The modern Urban Zone belonging to the Binh Duong Industrial Complex, Hoa Phu Ward,
Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Viet Nam.
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ビンズン新都市に日本式クリニック
「ビンズンアーバンクリニック」がオープン
ベカメックス東急有限会社
株式会社メディヴァ
株式会社メディヴァ(以下、「メディヴァ」)は日本において高品質な医療を提供する第一
人者であり、ミャンマーやタイ、中国、ロシア、中東などの諸外国においても政府系医療コ
ンサルティング機関とパートナーシップを構築しております。ベトナムにおいては、ハノイ
のバクマイ病院建設において、その専門的な見地を活かしたサポートを行っています。さら
に 2017 年 5 月には、日本の経済産業省より「平成 29 年度 医療技術・サービス拠点化促進事
業」を受託し、ビンズン新都市における医療環境の調査を実施しました。
一方、BECAMEX IDC CORPORATION と東京急行電鉄株式会社の合弁会社であるベカメ
ックス東急有限会社(以下、「ベカメックス東急」)は、ビンズン新都市において「ベトナム
で最も子育てしやすいまち」を目指して都市開発を推進しております。
メディヴァはビンズン新都市に「ビンズンアーバンクリニック」を開業することを決定、
この 9 月 20 日には現地法人メディヴァベトナム有限会社を設立しました。このクリニック
はビンズン省に住む外国人が満足する医療水準を目指しており、日本のクリニックのシステ
ムを導入することでビンズン省に下記のような貢献が可能と確信しております。
 日本人とベトナム人による日本のクリニックの水準の医療サービスの提供
 ビンズン省に住む外国人およびその家族が安心してベトナムに長期滞在が可能に
 国際水準のクリニックがビンズン新都市に留まらず、ビンズン省全体の外国人および
ベトナム人にとって魅力的な施設となること
まず、都市開発における第 1 歩であり、不可欠な要素であるプライマリケアを提供いた
します。さらにメディヴァは、ビンズン新都市の開発に併せ、政府と連携した健康、医療、
福祉における包括的なシステムの提供を計画しています。
ビンズンアーバンクリニックの概要および完成予想図は別紙の通りです。
以

本リリースに関するお問い合わせ
ベカメックス東急 マーケティング部
平田周二(日本語)
グエン ティ トゥイ(ベトナム語、英語)

電話番号: +84 90 1316 626
Email: shuji.hirata@becamex-tokyu.com
電話番号: +84 90 9197 737
Email: nguyen.thuy@becamex-tokyu.com
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別紙
プロジェクト概要
プロジェクト名称

ビンズンアーバンクリニック

所在地

Lot C19, new urban area in Binh Duong Industrial - Service - Urban Complex,
Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province.

設備

診察室、処置室、薬局

診療科目

プライマリヘルスケア(初期診療)、内科薬局

面積

179m2 (含、薬局区画)

開業時期

2018 年 11 月 (予定)

事業主

メディヴァベトナム有限会社

投資家概要
商号

株式会社メディヴァ

所在地

東京都世田谷区用賀 2-32-18 グレース用賀 301

設立

2000 年 6 月

資本金

158 百万円

代表者

代表取締役社長

事業内容

 医療機関へのコンサルティング

大石佳能子

 医療機関の運営代行(プラタナス)
 企業健康保険、人事制度へのコンサルティング
 ヘルスケアサービスの開発・運営

クリニック完成予想図

診察室

受付、待合スペース

キッズコーナー

■BECAMEX TOKYU CO., LTD.概要
名称

BECAMEX TOKYU CO., LTD.

所在地

ベトナム社会主義共和国ビンズン省

代表者

社長 坂井 洋一郎

事業内容

不動産開発業・不動産販売業・不動産賃貸業

資本金

8 兆 6000 億 VND

設立年月日

2012 年 3 月 1 日

出資比率

東京急行電鉄株式会社 65%
BECAMEX IDC CORP. 35%

主な実績

名称

SORA gardensⅠ

名称

MIDORI PARK
HARUKA terrace

敷地面積

9,082 ㎡

専有面積

約 67～約 105 ㎡

階数

地上 24 階建

土地面積

約 100 ㎡～

総戸数

406 戸

建物面積

約 300 ㎡～

販売開始

2013 年 4 月（完売済）

階数

地上 4 階建等

総戸数

68 戸（第 1 期および第 2 期）

販売開始

2016 年 11 月

HARUKA residence

名称

hikari

名称

KAZE SHUTTLE

店舗面積

約 1,600 ㎡

運行系統

店舗数

14 店舗

ビンズン新都市～トゥーヤモッ
ト、ビンズン新都市内循環

開業時期

2015 年 1 月

路線数

6 路線 8 系統

開業時期

2014 年 12 月本格開業

※BECAMEX TOKYU BUS CO.,LTD.による運行

プロジェクト所在地

以

上.

