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BOURBON ANHOA 工業ガーデンはアジア諸国経済発展
資源連結地である 
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GARDEN

フランスの Bourbon Tay Ninh 株式会社と

Long Hau株式会社とViet Au株式会社３社の

合併により開発された “BOURBON ANHOA

工業ガーデン名付け”という工業団地である.

本工業団地の総開発面積は1.020haで, 立地

条件はAn Hoa村, Trang Bang県, Tay Ninh省

で, アジア快速道路に隣接し, 人力や財力や

物力を結ぶ面で非常に便利である.  

本工業ガーデンはベトナム初の“緑工業団”で

, 最も本格的尚且つプロ的に大規模投資で開

発された.

立地条件は勿論のこと, 高基準のインフラ整

備やプロの管理サービスや最も良い顧客支

援政策などの下, 企業様に生産及び営業活動

を潤滑に支援し, より付加価値を生み出す.

 

BOURBON ANHHOA 工業ガーデンは天時―

地利―人和の各要素を融合し, 将来的にアジ

ア諸国経済発展資源連結地となる.

BOURBON ANHOA 工業ガーデンーの紹介



投資家の紹介

Bourbon AnHoa 株式会社は Bourbon Tay Ninh 
(SBT) とLong Hau 株式会社と Viet Au 株式会社
の合併により創立され, 営業活動は工業団地イ
ンフラ投資 ・運営と都市開発である.

Bourbon Tay Ninh株式会社（SBT）
100％フランスの Bourbon グループの出資, ベ
トナムでの営業開始から12年経った現時点で, 
当初9, 500万ドルの投資額から1, 1300万ドルに
増加し, 自動運転の先進設備と国内外で研修を
受けた技術者の管理 ・指導の下, SBTは商店街
のような新都市開発が一件, 工業団地開拓・運
営が二件, サトウキビ/石炭使用熱発電所が一件, 
その他, 数々のプロジェクトを展開している.

Long Hau 株式会社
２０００億ドンの資本金で出資した Long Hau
株式会社は国内外投資誘致能力やLong Hau工
業団地投資管理効果等の面で高く評価されて
いる. 投資してから一年余り, Can Giuoc 県, 
Long An 省にある Long Hau 工業団地は300ha
の開発面積がインフラ整備され, ほぼ全て入居
状況となっている.

Viet Au 株式会社 
Viet Au株式会社は投資金融機関のように, 繊
維や農産食品や工業団地インフラ投資等の
投資分野で事業活動展開 ・発展可能な企業
に出資している. その他、現在２３７０億ド
ンの予算で出資し, Tan Phu区にある１ha規
模で４４８室の高級マンションを建設して
いる, Viet Au株式会社は不動産市場で知名度
とブランドをランクしている. 会社の経営方
針は持続可能な発展及び株主と顧客に長期
利益を与えることである.

BOURBON ANHOA 工業ガーデンの経営方針

ヴィジョン
BOURBON ANHOA 工業ガーデンはアジア諸国経済発展資源連結地である 

使命
企業様投資効果を生むために, 便益を供給する.

株主と社員の最高付加価値をもたらす.
社会の持続可能な発展に積極的に寄与する.

文化価値
BOURBON ANHOAの文化の基盤は以下のような行動を基に, 育てられる

全活動は顧客を中心にすること.
すべての行為は顧客の投資効果を基にすること.
顧客満足はプロ管理サービスを基準にすること. 

透明な思考と行動を起こすこと.  
チーム団結と進歩でパワーを引き起こすこと. 

環境関連の法規制, 条例等を遵守し, 環境保全活動に取り組むこと.  



地理位置の有利 性

BOURBON ANHOA 工業ガーデンはAn Hoa
村, Trang Bang県, Tay Ninh省に属してお り, 
Vam Co Dong川とアジア高速道路に（ベト
ナムからカンボジア, タイ, 中国, シンガポー
ル, マレーシアまで）隣接している. また, 本
工業ガーデンはホーチミン市とカンボジア
を結ぶ Moc Bai という国際境界ゲートの近
くにあるため, 国内全地域また隣国の原料調
達や市場拡大等で企業様に便利さをもたら
している.

上 記 の 戦 略 的 な 地 域 に 開 発 さ れ た
BOURBON ANHOA 工業ガーデンはアジア
諸国経済発展の資源連結地となる.



