
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 開催日  ： 2017年 5月 16日（火）～20日（土） 

    開催場所： タイ(バンコク、サムットプラカーン県、チョンブリー県) 

 

     <<ミッションに関するお問い合わせ先>> 

タイ投資委員会（BOI）大阪事務所 
 Tel:06-6271-1395  

Fax:06-6271-1394  

E-mail : boiosaka.event@boi.go.th 

世界経済の動向が予測できないと言われている現在、日本企業の海外ビジネス展開先として、 

注目され続けるアセアン地域の中心にある“タイ国 ”を検討してみてはいかがでしょうか。 

タイ投資委員会(BOI)大阪事務所 はタイ国投資環境視察にお連れします！！ 

As of 2017/02/24 
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■ ごあいさつ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

■ 当ミッションの特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. タイローカル企業訪問 

  大手自動車メーカーの部品製造受託の実績があり、日本企業と合弁経験がある優秀なタイローカル

企業をピックアップし、実際のタイローカル企業の実力をご視察いただきます。 

 

2. BOIレムチャバン事務所およびレムチャバン港訪問 

  多くの日本企業の工場が集積するチョンブリ県にある BOIレムチャバン事務所を訪問し、BOI奨励

企業の日常のオペレーションにおける BOI のサポート･サービスについてお聞きいただけます。ま

た、近郊にあるタイの代表的な国際貿易港であるレムチャバン深海港を訪れ、タイの国際物流マネ

ージメントをご視察していただきます。 

 

3．ワンスタートワンストップ投資センター（OSOS）訪問 

OSOSは各ビジネス関連省庁が出先窓口を構えて、皆様のタイにおける事業推進の円滑化を図るため

に 設置されたワンストップセンターです。 タイでビジネスを始める際に訪れることになるこの

センターを訪問して、館内のサービスをご説明いたします。 

 

4．ビジネスセミナー 

上記の OSOSへの訪問では、BOIバンコク本部の担当官による最新の BOI奨励政策や就労許可・長期

滞在ビザ取得手続きの方法についての講演のほか、さらに長年にわたりタイでの日本企業のビジネ

スサポートを行っている JETRO バンコクより、近年発足した AEC（アセアン経済共同体）における

タイのビジネスハブとしての活用法についての講演を日本語にてご聴講頂けます。 

 

5．BOI担当官による個別相談 

  各産業の BOI担当官による個別投資相談の機会をご提供します。 

 

6．タイローカル企業とのビジネスマッチング 

BOIはタイの各業界と協力して、合弁先、部材調達先、委託先、技術支援先など参加者の皆様のご要

望に合わせて、ビジネスパートナーとなるタイローカル企業との商談会をご用意します。 

 

7．工業団地および工場視察 

各地域に立地する工業団地を訪れ、インフラ状況を視察いただきます。併せて、工業団地内で操業して

いる日系企業の製造現場もご視察いただきます。 

 

8. アセアン地域最大の展示会「SUBCON THAILAND 2017（下請業者展）を訪問

http://www.subconthailand.com/」 

タイ、ASEAN、日本などの 10 ヶ国から 10,000 を超える高品質の製品を展示し、400 以上の部品メ

ーカーが出展し、日本を含む 18ヶ国を超える海外から 25,000人を超えるバイヤーが訪れるアセア

ン最大級の展示会を訪問します。 

日本企業の海外ビジネス展開先として、注目され続けるアセアン地域の中心にあるタイ国の投資環境

を本ミッションでご紹介します。タイは国家戦略“タイ 4.0 (Thailand 4.0)” に加え、東部経済回廊(EEC)

開発において近年ますます戦略的な存在感を高めています。アセアンの中心で世界に向けるビジネスハブと

してタイをご検討してみてはいかがでしょうか。この機会に是非ご参加下さい。 

このミッションでは、タイ進出に必要な基本ビジネス情報や BOIの投資奨励の内容などの日本語によ

るセミナー、タイの経済を支える様々な機関や施設訪問、タイの工業団地やビジネスインフラの視察、日系・

ローカル企業の工場の見学、ローカル企業との商談会、進出個別相談、同時期開催の「SUBCON THAILAND 2017

（下請け製造業者専門展）」の訪問等、リーズナブルなプライスで短期間で効率的にフィージビリティース

タディーをしていただく事が可能となっております。 



■ミッション詳細ご案内 
■申込方法 ・必要書類 4月 7日 (金) 必着で Fax （ 06-6271-1394） 又は E-mail 【boiosaka.event@boi.go.th】へ添付してお申込くださ

