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～タイ企業とのビジネスマッチングを福岡、岡山、姫路でやりませんか！～
アセアン経済共同体発足後も生産拠点のハブとして注目されているタイから、自動車部品関連、電気電子部
品関連、医療機器関連の製造会社、さらに工業進出に欠かせない工業団地開発会社を合わせて19社が来日し
ます。各社はモノづくりをベースにメタル部品、プラスチック部品、ゴム部品、ワイヤーハーネス等の生産
で医療分野にも参入をしています。
輸出入販売、製造委託、合弁会社設立、工場進出用地の確保などタイ企業とのビジネスマッチングにご関心
がございましたら、是非タイビジネス商談会へご参加ください。
主催：独立行政法人中小企業基盤整備機構 / タイ投資委員会（BOI）本部産業連携促進ユニット
後援：国際機関日本アセアンセンター / 一般社団法人九州経済連合会
福岡会場
■

日時：

2016年9月13日（火）9:30 ～ 12:40

■

会場：

電気ビル共創館 4階 電気ビルみらいホール
（福岡市中央区渡辺通2-1-82）
電車：西鉄天神大牟田線「薬院駅」 徒歩7分
七隈線「渡辺通駅」（電気ビル本館 B2Fへ直結）
バス：JR「博多駅」バス停Aより乗車→渡辺通1丁目降車すぐ
天神大丸前バス停4より乗車→渡辺通1丁目降車すぐ

岡山会場
■

日時：

2016年9月15日（木）10:00 ～ 13:10

■

会場：

おかやま未来ホール (イオンモール岡山 5階)
（岡山県岡山市北区下石井1-2-1）
電車：JR「岡山駅」地下改札口から徒歩約5分

姫路会場
■

日時：

2016年9月16日（金）10:00 ～ 13:10

■

会場：

姫路商工会議所
2階 大ホール
（兵庫県姫路市下寺町43）
電車：JR「姫路駅」 徒歩約20分
バス：JR「姫路駅」より日出町行乗車→商工会議所前下車
JR「姫路駅」より鹿島神社行、夕陽ヶ丘行、別所駅行乗車→坂田町下車

安心のサポート体制

商談参加者の声

・日本語で対応可能。通訳を配置

・意外な接点を発見することがあり、
さまざまな可能性を感じた

・初めての海外企業との商談でも安心

・製品のニーズを直接聞ける良い機会でした

海外展開の専門家がバックアップ

・経営者同士で合うことができ、話が早かった

中小機構では、今回のタイビジネス商談会を実施する地域の各地域本部や大学校において、商談会以外の様々な海外
展開支援や経営支援を実施しています。

・中小機構 九州（福岡） ・中小機構 中国（広島） ・中小機構 四国（高松）
・中小機構 近畿（大阪）、 中小企業大学校関西校（兵庫県神崎郡）
詳しくは、中小機構のサイトへ http://www.smrj.go.jp

招聘企業19社一覧

＜COMPANY PROFILE＞

■ 自動車部品・電気電子部品・医療機器部品関連
① CSP CASTING (THAILAND) CO., LTD.
社長

ヴイーラウット

ワイマルアングオラエーク

資本金／3億4800万円

従業員数／440名

売上高／21億4000万円
ホームページ／

製品販売

事業内容／自動車部品/電気電子部品/金型製造業
主要製品／アルミ鋳造部品/亜鉛鋳造部品/金型

http://www.cspcasting.com

事業連携

シラファン

オン

資本金／7億5600万円

ア
従業員数／432名

売上高／203億8000万円
ホームページ／

事業内容／自動車部品製造業
主要製品／精密メタル部品

http://www.oeiparts.com

アルミ、亜鉛鋳造をベースに機械加工、表面処
理、組立までトータルソリューションを提供、
日系メーカーからのOEM実績もあり。日本企
業とはピストン、ターボチャージャー、シリン
ダー分野の事業提携に関心高い。

TS16949
精密メタル部品をCNC、MC、スタンピング、
冷間鍛造等の加工技術で生産。2次加工ではロ
ボット溶接も行う。日系自動車メーカーへの納
入も多く、輸出も対応。日本企業とはOEM、
技術援助、合弁まで幅広い商談を期待。

③ P QUALITY MACHINE PARTS CO., LTD.
社長

パタナサク

サエンソムロス

資本金／3億8000万円

従業員数／350名

売上高／9億3500万円
ホームページ／

事業内容／自動車部品/農機部品/機械部品製造業
主要製品／メタル部品(4輪・2輪用)/

http://www.p-quality.com

コンプレッサー部品/農業機械部品

④ S.P. METAL PART CO., LTD.