水 ・道路交通 

水路交通
Vam Co Dong 港は BOURBON ANHOA 工業
ガーデンに接触し, ３０００トン耐荷重船の
入港ができる. また, Vam Co Dong 川を利用
することで本工業ガーデンから CuuLong 平
野全地域またホーチミン市までの物流が非
常に便利である.   

道路交通
アジア高速道路, ホーチミン道路, 国道１号
線,国道２２B号線、DT７８７号線等の道路
で北から南までのベトナム全地域を結ぶ交
通網ができた. これらの道路を利用すること
で, 発展三角地域と呼ばれているLongAｎ省
－Tay Ninh省－ホーチミン市の交通ルートー
は勿論のこと,南部重点経済地域―ホーチミン
市― BOURBON ANHOA ガーデンーカンボジ
アーアジア諸国まで通行できる.



奨励投資分野 

ヴィジョン通り, ベトナム初の緑工業ガーデ
ンとなるように, BOURBON ANHOA 工業ガ
ーデンは環境に優しく適切な排水処理方案
をもつ企業様を奨励投資様として優先する. 
奨励投資分野は下記の通りである.
- 繊維工業, 機械工業…
- 食料品加工工業,  農産製造工業
- 木材製品製造工業
- 土木用品製造工業,  インテリア用品製造工業,  
 タイル製造工業…
- 包装製造工業.
- 電気製品製造 ・組立工業,  靴製造工業,  偽革靴
 の製造工業.
- 農業生産専用製品製造工業.
- 国内販売と輸出専用日常品, 家庭用製品, 化粧
 品の製造工業.
-  ...



工業ガーデン図 



BOURBON ANHOA 工業ガーデン総合風景図　



インフラ完備土地 
地形は平行線でリース土地の整地高度は＋２
ｍで（HonDau高度を基準にする）, 地盤固度
はK≥0,9である. 本工業ガーデンのリース土地
はお客様がすぐにでも工場やオフィスや倉庫
などの建設できるインフラ完備状態である.
 
レンタル工場 
規模全面積：100.000 m2

本レンタル工場は科学的に軽工業や環境に優
しい工業に合せた調整可能な設計を基に作り
上げられている. また, 各々のレンタル工場は
生産工場やオフィスや照明システムや給排水
システムや消防システムや庭等といった建設
項目がある.

品質は勿論のこと, またそれぞれのレンタル工
場の面積は１０００－２０００m2, 企業様の要
求に答えられるのみならず, 本レンタル工場を
利用することで, すぐにでも製造活動を開始し, 
時間節約が可能で理想的なレンタル工場であ
ると確信する.

団地内道路
団地内道路はベトナムの基準に基づいて44
－１０５ｍの広さで耐荷重がH30, コンクリ
ートで作られた４－６車線の道路, Container
や他の交通方便が通行可能である.
 
電力供給システム 
第１期分：国営電力会社の供給源により供
給が行われる（110kv/22kv）.
第２期分： 団地自家充変電室(110 kV/22 kV)
から給電される. 設計能力：2x63 MVA.
 
給水棟
設計能力：50.000 m3/日（第１期分：２0.000 m3/
日；第２期分：30.000 m3/日）.

排水処理棟
工業ガーデンの排水処理棟はベトナム基準に
基づき, 排水をAレベルまで処理し, 排出する.
設計能力：40.000 m3/日.

製品紹介
インフラと便益 



ワーカー寮 

通勤便利や交通費及び時間節約を目的とし

て,ワーカー寮は BOURBON ANHOA 工業ガ

ーデンに接近場で建てられる.

本ワーカー寮は新都市用地にある幼稚園, ス

ーパー, 店, ラウンジといった施設の傍に建

てられ, ワーカーが安心して生活を送ること

ができる.

照明＆警備システム 

安定的又最先端照明システムを設置すると

同時に, プロの警備体制で企業様特に夜間で

の生産活動の企業様が安心して頂ける.

通信システム   
Trang Bang 通信センターとTrang Bang 郵便
局により通信サービスやITや配達便サービス
が受けられる.

緑風景システム 
BOURBON ANHOA 工業ガーデンの３５％面
積が植木や自然体植物等のことから見て, 環
境保護活動と生態風景作りに寄与する. 