い。（航空会社の情報により、ミッション開催時期は観光シーズンと重なり、タイへの渡航者が多く、航空券の予約が難しい場合が 

ありますので、お早めにお申込みください） 

 【参加申込書 (1) + (2） 】 をご記入ください 

① ローカル企業とのビジネスマッチングにご参加される方は 【参加申込書 (3）】 を追加してください 

② BOI担当官による個別相談にご参加される方は 【参加申込書 ( 4) 】を追加してください 

③ ローカル企業とのビジネスマッチング ＆ BOI担当官による個別相談にご参加される方は 【参加申込書 (3) + (4） 】を追加してください 

 パスポートのコピー 【ミッションにご参加の日本国籍の方は、タイ入国時に有効期限 6 ヶ月以上のパスポートが必要となります。】 

 

■定員 30 名（申込先着順で定員になり次第、受付終了させていただきます。また、定員に達しない場合は本ミッションを中止する 

こともございますので、予めご了承ください） 

 

■ミッション参加費用について 

ミッション参加費用（予定）： 24,500 バーツ～27,500 バーツ 

(全日程の宿泊費（スタンダードシングル利用）・食事代・国内移動費が含まれます。但し、5 月 20（土）の昼食は含まれておりません) 

・ このミッションプログラムの代金は、タイ現地における費用のみでタイまでの渡航費用は含まれておりません。 

・ 確定代金は、募集終了後に追ってお知らせいたします。 

・ お申し込み後のご参加者様側のご都合によるキャンセルにつきましては、キャンセル料が発生する場合がございますので予め 

ご了承下さい。 

・ 参加者様のご都合により、一部プログラムのみのご参加をご希望される場合も対応させていただきますので、まずはご相談ください。 

 

■参加費用お支払い方法について 

・  ミッション参加費用のお支払いは、5月 16日(火)に宿泊ホテルで行われます「オリエンテーションおよび歓迎会」開始前に 

   現金（タイバーツのみ）にてお支払いいただきます。 

・ 日本円からタイバーツへのご換金をご希望の方は 5月 16日(火)オリエンテーションの前にホテル内に特別に設置しましたローカル銀行の 

換金サービスカウンターをご利用いただけます。 
 

■推奨フライトについて 

・  当ミッションの集合および解散は現地バンコクになっておりますため、飛行機につきましては各自にてお手配下さい。なお、タイ国際航空 

（TG）ご利用希望の方は当方にて予約手配のお手伝いをさせていただきますので、ご希望の方はご連絡ください。但し、満席の場合は 

ご対応できませんので、あらかじめご了承ください。 

・ ご自身で航空券を手配する場合はミッションプログラムにスムーズにご参加いただくため、日本-タイ間の飛行機のバンコク到着時間を 

15：30 前後にしてください。（ タイ国際航空利用につきましては以下の推奨フライトをご参照ください。） 

【成田】：  （往路） TG641  (5月 16 日 11:00発 - 現地時間 15:30 着) / （復路） TG642  (5月 20日 23:50発 - 翌日現地時間 08:10着) 

【羽田】：  （往路） TG683  (5月 16 日 10:35発 - 現地時間 15:05 着) / （復路） TG682  (5月 20日 22:45発 - 翌日現地時間 06:55着) 

【関空】：  （往路） TG623  (5月 16 日 11:45発 - 現地時間 15:35 着) / （復路） TG622  (5月 20日 23:30発 - 翌日現地時間 07:00着) 

【名古屋】：（往路） TG645  (5月 16日 11:00発 - 現地時間 15:00着) / （復路） TG644  (5月 21 日 00:05発 - 同日現地時間 08:00着) 

【福岡】：  （往路） TG649  (5月 16日 11:35発 - 現地時間 14:55着) / （復路） TG648  (5月 21 日 00:50発 - 同日現地時間 08:00着) 

*上記の発着時刻は 2016 年の夏期発着時刻表を参考したものです。(2017 年夏期スケジュールが未発表のため、ご予約の際に発着時 

間をご確認ください。) 