技術連携

TS16469、ISO9001

② O.E.I. GROUP OF COMPANIES
取締役

合弁会社設立

ISO9001､ISO14001､TS16949
精密メタル部品メーカー。CNC、MC、レー
ザー、ロボット溶接で精密度の高いエンジン部
品も手掛け、日系企業への納入が多し。最近日
系工作機械メーカーとの合弁会社も設立。商談
では幅広い提携を期待している。

TS16949/2009､ISO9001/2008､ISO14001/2004

メタル部品を精密プレス技術で幅広く生産、日
系自動車メーカー、白物家電メーカーに納入し
資本金／3000万円
従業員数／680名
医療機器部品、金型製造業
ている。医療分野にも病院用ベッドを生産し参
売上高／3億9000万円
主要製品／メタル部品(ブラケット/シートフレーム/
入しており、日本企業とはプレス部品分野での
ホームページ／ http://www.spm-amp.com
ヒンジ）/病院用ベッド
商談に期待している。

社長

チャンチャイ

タンタムプーンポン

事業内容／自動車部品/電気電子部品/

⑤ SINGLE POINT PARTS (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
社長

ジラワット チョーマーライウォン

資本金／7400万円

従業員数／172名

売上高／80億9000万円
ホームページ／

事業内容／自動車部品/電気電子部品
農業機械部品/医療機器部品製造業
主要製品／ピストン/HDD用ハブ/シャフト

http://www.spp.co.th

カメラ用部品/歯科用インプラント

⑥ STAMPING PLUS CO., LTD.
工場長

タナパット

従業員数／50名

売上高／9600万円
ホームページ／

事業内容／自動車部品/電気電子部品製造業
主要製品／スタンピング部品

―

⑦ BOLT & NUT INDUSTRY CO., LTD.
部長

ラダーワン

スックボー

資本金／1億5000万円
ホームページ／

事業内容／自動車部品/電気電子部品

従業員数／130名

売上高／4億5000万円

農業機械部品/建設部品製造業
主要製品／ボルト/ナット/スクリュウ

http://www.bn-industry.com

⑧ C.S. ENGINEERING AUTOPARTS CO., LTD.
部長

ワランカナー

タンサクン

資本金／1500万円

従業員数／140名

売上高／4億8000万円
ホームページ／

事業内容／自動車部品製造業
主要製品／4輪・2輪部品/コンプレッサー部品/

http://www.csengineering.co.th

機械部品

⑨ BROTHER AUTO PARTS & ENGINEERING CO.LTD.
社長

パラダー

ブンナク

資本金／8900万円

従業員数／276名

売上高／9億3000万円
ホームページ／

事業内容／自動車部品/電気電子部品/金型製造業
主要製品／スタンピング部品/金型/治工具

http://www:baethai.com

⑩ TSP METAL WORKS CO., LTD.
副社長

チャイワット

資本金／2億円

ペッチャローハグン

従業員数／355名

売上高／24億3000万円
ホームページ／

http://www.tspmetal.com

高精密機械加工に強みを持ち、自動車部品、
HDD部品から航空機部品、インプラントも手
掛けている。特にHDD部品は高シェアーを持
つ。生産のほとんどは日系企業向けで一部をド
イツにも輸出。日本企業との事業連携に期待。

ISO9001/2008

トアムアン

資本金／1500万円

ISO9001、ISO14001、TS16949

事業内容／自動車部品/金型製造業
主要製品／自動車部品/電気電子部品/農業機械/
プラ用精密金型

スタンピング技術をベースにメタル部品を生産、
日系では空調メーカーに納入実績あり。エレク
トロスタンピングにも対応。日本企業との事業
連携、新しい生産技術、合弁会社設立に関心あ
り。

ISO9001/2008､TS16949/2009
冷間・熱間鍛造技術でボルト、ナットを生産す
る専門メーカー。治工具も内製しており、豊富
な品揃えで顧客ニーズに対応、日系メーカーへ
の納入、日本向け輸出もあり。冷間・熱間鍛造
分野の技術提携にも関心あり。

ISO9001､TS16949
鍛造、切削、機械加工技術で高精密度が要求さ
れる自動車部品を生産、日系企業にも納入して
いる。スエーデン、USA向けに輸出もあり。
商談では日本企業との事業連携を期待している。

