Ｂ

「タイ企業商談会（ビジネスマッチング）
」のご案内
2017 年 10 月 2 日(月)マイドームおおさかにて開催

タイ投資委員会（ＢＯＩ）は、毎年ここ大阪にて実施して参りました日本とタイの企業様を繋げる商談会
（ビジネスマッチング）を、今年は(公財)大阪産業振興機構と共催で、10 月 2 日(月)に実施致します。
ビジネスパートナー、タイからの部品調達、製造委託、技術提携などお探しの日本企業の皆様に取りまし
ては、現地に行かずしてタイ現地企業とご商談いただけるまたとない機会となっております。
また、タイでの経済状況情報や、タイでのビジネスパートナー調査や、工業用地等のタイへの進出に必要
な情報を工業団地各社とご商談する事により、有意義な情報を得ることができます。下記参加タイ企業リスト
表に記載されているホームページにて各社の詳細情報をご覧いただけます。
この商談会に参加ご希望の方は、ご商談されたいタイ企業を下記リストよりご選択いただき、別紙申込書
① および 申込書 ② に必要事項をご記入の上、9 月 20 日（水）までにタイ投資委員会(BOI)大阪事務所まで
E メール( boiosaka.event@boi.go.th )あるいは FAX( 06-6271-1394 )にてお送りください。当事務所にて商談
時間を調整し、事前にお申込者様にお知らせ申し上げます。たくさんの日本企業の皆様のご参加をお待ち申し
上げます。

【 開催日時 】

2017 年 10 月 2 日（月）13:00-17:00(受付開始 12:30)

【 開催場所 】

マイドームおおさか 2 階「 B ホール 」
（ http://www.mydome.jp/access/）
大阪市中央区本町橋 2 番 5 号 マイドームおおさか TEL:(06) 6947-4321

【 主催 】

タイ投資委員会(BOI) 大阪事務所、公益財団法人 大阪産業振興機構 (OFTI)
タイ投資委員会(BOI)本部 産業連携促進ユニット(BUILD)

【 後援 】

独立行政法人 中小企業基盤整備機構（SMRJ）、公益社団法人 関西経済連合会、
三菱東京 UFJ 銀行、三井住友銀行、みずほ銀行

【 申込方法 】

【 申込書 ① 】 および 【 申込書 ② 】に必要事項をご記入の上、FAX あるいは E-mail
にてお申込みください。
FAX ：06-6271-1394
E-Mail ：boiosaka.event@boi.go.th

【 締切 】

2017 年 9 月 20 日（水）

【 参加費 】

無料

【 お問合せ先 】 タイ投資委員会(BOI)大阪事務所 TEL：06-6271-1395 / E-Mail: boiosaka.event@boi.go.th

「 申込書 ①」
2017 年 10 月 2 日(月)開催 タイ企業商談会(ビジネスマッチング)
お申込み先：タイ投資委員会(BOI)大阪事務所
FAX: 06-6271-1394 / e-mail: boiosaka.event@boi.go.th
貴社名

(和文)

(英文)

ホームページ
ご住所
ご連絡先
(ご連絡代表者様)

ご参加者情報
）

〒
TEL：

携帯電話(当日ご連絡用):

ご参加者 ① ： （ ご連絡代表者様 ）

ご参加者 ②

お名前

お名前

(和文)

(和文)

※ご記入していた
だくか、お名刺を

(英文)

(英文)

お貼りください

ご所属/

ご所属/

(和文)

お役職

(和文)

お役職
(英文)

(英文)

E-Mail

E-Mail

ご参加者 ③

ご参加者 ④

お名前

お名前

(和文)

(和文)

(英文)

ご所属/

(英文)

ご所属/

(和文)

お役職

(和文)

お役職
(英文)

(英文)

E-Mail
貴社業種

□ 製造業

主要製品

和文：

マッチング相手先
ご希望
ご要望の詳細

どこから本イベント
を知りになりまし
たか？

□

E-Mail

□ 貿易

部品調達先

□ その他（具体的に：

）

/ 英文：

□

委託生産先

□

ビジネスパートナー

□その他(具体的に)：
＊商談をスムーズに進めていただく為に、タイ企業に対するご要望および商談目的についてお書き下さい。

BOI OSAKA OFFICE

お問い合わせ先 ：タイ投資委員会(BOI)大阪事務所
Tel:(06)6271-1395 / E-mail: boiosaka.event@boi.go.th
＊ご記入いただきました個人情報は、本企画に関わる事項および、当事務所からの各種ご案内をお送りする目的にのみ使用します。

