タイビジネス商談会
＠MEDTEC Japan 2017

4 月2 0 日（木）

10 :0 0〜17:0 0

東京ビッグサイト

MEDTEC Japan2017会場内 東5ホール ブース番号：2300

主催：BOI-BUILD（タイ投資委員会 産業連携促進ユニット）/タイ王国工業省 / 独立行政法人中小企業基盤整備機構

MEDTEC J a p a n 2 0 17会場内にて、医療機器関連のタイビジネス商談会を開催します。
医療機器メーカーや、医療機器分野に参入している自動車部品・電気電子部品等の製造会社7 社が参加。
このほか、B O I - BUI LD（タイ投資委員会 産業連携促進ユニット）のテーブルもご用意します。

①C.C.オートパーツ

②S.K.ポリマー

C.C.AUTOPART CO.,LTD.

■社長：ブンラート・チョデチョイ
■設立：1990年

■従業員：200人

■資本金：1億7,600万円
■売上高：6億9,300万円
■医療機器・自動車部品製造業
■主要製品･サービス：
歯科関連機器（歯科治療台、
治療用チェア、移動式吸引器）、
自動車用プレス部品
■http://www.ccautopart.co.th

S.K.POLYMER CO.,LTD.

・プレス・切削・機械加工技術で医療機器分
野に参入、主に歯科用医療機器の歯科治
療台、各種治療チェア等を生産。
・ISO13485/TS16949両方を取得。
・モノづくりでは自動車用メタル部品をメイン
に2次加工ではEDPも内製。
・高齢者医療・介護機器に関心高く、
この分
野での合弁、技術提携を希望。
・広範囲な商談を期待。

■副社長：オハラ・ユウイチ
■設立：1991年

■従業員：400人

■資本金：2億6,900万円
■売上高：15億1,200万円
■医療機器部品・自動車部品・
電気電子部品製造業
■主要製品･サービス：
各種ゴム部品（医療・製薬用、自動車
部品、電気電子部品）、採血チューブ用
ゴムキャップ、バンド、
シール
■http://www.skthai.com

■ISO9001, ISO13485, ISO14001,

■ISO9001,TS16949

TS16949

③シングル・ポイント・パーツ

④アバテック・アジア

■社長：ジラワット・チョーマーライウォン

■部長：ネモト・ナオチカ

SINGLE POINT PARTS (THAILAND) CO.,LTD

■設立：1997年

・ゴム成型技術、
プラスチック射出成型技術
で医療・製薬用部品を生産している。
・ゴム成型機は50トンから400トンまで保
有し、プラスチック成型は真空成型も手
掛ける。
・ゴム製品は自動車業界、家電業界、医療・
製薬業界に幅広く納入、欧米始め日本に
も輸出。
・ゴム分野での商談を期待。

■従業員：125人

■資本金：8億3,100万円
■売上高：6億500万円
■医療機器部品・自動車部品・
電気電子部品・農業機械部品製造業
■主要製品･サービス：
歯科用インプラント、
ピストン、
HDD用ハブ・シャフト、
カメラ部品
■ホームページ：http://www.spp.co.th
■ISO9001, ISO14001,TS16949

・精密機械加工技術に強みを持ち、自動車
部品、HDD部品、航空機部品、
さらにイン
プラントまで手掛けている。
・特にHDD部品のシェアーは高く、培った精
密加工技術で歯科用インプラント分野に
参入。
・製品のほとんどを日系の大手自動車部品
メーカー、
カメラメーカー、
農機メーカーに納入。
・輸出はドイツ向けに一部。
・日本企業とは幅広い提携を期待。

ABATEK (ASIA) CO., LTD.

■設立：1989年

■従業員：1546人

■資本金：3億9,000万円
■売上高：5億6,000万円
■医療機器部品・自動車部品・
電気電子部品製造業
■主要製品･サービス：
ゴム・プラスチック・メタル部品、
キーパッド、
コネクター、
スライドパッド
■http://www.abatek.com
■TS16949, ISO9001, ISO14001

・シリコン成型技術を中核にインサート、
フロー
成型を駆使しキーパッド、
コネクター、
カバー、
シール等生産し、
入力ソリューションを提供。
・プラスチック射出機を60トンから1000トンま
で持ち、各種プラスチック製品を生産、
メタ
ル部品も金型を内製し、
厚さ1mmの部品ま
で対応。
・2次加工では印刷、
紛体塗装、
メッキまで手
掛けている。
・広範囲な提携を期待。

⑤TKCプログレス

⑥N.Y.C.インダストリー

TKC PROGRESS CO.,LTD.

