
ベトナム産木質チップ・ペレット
対日輸入事業のご提案
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はじめに
現在、弊社と株式会社NKYは業務協定契約を締結しており、弊社及びＮＫＹ社共に現地工場と業務提携
を結んでおり一体となって事業展開しております。

 アカシア100％の木質ペレット
 アカシア（約９０％）とユーカリ（約１０％）
 木質チップとペレットの両方の生産が可能です
 製紙用とバイオマス燃料用の両方の供給が可能です
 日本企業向けのチップとペレットの規格適合品です
 アカシア100％木質ペレット月間約6万ＭＴ輸出可能です。
 アカシアチップ年間約120万BDMT輸出可能です。
 ベトナムの全土に工場を分布しているので大型運搬船を使用可能です。
 契約している工場はベトナムに植林地所有権を持っています。
 弊社及びNKY社共に、商社用FSC/CoC 認証を保持しています。

弊社FSC認証内容 認証登録番号 ： SA-COC-007873
CW番号 ： SA-CW-007873
ライセンス番号： FSC®C158495 

 伐採と同時に植林を実施しカーボンニュートラルを維持しながら永続的に供給が可能です。
また、カナダ産松をマレーシアで家具に加工した際に発生する端材やおがくずを使用したペレットや、マレーシア・
インドネシア産のPKSもご提供しています。
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ベトナム産木質ペレットとカーボンニュートラル
木質ペレットは、木質チップよりも熱量が高く、燃焼効率に優れています。
カーボンニュートラルで低環境負荷のバイオマスとして近年注目が高まってきています。

木質ペレットは、石油などの化石燃料と比べ、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量が
大幅に少ない燃料です。
もちろん、木質ペレットも化石燃料同様、燃焼時には二酸化炭素を排出しますが、それは、材料の
木材が成⾧過程の光合成で吸収した量と同じで、差し引きゼロ、いわゆる「カーボンニュートラル」になります。
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ベトナム産のアカシアの木が選ばれる理由

古代から神聖な木として崇められてきたアカシアですが、最近では東南アジアやオーストラリア、ブラジルなどの国々
で盛んに環境緑化や産業用として植林が行われています。繊維分を多く含み成⾧の早いアカシアは、植林・育
成・伐採・加工という循環型経営を支える重要かつ有用な樹種として注目を集めています。
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エネルギーとして利用された木材チップの量
平成30年にエネルギーとして利用された木材チップの量は、全体で930.4万トンとなり、前年から57.8万トンの
増加（対前年比106.6％）となりました。このうち、「間伐材・林地残材等」に由来する木材チップは、274.5
万トン（前年から11.0万トンの増加）、「製材等残材」に由来する木材チップは、180.8万トン（前年から
30.7万トンの増加）、「建設資材廃棄物」に由来する木材チップは、411.0万トン（前年から1.6万トンの減
少）となりました。

出所：林野庁
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弊社と株式会社ＮＫＹの協力関係図
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ＮＫＹの ウッドペレット（ベトナム産）概要①

アカシア100％
アカシアのペレットを燃料用に安定供給いたします。製品供給安定、自然保護の為、植林をして原料確保。

品質、供給を保障できます。検査機器他を使用して、品質管理等をしています。

工程:アカシア原木⇒チップ⇒おが屑⇒乾燥⇒圧縮⇒冷却⇒梱包⇒管理倉庫
発電所用、バイオマス燃料用、ボイラー用のペレット（6mm、8mm）

梱包
バルク船:10,000MT （1万トン）
 20Ｆコンテナバルク積載:19～20ＭＴ

生産工場:ベトナム、FSC®/CoC認証工場

出荷国:ベトナム
日本人技術者常駐、品質管理指導、生産管理指導
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ＮＫＹの ウッドペレット（ベトナム産）概要②
仕様
総発熱量（受信ベースとして）:4,750kca/kg 
正味発熱量（受信ベースとして）:4,100kca/kg 
灰溶融温度IDT（還元雰囲気）:Main、1,150～1,500 
硫黄（乾燥ベース）:0.03～Max. 0.05 
灰（乾燥ベース）:1.25
重金属検査:As、Cd,Cr,Cu,Pb,Hg,Ni,Zn
 SGS検査結果、ISO/FSC®認証証明書提出可能
工場直供給証明書発行可能(15年～20年）
工場設備情報提出可能
工場視察可能
*生産能力1,620,000ＭT/年(契約工場7工場合計)
*出荷可能数量:60,000MT/月

販売実績
韓国、EU諸国
 (*日本各地燃焼テスト用供給中)
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合計13万5千トンの生産量のうち
6万トンの余剰分を安定して日本の
企業に供給できます。
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ＮＫＹの マレーシア・インドネシア産のＰＫＳ

