お客様の課題を把握、理解し、迅速かつ適切に解決するザミールスチ
ールのプロ集団が、業界で最も適応力の高いサプライヤーとしての位
置づけを確実なものとしています。

総合的解決力

革新的解決力

エンジニアリングおよび製作
から鉄骨の建て方まで一貫し
て、お客様の負担を取り除きま
す。

PEB、および構造鉄骨の技術ノ
ウハウは、最良の結果を伴う革
新的な解決力の提供を可能と
します。

費用対効果解決力

多種用途での解決力

豊富な実績と最新のソフトウ
ェアが全ての部位での最適な
設計を可能とし、費用対効果
の最大化を実現します。

屋根から床までの架構システ
ム、工場から格納庫まで、
また
配管ラックから石油プラントま
で、ザミールスチールは、
さま
ざまな用途の建物の鉄骨建て
方を行っています。

短工期解決力
ザミールスチールの構成部材
は自社工場でのプレファブ製
品のため、建設現場での短工
期を可能にします。

高品質解決力
ザミールスチールの最先端製
造設備と品質管理システムが、
鉄骨建築の高い品質を保証し
ます。

世界中での解決力
モンゴルの多雪高原から暴風
雨の熱帯地方まで、
60,000件を
越えるザミールスチールビル
ディングが90カ国以上の国々で
お客様の満足を得ています。

ザミールスチールを採用した世界
中の多くのお客様の一人に加わ
ってください。新築予定案件では
ザミールスチールを採用してくだ
さい。

モンゴルBORO GOLD精錬工場

ベトナム、
ヴンタオ省 PVFCO CO2回収プロジェクト

ベトナム、
ビンドゥオン省 トヨタサザン工場

ベトナム、
ヴィンフック省 ホンダマニュファクチュアリング工場

ベトナム、バクニン省エンフォン地区 HALICO酒造工場

ミャンマー 航空機格納庫

ベトナム、
ドンナイ省 ナイキ靴工場

インドネシア PETROSEAコンベアシステ

ベトナム、
ドンナイ省

富士通工場

注文製作解決力
35年以上のPEB設計・製作経験
をもって、ザミールスチールは
お客様の注文通りに単品製作
します。

環境解決能力
ザミールスチールは持続性の
ある成長を遂げると確信して
います。建物は、
自然光と風と
の調和を考慮して設計されて
います。

ザミールスチールビルディングベトナム社
本社
ベトナム国ハノイ市Tu Liem 区Pham Hung 通り
カンナムハノイランドマークタワー14階
電話 (84-4) 3582 0800 • ファックス (84-4) 3582 0801
Email marketing@zamilsteel.com.vn

営業所
ベトナム • タイ • シンガポール • フィリピン • ミャンマー
マレーシア • ラオス • インドネシア • カンボジア
他の提携工場
サウジアラビア • エジプト • インド • アラブ首長国連邦

ハノイ工場
ベトナム国、ハノイ市、
ソクソン地区、
クワンティエン村、
ノイバイ工業団地
ドンナイ工場
ベトナム国、
ドンナイ省、ビェンホア市、アマタ工業団地
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ザミールスチール
ベトナム

製品と
用途

会社概要

サウジアラビアの世界的な鉄骨製造・加工グループである、“ザミールインダストリアルインベストメント
社(ZIIC)”と日本の総合商社である、“三井物産株式会社”との合弁企業として1997年に“ザミールスチー
ルベトナム社(ZSV)”を設立。

成長著しいベトナム市場での事業展開とアジア・環太平洋諸国への輸出にて、ZSVは事業拡大を続け、
東南アジアにおけるプレエンジニアドスチールビルディング(PEB)や構造用鉄骨供給のトップ企業とな
っています。ベトナムにある二つの最先端工場と9カ国にある15の営業所とともに、ZSVは世界中の
60,000件におよぶ鉄骨建築の設計と加工・製作の実績をもって、高い顧客満足を保証していま
す。さらに、ZSVは、8つの工場、8のエンジニアリング事務所および61の営業所を持つザミール
スチールグループとネットワークにて連携しています。

設計 • 加工 • 供給 • 建て方

1997年完成の当工場はPEBと重量鉄骨製品の加工・製
作を専門に行っています。

ドンナイ工場 ベトナム、
ドンナイ省 アマタ工業団地

2008年に操業を開始した当工場はPEB、オープンウェブ
スチールジョイストと重量鉄骨を製作・加工するための
開先加工技術と製作機械を備えています。

敷地面積：

41,200平方メートル

敷地面積：

45,150平方メートル

加工・製作能力：

月産5,000トン

加工・製作能力：

月産4,500トン

構造鉄骨

お客様の設計およびエンジニアリング与件に準拠
した単品生産の鉄骨建築。応力の小さい部位の鉄
骨量を減らす、
テーパーをつけた組み立て部材を
使用して経済性の最大化を実現しました。PEBは、
60mまでのスパンで、軒高30mまでの低層建築にお
いて最適かつ最も経済的なものとなっています。

構造鉄骨や鋼板を加工するZSVの製作ラインは、
さ
まざまな重工業や商業用途に適用されています。中
近東おける20年以上の構造鉄骨の製作での優れた
実績を踏まえ、ZSVはさまざまな用途や要求に対する
構造鉄骨のための熱間圧延鋼材を加工・製作する
技術と機器を備えています。

用途：

用途：

• 工場

• 発電所

• 製鉄所

• 石油プラント

• 肥料プラント

• 機器架台

• 倉庫

• 高層ビル

• 格納庫

• 採鉱ユーティリティ

世界中での経験、
現地での課題解決
エンジニアリング技術

ハノイ工場 ハノイ市のノイバイ工業団地

プレエンジニアドス
チールビルディング(PEB)

ZSVのエンジニアリンググルー
プはインターネットを通じて6
カ国のエンジニアと協業して
います。
また、90カ国以上での
建築実績60,000件のノウハウ
をもって、国際基準や要求され
る機能および建築与件を満足
する設計が可能です。
さらに、
ZSVの専門性の高いエンジニ
アは、最新の設計ソフトウェア
を活用して費用対効果の最大
化を図ることによりお客様の
利益に貢献しています。

最先端の製造設備

品質保証

東南アジアで最も先端的な製
造設備は、35年を超える豊富
な経験と優れた技術力とによ
って、その能力を発揮していま
す。ハイテク機器と優秀なスタ
ッフおよび経験豊富な経営陣
が、比類なき製造効率を実現
しています。
お客様の建物がベトナム、
シ
ンガポールあるいはアジアパ
シフィックのどこであっても、
原材料の豊富な在庫と製造力
をもって、高品質の製品と最適
な納期を保証します。

ZSVにおける厳格な品質管理
手順は、“ザミールスチール製”
という品質の一貫性を保証す
るために、堅持されています。
品質管理部門は、国際基準や
最優良事例に準拠してザミー
ルスチールの品質方針を推進
する優秀なエンジニア、道具
や設備を有しています。