■部長：マニーラット・ポーンパンヤウット
■設立：1988年

■従業員：150人

■資本金：9,600万円
■売上高：3億4,200万円
■電気電子部品製造業
■主要製品･サービス：
PCB,プラスチック部品
■http://www.tkc.progress.com

N.Y.C. INDUSTRY CO.,LTD

・SMTを2ライン持ち、IC・チップを実装、
PCB組立ラインも完備し、OEM受託に広
範囲に対応。
・プラスチック射出成型機を25トンから350
トン持ち、
プラスチック部品を生産。2次工
程ではホットスタンピング、塗装も内製。
・販売、OEM含め広範囲な商談に関心。

■ISO9000,TS16949

■部長：ソムチャイ・アノタイユンヨン
■設立：1988年

■従業員：350人

■資本金：3億2,900万円
■売上高：15億9,300万円
■自動車部品・電気電子部品製造業
■主要製品･サービス：
2輪・4輪用メタル部品、
プラスチック部品
■http://nycthai.com
■ISO9001,ISO14001, TS16949

⑦MISタイランド

■設立：−

■従業員：180人

■資本金：4,600万円
■売上高：5億5,400万円
■自動車部品・電気電子部品製造業
■主要製品･サービス：
ワイヤーハーネス、
ケーブルアッセンブル
■http://www.misthailand.co.th
■ISO9001,ISO14001, TS16949

成型技術で自動車用、電気電子用部品を
生産。
・金型の設計、製造も自社内で行い、治工
具にも対応。2次加工では塗装、組立、印
刷を内製。
・主な日系自動車・バイクメーカーに納入
実績。
・金型・塗装・品質管理分野の増強を検討。
・OEM含め幅広い商談を期待。

⑩PJW

MIS (Thailand) CO.,LTD.

■社長：ブラン・アウン

・プレス・切削・機械加工技術、
プラスチック

PANJAWATTANA PLASTIC CO.,LTD.

・ワイヤーハーネス専門メーカー。
・日系メーカー向けに多くの農機用等納入
実績。
・欧州、アセアン、
日本向けに輸出あり。
・ユーザー仕様に合わせた少量生産への対
応が強み。
・ワイヤーハーネス生産に関する自動化機
械に関心。
・ワイヤーハーネス分野での幅広い商談を
期待。

⑧BOI-BUILD

タイ投資委員会 産業連携促進ユニット

BUILDはタイ投資委員会BOIの部局として1992年に設立され、主
な活動は①タイ企業からの部品・製品の調達サービス②アジア、欧
米でのビジネスマッチングイベント③ASID：アセアン10カ国の企
業データベース④タイで多数の部品メーカー等が集まるサブコン展
示会の主催を行っています。これらの事業を通じて、タイ企業と日
本企業との連携を深める活動を行っています。
■ホームページ：http://build.boi.go.th

■新規事業担当：
タウィワット・シリパーサクンワット
■設立：1987年

■従業員：1000人

■資本金：19億1,300万円
■売上高：90億8,700万円
■自動車部品、産業部品・容器製造業
■主要製品･サービス：
自動車部品、産業部品・容器製造業
■http://www.pjw.co.th/en/index.php
■ISO9001,ISO14001

・プラスチック射出成型、
ブロー成型技術で
各種プラスチック部品・容器を生産するタ
イ大手。
・製品は自動車部品から潤滑油用容器、消
費者向けボトル、
キャップまで幅広くカバー。
・マーケティング、設計、デザイン、生産まで
一気通貫の体制が強み。
・投資では食品容器分野、医療分野への拡
充を目論んでいる。
・OEM含めて幅広い協働を期待。

⑨チュラーロンコーン大学 工学部

FACULTY OF ENGINEERING CHULALONGKORN UNIVERSITY

チュラーロンコーン大学はタイを代表する国立大学で工学部は電
気・冶金・機械・情報・化学・土木・水資源・環境工学等１４分野を
カバーしている。タイ国立科学技術開発庁（NSTDA)との連携は
じめ、国内外の大学・研究機関とも協働している。
今回、産学連携推進プログラム（※）を推進すべく、日本企業との技
術連携・情報交換を幅広く期待している。
※研究開発センターを持たない企業のニーズと工学部のリソースをマッチングし、双方の利益と
業績に資する研究協力を行っている。

■ホームページ：http://www.ilp.eng.chula.ac.th/
※『MEDTEC Japan2017』の来場事前登録も別途必要になりますのでご注意ください。
（当日入場料2,000円）
（http://www.medtecjapan.com/ ）

タイビジネス商談会@MEDTEC Japan 2017 運営事務局

担当：土肥（どい）・鳥養（とりかい）

[TEL] 03-6869-4040（平日:10時〜17時） [E-mail] thai-desk@chums.co.jp
[WEB] http://www.smrj.go.jp/ceo/ ※お申し込みはWEBにて受付（オンライン登録） ※参加費無料