*名古屋と福岡への往路便は日を跨ぎますのでご予約の際、お日にちをお間違えないようご注意ください。 
 

■ご宿泊ホテルについて 

・ ホリディ イン バンコク スクンビット/Holiday Inn Bangkok Sukhumvit 

（https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/bangkok/bkkhi/hoteldetail） 

  住所：22 Sukhumvit Rd, Khlong Tan Nuea, Watthana, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Thailand, Telephone: +66(0)-2683-4888 

*その他のホテルをご希望される場合は、ご自身でのご手配となります。  
 

■国内移動について 

・  5月 16日(火) スワナプーム空港→ホテル間および 5月 20日(土) ホテル→スワナプーム空港までの送迎バスは推奨フライト（上記参照） 

ご利用の方、および近い時間帯にご到着ご出発の他社飛行機ご利用の方のみご利用いただけます。それ以外の方（異なる日時・時間帯での

ご発着の方）は恐れ入りますが、ご自身でのご移動となりますので予めご了承ください。 

・ 本ミッションは、空港⇔ホテル間、ホテル⇔イベント会場間の移動は専用バスをご用意しておりますが、期間中の集合・解散場所は 

ホリディ イン バンコク スクンビットの G階となっております。 
 

■各イベント（セミナー・ビジネスマッチング・個別相談・SUBCON Thailand 2017）の開催場所 

BITEC (Bangkok International Trade and Exhibition Center)        住所: 88 Bangna-Trad Road (Km.1), Bangna, Bangkok 

mailto:boiosaka.event@boi.go.th
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■ミッションのスケジュールについて 

 

日程 イベント 

5月 16 日(火) スワナプーム国際空港へ移動 / ホテルチェックイン / オリエンテーション / 歓迎会（夕食会） 

5月 17 日(水) 

工業団地および現地企業工場視察   

Option① ⇒ 304インダストリアルパーク (304 I.P.)※（プラチンブリ県 / 片道約 2.5時間） 

Option② ⇒ カビンブリ工業団地 (Kabinburi I.Z.) ※（プラチンブリ県 / 片道約 2.5時間） 

Option③ ⇒ イースタン・シーボード工業団地 (Eastern Seaboard I.E.)※（ラヨン県 / 片道約 2時間） 

Option④ ⇒ ピントン工業団地  (Pinthong I.E.)※（チョンブリ県 / 片道 1.5時間） 

Option⑤ ⇒ アマタナコン工業団地 (Amata Nakorn I.E.) ※（チョンブリ県 / 片道約 1.5 時間） 

Option⑥ ⇒ ロジャナインダストリアルパーク (Rojana I.P.)※（アユタヤ県 / 片道約 1 時間） 

Option⑦ ⇒ ナワナコン工業団地 パトムタニ県 (Navanakorn I.Z.) ※（パトムタニ県/ 片道 1時間） 

Option⑧ ⇒ プロスペクト工業団地 (Prospect I.E.) ※（サムットプラカン県 / 片道約 40 分） 

各工業団地にて昼食 

"MK Gold Restaurant（タイスキレストランエカマイ支店）″にて夕食 

5月 18 日(木) 

BOIレムチャバン事務所 および レムチャバン港訪問 

レムチャバン港湾内にて昼食 

SUBCON Thailand 2017(下請業者展)にて各イベントに参加（場所：BITEC） 

Option① タイローカル企業とのビジネスマッチング 

Option② ＢＯＩ本部担当官による個別相談 

Option③ SUBCON Thailand 2017（下請業者展）見学 (http://www.subconthailand.com/) 

"ロイヤルドラゴン (世界最大の中華料理レストラン) http://www.royal-dragon.com/ "にて夕食 

5月 19 日(金) 

ローカル企業 S.P.Metal Part co.,Ltd. 訪問（ http://www.spm-amp.com/） 

事業： 自動車＆電気製品の部品 OEM 製造 

"Somboon Seafood Restaurant (http://www.somboonseafood.com/)"にて昼食 

ワンスタートワンストップ投資センター(OSOS)訪問 

1．タイビジネスセミナー（日本語） 

①講演 「BOIの新投資奨励政策について」（BOI） 

②講演 「タイの経済概況とビジネスチャンス」（JETRO バンコク） 

③講演 「BOI投資奨励に基づく長期滞在ビザ・就労ビザおよび OSOSサービスについて」（OSOS） 

2．OSOS 館内視察 

"Siam Niramit restaurant（http://www.siamniramit.com/show.php）"にて夕食&タイ歴史文化ショー 

5月 20 日(土) 