従来よりバイオマス発電の燃料として、パームオイルを絞ったあとのヤシ種殻ＰＫＳをご利用の企業の方向けに、
ＰＫＳ（Palm Kernel Shell＝パーム椰子殻）のお取り扱いを継続しております。

PKS（乾燥させた最終製品）

EPB（空果房）、生の状態。
粉砕・乾燥が必要
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ＮＫＹインドネシア産のＰＫＳ①
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ＮＫＹインドネシア産のＰＫＳ②
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ＮＫＹインドネシア産のＰＫＳ③
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ＮＫＹウッドペレット（ベトナム産）①
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ＮＫＹウッドペレット（ベトナム産）②
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ＮＫＹウッドペレット（ベトナム産）③
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ＮＫＹウッドペレット（ベトナム産）④
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ＮＫＹウッドペレット（ベトナム産）⑤
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ＮＫＹウッドペレット（ベトナム産）⑥
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ＮＫＹウッドペレット（ベトナム産）⑦
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ＮＫＹ製紙用ウッドチップ（ベトナム産）①
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ＮＫＹ製紙用ウッドチップ（ベトナム産）②
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ＮＫＹ製紙用ウッドチップ（ベトナム産）③
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ＮＫＹ製紙用ウッドチップ（ベトナム産）④
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ＮＫＹ製紙用ウッドチップ（ベトナム産）⑤
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ＮＫＹ製紙用ウッドチップ（ベトナム産）⑥
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T社の概要①
設立日: ２０１２年５月 資本金: ５千万円
１）アカシア製紙用チップ生産、輸出入
２）バイオマス燃料チップ生産、輸出入
３）ペレット燃料の輸出入
植林地も所有
出荷地:主に、QUANG NINH省のCAI LAN工業団地
輸出経歴
２０１２年から日〇製紙株式会社の製紙用チップとして出荷開始
２０１４年から在ベトナム日本企業に製紙用チップの出荷開始
２０１５年から韓国の会社のバイオマスチップ燃料の出荷開始
２０１６年２月から第２新工場を南ベトナムで建設開始
２０１７年４月から第２新工場が完成
現在:製紙用チップ、バイオマス燃料チップを生産輸出中
製紙用チップ新工場建設中

Ｔ社のアカシア植林地
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T社の概要②
アカシアチップの生産輸出量:年間１2０万BDMT（絶乾トン）⇒実質重量は約240万トン
南ベトナム出荷量:PHU MY港から４０万BDMT
中部ベトナム出荷量:DUNG QUAT港から４０万BDMT
北ベトナム出荷量:CAI LAN港から４０万BDMT
※2020年3月以降の出荷余力8万トン/月以上。最大300万トン/年

燃料用ペレットの生産輸出量:年間３０万トン
南ベトナムのCAT LAI港とPHU MY港から２０万トン
（バラ積みとコンテナ積み込み） ➔工場:２箇所
中部ベトナムのDA NANG港から５万トン
（バラ積みとコンテナ積み込み） ➔工場:２箇所
北ベトナムのHAI PHONG港から５万トン
（バラ積みとコンテナ積み込み） ➔工場:３箇所

※現状出荷余力1万トン/月。2020年5月以降2万トン/月。

Ｔ社のアカシアの木
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T社の概要③
製紙用の規格
2mm～28.6mm: 通常
28.6mm以上: 全量の５％以下
2mm以下: 全量の３％
木屑・皮の混入量:全量の２％以下
バイオマス燃料用の規格
0.5mm～40mm: 通常
40mm以上: 全量の１０％以下
0.5mm以下: ０％
木屑・皮の混入量:全量の８％以下

T社のアカシアチップ製造機械T社のアカシアチップ堆積場 T社のアカシアチップ堆積場
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Ｈ社の概要①

設立日: ２０００年３月
 ２０１２年に「ベトナム国内５００大企業」の４１番目として政府賞を受けた大企業

（木質チップ・ペレット業界最大）
出荷地:全土に複数個所で出荷中
 主に北部・QUANG NINH省のCAI LAN工業団地

会社の活動
 アカシアとユーカリ木材を原料として、製紙用とバイオマス燃料用木質チップの生産と輸出
 自社所有大型運搬船による海運サービスの提供
 3隻の木質チップ専用船所有
 工場はベトナム全土に複数個所所有
 大型船が使用できる搬出港の優先使用権を所有
 植林地も所有

T社のアカシアチップ製造機械
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Ｈ社の概要②
第一港:
合計面積23ha、水深:12.4m
受取可船荷重:5万- 7万DWT
出荷能力: 年間1200万MT
第二港:2019年から運営
合計面積12ha、水深:14m
受取可船荷重:5万- 7万DWT
出荷能力: 1万MT/日

