナム 部品製造 設計 金型製作 材料（鉄、アルミ、特殊材料）
66 ベトナム 部品製造 金型用鋼、工具
67 ベトナム 金型製作 部品製造 表面処理 金型加工部品、材料（鉄、アルミ、銅、ステンレス）
68 ベトナム 量産 梱包材、材料（鉄、ステンレス、特殊鋼、アルミ、銅、樹脂）
69 日本 部品製造 金型（精密ゴム用）

70 日本 自動車部品製造
アルミ鋳造(850～2,000t)、インジェクションPP成型/加工(1,300t)、精密SUSロストワックス・シャフト・スリーブ
(SUS303、SUS304、SUS316)、ゴム成型・布地インサート