TS16949
スタンピング技術で自動車部品を生産、金型、
治工具も内製しており、２次加工ではニッケ
ル・クローム鍍金、EDPさらに組立も行ってい
る。日系メーカーに納入実績もあり。商談では
生産性向上のための自動化に関心あり。

ISO9001/2008
プレス、板金、溶接、シャーリング、ローリン
グと幅広い生産技術で自動車部品、電気電子部
品、農業機械（サトウキビ刈取機）さらに
OEM、精密金型も対応。メコン地域にも輸出
あり。農業機械、金型、OEM受託に関心高い。
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＜COMPANY PROFILE＞
製品販売

⑪ INTERNATIONAL RUBBER PARTS CO.,LTD.

事業連携

合弁会社設立

技術連携

ISO9001/2008､TS16949/2009､ISO14001/2004

ゴム成型メーカー。ゴム材料練りから成型、金
型製造、検査まで一貫生産体制を完備。
検査部門ではISO17025を取得審査中。日系
売上高／21億1000万円
主要製品／ゴム製品
メーカーに納入実績多し。商談では日本市場向
ホームページ／ http://www.interrubberparts.com (OEM工業用型物/ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ/ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ/ｶﾞｽｹｯﾄ) け販売、技術提携を期待している。

会長

スックリー

テーチャープラールート

資本金／1億7900万円

事業内容／自動車部品/建設関連部品/

従業員数／840名

電気電子部品製造業

⑫ KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC CO., LTD.

ISO9001/2008､TS16949/2009

精密板金加工専門メーカー。板金技術をベース
にCNC、VPSSで電気制御キャビネットをカス
タムメード、エポキシ紛体塗装設備もあり。
売上高／31億6800万円
主要製品／電気制御キャビネット/金属トランキング
PTT等に納入、日本、ミャンマーに輸出もあり。
ホームページ／ http://www.kjl-engineering.co.th
(ケーブルシステム)
日本企業との幅広い提携を期待。

部長

カセームサン

スジワロードム

資本金／1億3700万円

従業員数／450名

事業内容／電気制御キャビネット製造業/板金加工業

⑬ C.B. PAINT LTD., PART
社長

バンチャー

ニーサン

資本金／600万円

従業員数／600名

売上高／9億2000万円
ホームページ／

TS16949､ISO9001

事業内容／自動車部品製造業
主要製品／プラスチック成型部品/塗装部品/

http://www.cbpaint.com

マスキング治具

塗装、マスキング治具のプロ。自動車用装飾部
品をプラ成型機７５トンから350トンまで多数
揃え、ロボット塗装、パッド・スクリーン印刷、
ホットスタンピング,真空蒸着で生産。日本企
業との事業連携、新技術に関心が高い。

⑭ MIS (THAILAND) CO., LTD.
社長

ブラン

ISO9001､ISO40001､TS16949

アウン

資本金／4200万円

従業員数／180名

売上高／6億3000万円
ホームページ／

事業内容／自動車部品/電気電子部品製造業
主要製品／ワイヤハーネス/ケーブルアッセンブル

―

ワイヤーハーネス専門メーカー。日系向けでは
農機メーカーはじめ納入実績多し。海外も欧州、
アセアン、日本に輸出あり。少量生産にも対応
しており、商談ではワイヤーハーネス分野の自
動化機械に関心が高い。

⑮ P-WIN PRODUCTS CO., LTD.
社長

ワラーウット

インタラパーニット

資本金／1500万円

従業員数／30名

売上高／9000万円
ホームページ／

ISO9001/2008

事業内容／自動車部品/電気電子部品/治工具製造業
主要製品／治工具

―

自動車用治具専門メーカー。治具の設計、製造
を3D活用しながらニーズに対応。日系、米国
自動車メーカーに納入実績あり。生産技術向上
のための機械、技術に関心あり。日本企業との
商談を期待している。

■ 工業団地関連
⑯ HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.
取締役

アンチャリー

資本金／180億円

プラスートジャン

従業員数／326名

売上高／961億3000万円
ホームページ／

事業内容／工業団地開発業
主要製品／工業団地

http://www.hemaraj.com

ISO9001/2008､ISO14000

工業団地開発を自動車産業クラスター、石油化
学クラスターのコンセプトで分譲、レンタル、
倉庫、物流と事業展開している。タイ進出を検
討している日本企業との商談を期待している。