下記より各自のイベントにご参加  

Option① 工業団地および現地企業工場視察 (対応可能工業団地のみ) 

⇒ 304 インダストリアルパーク (304 I.P.)※（プラチンブリ県 / 片道約 2.5時間） 

⇒ カビンブリ工業団地 (Kabinburi I.Z.) ※（プラチンブリ県 / 片道約 2.5 時間） 

Option② INTERMACH 2017（国際産業機械展） & SUBCON 2017（下請業者展）見学 

Option③ フリー/Free 

昼食：各自実費にて昼食をお取りください。 

ホテルの"Zeta Cafe (インターナショナル・ブッフェレストラン)"にて夕食 / スワナプーム国際空港へ移動 

 

   ※上記のスケジュール内容が一部変更される場合がございます 

 



タイ投資委員会（BOI）主催タイビジネスミッション inバンコク 4泊 5日 参加申込書（１） 

◆ お申し込み締切日 2017年4月7日 (金)必着 ◆ 

 

返送先： BOI大阪事務所 E-mail：boiosaka.event@boi.go.th Fax : 06-6271-1394 
 

 下記の必要事項に記入してご返送ください。複数名でお申込みの際は、コピーしてご使用ください。 

 

御参加者名 

（和文） （英文）□Mr. / □Ms. 

  

御役職名 
（和文） （英文） 

  

御社名 
（和文） （英文） 

  

勤務先御住所 

（和文） 〒          －     （英文） Post Code         －     

都道府県名 Prefecture 

御住所 

 

 

 

Address 
 

 

 

御連絡先 
TEL： FAX： 

携帯(Mobile): 

メールアドレス  

現地（タイ）での

連絡先 
 

業種 

□製造業 / 主要製品：（和文） 

               （英文） 

□商社・貿易 / 取扱い製品：（和文） 

                    （英文） 

□その他 / 事業内容：（和文） 

               （英文） 

参加目的 
*複数選択可 

□ 進出のための情報収集           □ 投資調査（フィジビリティスタディ） 

□ 部品調達、委託生産の調査          □ その他      

どの機関から本ミッション

を知りましたか 
 

ご利用の飛行機について(Flight) 

□ 当方での航空券手配希望 

① 往路(Inbound) :   □16日 TG641     □16日 TG683       □16日 TG623    □16日 TG645   □16日 TG649  

② 復路(Outbound):   □20日 TG642     □20日 TG682       □20日 TG622     □21日 TG644   □21日 TG648  

 

□ ご自身にて航空券手配 

往路(Inbound):便名(F)   タイ到着日(AD)   到着時間(AT)   

復路(Outbound):便名(F)   タイ出発日(DD)   出発時間(DT)   

ご利用ホテルについて(Hotel Booking) 

□ 指定ホテルにてご宿泊（ホリディ イン バンコク スクンビット/Holiday Inn Bangkok Sukhumvit） 

部屋タイプ (Type of Room)をご選択ください： 

□シングル利用(Single) or □ツイン利用(Twin)  /  □禁煙 (No-smoking) or □喫煙(Smoking) 

 

指定ホテル以外を利用される方(ご自身でのご手配となります)(For those who will stay at another hotel) 

宿泊ホテル名(Your hotel/Residence)：       

mailto:boiosaka.event@boi.go.th


タイ投資委員会（BOI）主催タイビジネスミッション inバンコク 4泊 5日 参加申込書（2）  

 ■プログラムについて、ご参加希望のイベントオプションを □ にチェック記入してください 

日程 イベント オプション選択 

5月 16 日

(火) 

スワナプーム国際空港 → ホテルの送迎 □ 

オリエンテーション ＆ 歓迎会 □ 

5月 17 日

(水) 