次のページに「 商談希望企業 」をお選びください

「 申込書 ②」
商談希望企業を優先順位 １ ～ ８ つけて【 商談希望企業順 】の欄にご記入下さい
【 タイ参加予定企業リスト 】21 社
商談希望

Updated 2017/08/22

Company Name

企業順

製品

KIJCHAROEN ENGINEERING

製造業/配電盤パネル、ケーブルケーシ

ELECTRIC CO., LTD.

ンググシステム

N.Y.C. INDUSTRY CO., LTD.

製造業/自動車および電気製品用プラス

HP
www.kjl-engineering.co.th
www.nycthai.com

チック部品
HI-Q PLAS CO., LTD.

製造業/金型、プラスチック射出成形、二

www.hi-qplas.com

次加工
PACIFIC RUBBER WORKS CO., LTD.

製造業/多種ゴム・プラスチック部品

www.pacific-rubber.com

EXTENSIVE RESEARCH POLYMER

製造業/ゴム成型部品、ゴム化合物製品

www.erppolymers.com

S.K. POLYMER CO., LTD.

製造業/ゴム部品

www.skthai.com

TSP METAL WORK CO., LTD.

製造業/部品製造下請け、金属加工品、

www.tspmetal.com

CO., LTD.

射出成型品、農業機械など
S.Y.K. FACTORY AND PRODUCT CO.,

製造業/金型、板金加工、スポット溶接、

LTD.

電気角、金属焼付けゴムとプラスチックの

www.sykfactory.co.th

製品組立
P QUALITY MACHINE PARTS CO.,

製造業/自動車部品、機械用加工部品

www.p-quality.com

製造業/アルミニウム部品および亜鉛ダ

www.cspcasting.com

LTD.
CSP CASTING (THAILAND) CO., LTD

イカスト
THAI CHEER POWDER INDUSTRY CO.,

製造業/ 粉末冶金部品（焼結部品）

www.thaicheer.com

PROLOG TITANIUM CO.,LTD.

製造業/チタン加工部品製造・販売

www.titanium.co.th

304 INDUSTRIAL PARK CO., LTD.

工業団地 /工業用地販売・賃貸工場

www.304industrialpark.com

AMATA CORPORATION PCL

工業団地 /工業用地販売・賃貸工場

www.amata.com

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT

工業団地 /工業用地販売・賃貸工場

www.hemaraj.com

NAVANAKORN PUBLIC CO., LTD.

工業団地 /工業用地販売・賃貸工場

www.navanakorn.com

ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC

工業団地 /工業用地販売・賃貸工場

www.rojana.com

TRIBECA ENTERPRISE CO., LTD.

工業団地 /工業用地販売・賃貸工場

www.tribeca.co.th/

TICON INDUSTRIAL CONNECTION

不動産業/完成工場・倉庫賃貸

www.ticon.co.th

政府機関/工業団地公社

www.ieat.go.th

政府機関/投資誘致促進機関・投資相談

www.boi.go.th

LTD.

PUBLIC COMPNY LIMITED

CO., LTD.
www.lk-rich.com/
PCL
INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF
THAILAND
THAILAND BOARD OF INVESTMENT
(BOI)
＊＊ ご参加にあたってのご留意事項 ＊＊
・ 部品製造業者とご商談希望の場合は、ご商談目的と商談相手へのご要望を必ずお申込み書にご明記下さい。
・ 今回の商談会は双方の意向に合わせ、マッチングをアレンジしますので、ご希望企業とご面談できない場合もございますので予めご了
承ください。
・ 申込みの先着順にスケジュールを組ませていただきますので、お早めにお申し込み下さい。
・ 申込み多数の場合は、ご希望に沿えないこともございますので予めご了承ください。
・ 出展予定のタイ企業は変更する場合がありますので、都度に情報を更新させて頂きます。
・ 募集締切後に商談スケジュール(時間)が確定次第、追ってメールにてお知らせいたします。