生産能力
チップ生産能力: 年間２００万～２２０万BDMT
 ペレット生産能力:年間１３０万BDMT
 主に中国、韓国と日本向けに輸出中
品質とその規格
４０ｍｍ以上: 全量の４.５％以下
９.５ｍｍから４０ｍｍまで: 全量の７７％以上
４.８ｍｍから９.５ｍｍまで:全量の１５％以下
４.８ｍｍ以下: 全量の４.５％以下
＊木屑・皮の混入量: 全量の１％以下
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Ｈ社の概要④
※H社植林地と植林管理許認可植林地:
 Ca Mau: 7,300ha
 Quang Nam: 合計10,000ha
 Quang Ninh: 3,520ha
 Ha Giang: 30,000ha
植林地許認可:
 FSC®-COC所有※H社用の中部の出荷港規模

Ｈ社の伐採された丸太（皮あり）H社のアカシアチップ堆積場 Ｈ社のチップ堆積場設備
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T社のアカシアチップ製造機械
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Ｎ社の概要

本社:ベトナムの首都・ハノイ、支店はQuang Ninh省

会社の活動
 ベトナム産アカシア木材チップとペレット生産、中国と日本に輸出中
生産力:チップは毎月１万BDMT（増産対応可能）
 最大年間１２万トンBDMTの木材チップの生産量
 ３５万～４０万トンBDMTのペレット生産量（枝と皮含む）
＊アカシアの自社所有植林地の面積:３.４ha

アカシアチップ品質とその規格:
 水分は季節によって違うが、平均約５５％
 ４０ｍｍ以上: 全量の５％以下
 ４０ｍｍから４.８ｍｍまで:全量の９１％以上
 ４.８ｍｍ以下: 全量の２％以下
＊木屑と皮の混入量: 全量の０.４％以下

T社のアカシアチップ製造機械
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Ｄ社の概要

所在地:北部のVinh Phuc省
資本金: 約5億円 財閥系企業
自社工場: 2工場（新工場建設計画あり）
バオバン工場全量を日本向け転用時の生産能力50万トン/年
ファービンの工場余力50万トンを日本向けとする事可（敷地10ha）
 アカシア原材料供給能力:年間２00万トン
 面積:全土に約５万haあり
 工場設備:乾燥チップ設備設置可能（水分20%目標）
その他:
 原材料の確保と植林体制はあるが、輸出量に見合う新工場建設が必要（資金的問題なし）
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Cao Bang省との事業提携

ベトナムでは各地域の省庁が、決裁権を有した首⾧のもとで行政がなされており、海外企業もベトナム進出には、
地域行政との協力が事業推進上必要不可欠となります。
弊社は、Cao Bang省の首⾧であります書記⾧とは友人関係にあり、木質チップの輸出事業では、書記⾧自ら
省を挙げての推奨事業にしたいと強く協力を希望され、覚書の締結を要請されており現在対応検討中です。
物流については陸路でのトラック輸送となり、台数および積載量の増強で対応できるものの、コスト面で少々苦し
い面があります。
Cao Bang省は、過疎ではありますが良質な森林資源を有しており、林業には並々ならぬ努力をされています。
木質チップ輸出のような新規事業については、省として森林の持続性･合法性に取組んでいます。
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Cao Bang省の概要

面積: 67万ha（林業90%・農業10%）
人口: 515,200人（2014年）
中国国境の省（ベトナム最北部）
年間予算: 450億円

林業の概要（90％を占め残りは農業）
林業・農業ともに農薬の使用はしない。
アカシア植林17,000ha
造林計画5,000ha
ユーカリ植林計画1,000ha
他余剰地10,000ha
二つの製材工場があり、小規模で木質チップの製造中。
 200万トン/年程度の生産可能
ハイフォン港までトラック輸送のみ（船･列車輸送不可）
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T社のアカシアチップ製造機械
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T社のアカシアチップ製造機械
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その他の活動について



T社のアカシアチップ製造機械
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会社概要

商号 株式会社アローフィールド

設立 2002年9月10日

資本金 1億円

所在地 兵庫県西宮市甲陽園本庄町5番16号

代表取締役 矢野英雄

電話番号 0798-75-1100

FAX番号 0798-75-1101

e-mail info@arrowfield.co.jp

特定商法に基づく表記 特定商法に基づく表記はこちら

URL http://www.arrowfield.co.jp/

登録許可番号（派遣） 一般労働者派遣事業（派）28-300721

登録許可番号（紹介） 有料職業紹介事業許可 28-ユ-300539

登録支援機関 19登-001425

入管申請取次許可番号 （阪企）第05-13号

営業時間 9:00～18:00※年末年始・土日は休み

事業内容 一般労働者派遣事業

有料職業紹介事業

バイオマス発電用燃料材及び製紙用木質チップの、海外における生産工場設置・出資・技術指導・購入と、日本への輸入販売及び海外向けの輸出販売、除菌・消臭剤の製造と、卸売り及びインターネット使用を含む小売販売、