工業団地および現地企業工場視察   
工業団地を 1 つご選

択ください 

Option① ⇒ 304インダストリアルパーク (304 I.P.)※（プラチンブリ県 / 片道約 2.5時間） 

(詳細情報：http://www.304industrialpark.com/jp/) 
□ 

Option② ⇒ カビンブリ工業団地 (Kabinburi I.Z.) ※（プラチンブリ県 / 片道約 2.5時間） 

(詳細情報：http://www.kabinburi.com/jp/) 
□ 

Option③ ⇒ イースタン・シーボード工業団地 (Eastern Seaboard I.E.)※（ラヨン県 / 片道約 2時間） 

(詳細情報：http://www.hemaraj.com/) 
□ 

Option④ ⇒ ピントン工業団地  (Pinthong I.E.)※（チョンブリ県 / 片道 1.5時間） 

(詳細情報：http://www.pipestate.com/) 
□ 

Option⑤ ⇒ アマタナコン工業団地 (Amata Nakorn I.E.) ※（チョンブリ県 / 片道約 1.5 時間） 

(詳細情報：http://www.amata.com/) 
□ 

Option⑥ ⇒ ロジャナインダストリアルパーク (Rojana I.P.)※（アユタヤ県 / 片道約 1 時間） 

(詳細情報：http://www.rojana.com/) 
□ 

Option⑦ ⇒ ナワナコン工業団地 パトムタニ県 (Navanakorn I.Z.) ※（パトムタニ県/ 片道 1時間） 

(詳細情報：http://www.navanakorn.co.th/ ) 
□ 

Option⑧ ⇒ プロスペクト工業団地 (Prospect I.E.) ※（サムットプラカン県 / 片道約 40 分） 

(詳細情報：http://www.prospectd.com/) 
□ 

MK Gold Restaurant（タイスキレストランエカマイ支店）″にて夕食 □ 

5月 18 日

(木) 

BOIレムチャバン事務所 および レムチャバン港訪問 □ 

レムチャバン港湾内にて昼食 □ 

SUBCON Thailand 2017(下請業者展)にて各イベントに参加 

（場所：BITEC） 

下記イベントより選択

してください（複数可） 

Option① タイローカル企業とのビジネスマッチング □ 

Option② ＢＯＩ本部担当官による個別相談 □ 

Option③ SUBCON Thailand 2017（下請業者展）見学 (http://www.subconthailand.com/) □ 

ロイヤルドラゴン (世界最大のレストラン) http://www.royal-dragon.com/ "にて夕食 □ 

5月 19 日

(金) 

ローカル企業 S.P.Metal Part co.,Ltd. 訪問（ http://www.spm-amp.com/） 

事業： 自動車＆電気製品の部品 OEM 製造 
□ 

Somboon Seafood Restaurant (http://www.somboonseafood.com/)にて昼食 □ 

ワンスタートワンストップ投資センター(OSOS)訪問 

1．タイビジネスセミナー 

①講演 「BOIの新投資奨励政策について」（BOI） 

②講演 「タイの経済概況とビジネスチャンス」（JETRO バンコク） 

③講演 「BOI投資奨励に基づく長期滞在ビザ・就労ビザおよび OSOSサービスについて」（OSOS） 

2．ワンスタートワンストップ投資センター(OSOS)館内視察 

□ 

Siam Niramit restaurant（http://www.siamniramit.com/show.php）にて夕食&タイ歴史文化ショー □ 

5月 20 日

(土) 

下記より各自のイベントにご参加  
下記イベントを選択し

てください（一つのみ） 

Option① 工業団地および現地企業工場視察 (対応可能工業団地のみ)   

         ⇒ 304 インダストリアルパーク (304 I.P.) ※（プラチンブリ県 / 片道約 2.5時間） □ 

         ⇒ ピントン工業団地  (Pinthong I.E.) ※（プラチンブリ県 / 片道約 2.5 時間） □ 

Option② INTERMACH 2017（国際産業機械展） & SUBCON 2017（下請業者展）見学 □ 

Option③ フリー/Free □ 

ホテルの"Zeta Cafe (インターナショナル・ブッフェレストラン)"にて夕食 □ 

ホテル → スワナプーム国際空港の送迎 □ 

http://www.304industrialpark.com/jp/
http://www.kabinburi.com/jp/
http://www.hemaraj.com/
http://www.pipestate.com/
http://www.amata.com/
http://www.rojana.com/
http://www.navanakorn.co.th/
http://www.prospectd.com/
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  * 可能な限り英語でご回答いただけますようお願いします。 

   

会社名 

（Company Name） 

 

事業種類 

（Business Type） 
    製造業(Manufacturer)   国際調達事務所（IPO）   商社（Trading） 

    その他(具体的に): _____________________________ 

製品/事業内容 

(Product/Business 

Detail) 

 

住所 

（Address） 

 

電話番号 

（Telephone No.）  
ファックス番号 

(Fax No.) 