⑰ AMATA CORPORATION PUBLIC CO., LTD.
部長

ツツイ ヤスオ

資本金／31億8000万円

従業員数／100名

売上高／228億9000万円
ホームページ／

事業内容／工業団地開発業
主要製品／工業団地

http://www.amata.com

ISO14001
アマタグループの傘下でパーフェクトシテイコ
ンセプトをキーに工業団地開発、分譲販売を
チョンブリ、ラヨンでおこなっている。タイ進
出を検討している日本企業との商談を期待して
いる。

⑱ ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO., LTD.
部長

キムラ ユウイチ

資本金／60億円

従業員数／100名

売上高／498億円4000万円
ホームページ／

事業内容／工業団地開発業
主要製品／工業団地

http://www.rojana.com

ISO9001
ロジャナロゴで４カ所の工業団地を開発、分譲
を行っている。ワンストップサービスを合言葉
にタイ進出を検討している日本企業との商談を
期待している。

⑲ TICON INDUSTRIAL CONNECTION PUBLIC CO., LTD.
部長

ソムサック

チャイヤポーン

資本金／32億7300万円

従業員数／583名

売上高／106億6000万円
ホームページ／

事業内容／工業団地開発業
主要製品／工業団地

http://www.ticon.co.th

(※福岡会場限定)

レンタルに特化して、１７カ所のレンタル工
場・倉庫を事業展開している。顧客ニーズに合
わせた提案を心掛け、タイ進出を検討している
日本企業との商談を期待している。

上記19社に加え、中小機構の国際化相談やタイ投資委員会の相談デスクも設置し、海外展開についてのご相談に対応しま
す。タイ企業との商談と合わせて、ご相談も是非ご利用ください。

※お申込みは中小機構のホームページからお願いします。

http://www.smrj.go.jp/ceo/

お申込FAX番号 03-6416-8519
『タイビジネス商談会 』参加申込書
貴

社

名

業

商談参加目的

ご担当者名

役

住

正午

種

主要製品

ご

申込締切 8月29日(月)

職

名

所

年間売上高

従業員数

T

mobile

E

L

E - mail

参加者数

紹介先の機関

海外展開経験

※ご紹介を受けた場合は、機
関名をご記入ください

無 ・ 準備中 ・ 検討中 ・ 実施済
該当箇所に○をご記入ください。

商談希望企業（希望する会場にチェックを入れてください）
福岡会場 (9月13日(火))
企業

岡山会場 (9月15日(木))
企業

企業名*

番号

姫路会場 (9月16日(金))
企業

企業名*

番号

第一希望

第一希望

第一希望

第二希望

第二希望

第二希望

第三希望

第三希望

第三希望

第四希望

第四希望

第四希望

第五希望

第五希望

第五希望

相談
コーナー

□
□

タイ投資委員会(BOI)
中小機構

相談
コーナー

□
□

電気ビル共創館
会場

4F 電気ビルみらいホール
〒810-0004

相談

タイ投資委員会(BOI)

コーナー

中小機構

おかやま未来ホール
会場

福岡市中央区渡辺通2-1-82

企業名*

番号

(イオンモール岡山 5階)
〒700-0907

□ タイ投資委員会(BOI)
□ 中小機構
姫路商工会議所

会場

岡山県岡山市北区下石井1-2-1

2階 大ホール
〒670-8505
兵庫県姫路市下寺町43

※中面のタイ企業一覧からお選びください。中小機構が通訳を配置しますので、日本語で商談することができます。(注1)お申込み状況により、ご希望に添
えない場合がございますが、予めご容赦ください。当日の商談時間については事務局より別途ご連絡させていただきます。(注2)必ずご予約の上、お越しく
ださい(事前予約制)。(注3)対象は中小企業者とします。(注4)参加企業は変更になる可能性があります。

※お申し込みはWEBにて受付（オンライン登録）
【本件に関するお問合せ先】 （参加に関するお問合せはこちらまで）

タイビジネス商談会 運営事務局 担当：市川 / 土山 / 大島
[TEL] 03-6416-8670 / 080-9286-6818 (平日:10時～17時)

なお、FAXも可

[FAX] 03-6416-8519 [E-mail] ceo-thai@shinnwa.jp

主催

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 販路支援部 販路支援課 土屋/坂口
〒105-8453 東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門37森ビル
TEL：03-5470-2375

FAX：03-5470-2376

E-mail：ceo-network@smrj.co.jp