USAの、３M社製品及びメディコス社製品の正規品卸売販売（N95マスク1860・1826、メディコス1861+等）、飼料・肥料・酵素剤・抗菌剤・有機農薬の輸出入、国内及び海外における卸売業及び販売

加入団体 大阪商工会議所,全国中小貿易業大阪連盟,一般財団法人大阪国際経済振興センター（IBPC）,公益財団法人国家基本問題研究所,大阪彩都総合研究所

主な得意先（官公庁関係） 外務省、法務省、国立大学法人東京大学、国立大学法人大阪大学、国立大学法人神戸大学、国立大学法人和歌山大学、国立大学法人徳島大学、学校法人関西大学、学校法人常翔学園大阪工業大学、大阪府商工労働部、

大阪市港湾局/福祉局、大阪観光コンベンション協会（大阪観光局）、独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人中小企業基盤整備機構、財団法人大阪デザインセンター、一般財団法人自転車産業振興協会、

財団法人国際花と緑の博覧会記念協会、一般財団法人海外産業人材育成協会（HIDA） ※旧AOTS含、一般財団法人大阪経済振興センター（IBPC）、一般財団法人大阪労働協会、社団法人日本放送協会（NHK）、

一般社団法人日本電機工業会、一般社団法人日本電気協会関西支部、シンガポール政府観光局、在日ベルギー・ルクセンブルグ商工会議所、西日本入国管理センター、台湾貿易振興機構台湾貿易センター、アメリカ大使館、

（民間企業関係） 株式会社ブリヂストン、株式会社クボタ、株式会社アシックス、株式会社大林組、株式会社きんでん、株式会社小松製作所、株式会社関西総合情報研究所、株式会社サムスン日本研究所、株式会社島津製作所、株式会社シマノ、

株式会社ダイヘン、株式会社大丸松坂屋百貨店、株式会社明電舎、株式会社横河ブリッジ、株式会社リコー、株式会社槌屋、ヤンマー株式会社、YKK株式会社、Peach Aviation株式会社、京都第一赤十字病院、

読売テレビ放送株式会社、関西テレビ放送株式会社、株式会社フジテレビジョン、株式会社テレビ朝日、株式会社モリタホールディングス（及び株式会社モリタ）、トールエクスプレスジャパン株式会社

（旧フットワークエクスプレス株式会社）、コーニングジャパン合同会社、ダイハツ工業株式会社（及び株式会社ダイハツビジネスサポートセンター）、DIC株式会社（旧 大日本インキ化学工業株式会社）、

ニプロ株式会社（及びニプロファーマー株式会社）、ピーケーエム株式会社（台湾鴻海精密工業有限公司日本法人）、IDEC株式会社、大阪ガス株式会社、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社、川崎重工業株式会社、

キャタピラージャパン合同会社、九州旅客鉄道株式会社、近畿日本ツーリスト株式会社、極東開発工業株式会社、サントリー株式会社、新光商事株式会社、スウォッチジャパングループ株式会社、住友商事株式会社、

住友電気工業株式会社、住友ベークライト株式会社、三菱総合研究所、三菱電機株式会社、三菱電機エンジニアリング株式会社、パナソニック株式会社、パナソニックエクセルインターナショナル株式会社、

エア・ウォーター防災株式会社、メリルリンチ証券株式会社、コニカミノルタソフトウエア研究所株式会社、日本ヒューレット・パッカード株式会社

（海外企業関係） PMSB社（マレーシア）、ADM社（インドネシア）、PATNI社（インド）、インド銀行（インド）、ANAB社（アメリカ）、SR社（アメリカ）、

Thelonious Monk Institute（アメリカ）、Vin Eco社（ベトナム）

取引先銀行 三井住友銀行、ゆうちょ銀行、北おおさか信用金庫、尼崎信用金庫



http://www.arrowfield.co.jp/

Copyright© Arrowfield Co., Ltd. All rights reserved.

株式会社アローフィールド
〒662-0015兵庫県西宮市甲陽園本庄町5-16
☎0798-75-1100 📠0798-75-1101
✉biomass@arrowfield.co.jp

認証登録番号： SA-COC-007873
CW番号 ： SA-CW-007873
ライセンス番号： FSC®C158495 