消防システム 
企業様が安心して生産活動を行って頂くのが
目的で, BOURBON ANHOA ガーデンは経験
豊富消防スタッフを採用すると同時に, 最先
端設備を備えている.
 
医療センター　
ワーカーの健康保護を目的に経験豊富また熱
心な医者と看護婦が面倒を見る工業ガーデン
敷地内に最新医療センターの設置.

インフラと便益 



管理サービス 

BOURBON ANHOA の 企業様が安心して生
産活動展開のため, 下記のようなプロ的な管
理サービスを開始している.

- 水道給水と排水処理
- 工業ごみ収集及び処理
- ガソリンと燃料の供給
- コンテナ運送倉庫
- ワーカー採用及び訓練
- 輸出入関連サービス



BOURBON ANHOA 工業ガーデンの経営方針通り

- 全活動は顧客を中心にすること

- すべての行為は顧客の投資効果を基にすること

- 顧客満足はプロ管理サービスを基準にすること

BOURBON ANHOA の 企業様はワンストップ

サービスを受けられる他, 熱心なスタッフか

ら良いタイミングで下記のようなサービスを

も受けられる.

1.  無料で下記の通り申請関連書類をサポートする

- 会社設立と税申告番号の申請

- 代理事務所（代理店）の申請

- 判子申請

- 投資許認可申請

2. 企業様の 投資全過程で下記通りサポートする

- 建設許可証

- 環境影響評価

- 消防審査

- 製造活動向け設備・原材料輸出入通関手続き

- 外国労働者申請

- 会社規則申請

- 社会保険の支払い

- 個人収入税金の列挙

企業様向けサポートー 



投資優遇措置

地域 優遇税率 免税

BOURBON ANHOA
ホーチミン市
Binh Duong (省) 
Dong Nai (省)

Binh Phuoc (省)

Ba Ria – Vung Tau(省)

Tien Giang(省)

20 10 2 4
税率 (%) 時間 (年) 免 (年) 50%減免 (年)

우대 세율 우대 면세, 감세

税金(%) 時間 (年) 無 (年) 50%減少 (年)

124/2008/NĐ-CP 政府議定付
き, 公布された第２覚書の投
資奨励分野リストにある業種
・分野への投資新規投資企業
の場合

法人税優遇措置適用タイ
ミング

所得発生時から 課税所得発生時適用される.
しかし, 最初の三年間, 課税
所得発生無企業の場合, 所
得発生時（4年目）から適
用される.

特別投資奨励分野の場合, 法人税適用期間延長が可能であるが, 30年を超えないことが条件となっている

新規投資企業

10 15 4 5

20 10 2 4

奨励無し
(Đồng Phú県, Bình Long県, Phước Long県, Chơn Thành県を除く)

奨励無し

奨励無し
( Tân Thành 県を除く)

奨励無し
( Gò Công Đông県, Gò Công Tây県を除く)

1/.南部重点経済地域における各地方の投資優遇比較.

2/. BOURBON ANHOA 工業団地 

BOURBON ANHOA
工業団地の法人所得税

優遇税制
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PROCEDURES FOR INVESTMENT
投資手順

INVESTORS
企業様が土地選択をする

SIGNING LAND SUBLEASE CONTRACT
土地賃貸契約を交わす

APPLICATION FOR FACTORY BUILDING
工場建設許可申請

INFRASTRUCTURE CONNECTION
団地のインフラに接続

OPERATION ANNOUNCEMENT
生産活動開始通知

(*) PLEASE SEE PAYMENT TERM FOR DETAILS

LAND TRANSFER
土地引渡し

CONTRACT SIGNING FOR LAND
RESERVATION
選択済土地予約手続きを行う

ISSURANCE OF THE
INVESTMENT CERTIFICATE
投資許可書発行
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30% OF PAYMENT (*)
契約終了１５日後,
土地リースの30％支払

DEPOSIT 10% AFTER 7 DAYS
予約終了一週間後,予約料支払
（土地リースの10％）

20 DAYS
20 日 

15 DAYS
15 日

THE SECURITY PAYMENT FUND
インフラ保護頭金支払

INFRASTRUCTURE MAINTENANCE FEE
インフラ保護料納入開始 

BUSINESS REGISTRATION
INVESTMENT REGISTRATION
投資登録と投資許可書手続きを行う
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