 

ウェブサイト 

（Web-site） 

 設立年度 

(Year 

Established) 

 

従業員数 

(No. of Employees) 

 年間売上高

(Annual Turnover) 

(US$) 

 

お探しの相手先 

(Looking for) 

 部品製造業者(Part Manufacturers)     合弁先(Joint Venture)  

 技術提携先 Technical Collaboration 

 その他(具体的に) Others (Please specify): __________________________________________________________ 

 

 

＜ 商談者情報 / Buyer Profile ＞ 下記は英語表記のお名刺を貼るか、ご記入ください 

ご参加者/Applicant (1) ご参加者/Applicant (2) 

名(Name)   名(Name)   

姓(Family Name)  姓(Family Name)  

役職(Position)  役職(Position)  

 携帯電話(Mobile No.) 
※当日の連絡用 

 
 携帯電話(Mobile No.) 

※当日の連絡用 
 

ファックス番号(Fax)  ファックス番号(Fax)  

E-mail 
(商談表を送信するため) 

 
E-mail 

(商談表を送信するため) 
 

 

 

 

 

 

< 会社データ /Company Information >                                          

Buyer Program                               (Form A) 
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＜ 品質規格(Quality Standard) ＞ 

□ ISO 9000  □ QS 9000   □ TS 16949   □ (その他 Others )：              

＜ 適応主要産業について（複数選択可）/ Indicate Type of Main Industry (One or More) ＞ 

□ 自動車/ Automotive  □ 電気電子/ Electrical and Electronics     □ 機械/ Machinery 

□ その他(具体的に)/ Others (Please specify):                                          

＜ タイから調達しようと思った部品名/ Interested Parts/Components for Sourcing from Thailand＞ 

部品名→                                                                  

 

＜ 必要とする部品/製造プロセス/ Parts/ Key Manufacturing Process Required ＞ 

〇金属部品/ Metal Parts 

□鉄鋳造/Iron Casting   □ファブリケーション/Fabrication   □アルミダイキャスト/Aluminum Die Casting 

□コーティング/Coating   □鍛造/Forging      □熱処理/Heat Treatment    □機械加工/ Machining  

□押出/Extrusion   □板金/ Stamping    □焼結/ Sintering         □溶接 / Welding 

□その他(工程のみ)/ Others (Process Only)：                                           

〇プラスチック部品/ Plastic Parts 

  □射出/Injection        □ブロー/Blowing     □押出/ Extrusion        □コーティング/ Coating 

□発泡/ Plastic Foaming  □熱発泡/ Thermo Forming  

□その他(工程のみ)/ Others (Process Only)：                                           

〇ゴム部品/ Rubber Parts 

  □射出/ Injection       □成形/ Molding       □押出/ Extrusion    □コーティング/ Coating  

□カレンダ/ Calendaring  □プレス成形/ Press Forming  

その他(工程のみ) Others (Process Only) ：                                           

〇電気電子部品/Electrical & Electronics Components 

  □ケーブルルーム/ワイヤハーネス/ Cable rooms/Harnesses   □コントロールパネル/ Control Panels  

  □PCB組み立て/ PCB Assembly   □トランス/ Transformers    □ワインデイング/ Winding 

□電気機械組み立て/ Electromechanical Assembly 

□その他(工程のみ) Others (Process Only) ：                                           

〇金型/ Mold & Die     〇自動化技術/ Automation / Motion Technology     〇ツーリング/ Tooling 

〇治具/ Jig & Fixture    〇梱包/ Packaging      〇ロジスティクス/ Logistics   

〇その他(工程のみ) Others (Process Only) ：                                           

 

調達先の条件/Procurement Condition                                              

Buyer Program                               (Form A) 



   タイ投資委員会（BOI）主催タイビジネスミッション inバンコク 4泊5日 参加申込書（4） 

  BOI 担当官による個別相談申込書 （Application for Individual Investment Consultation with BOI Officer） 

                                *可能な限り英語でご回答いただけますようお願いします。 

 

会社名 

Company Name 

 

 

投資案件 (Plan of your investment and your business) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご質問内容を具体的にお書きください。 (Please specify the details you wish to inquire about.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


