①

P&T

エンジニアリングパーツ

(P&T ENGINEERING PART CO., LTD.)

社長 パノム・ポンラチョム
主な拠点／アユタヤ県 従業員数／69 人 資本金／1.8 億円
売上高／2013 年:2.1 億円 2012 年 1.8 億円 事業内容／部品加工
主な製品･商品サービス／プレス部品・電子電気機械部品・医療機器部品
ホームページ／www.pandt-eng.com

②

設立 1994 年 ISO 9001 TS16949 取得

セールスポイント／
日本大手企業との取引を多数行っ
ている。広い分野の製品を取り扱
っており、製品の輸出だけでなく、
日本企業との合弁会社設立といっ
た事業交流も期待している。

チュンラパットプラスチック (CHULAPAT PLASTIC CO., LTD.）

取締役 チュンラパット・ポットヨウティン
主な拠点／ サムットプラカーン県 従業員数／70 人
資本金／3.2 億円
売上高／ 2014 年:3.2 億円 2013 年:3 億円
事業内容／金型・部品製造業 主な製品･商品サービス／プラスチック金型製
造・射出成型部品
ホームページ／http://www.chulapat.com/
③ ウォラワット・ワイヤ・プロダックス・インダストリアル

設立 1992 年 ISO 9001 TS16949 取得
セールスポイント／
プラスチック用金型・射出成型の
専門メーカーとして 20 年間の経験
を持つ。医機器開発のパートナー
として日本企業との提携を期待。
スマートヘルス、ホームヘルスケ
ア事業に関心あり。

設立 2000 年 ISO 9001 取得

(VORAWAT WIRE PRODUCTS INDUSTRIAL CO., LTD.)

取締役 スラウット・ルティラウット
主な拠点／バンコク都 従業員数／100 人 資本金／3.8 億円
売上高／2014 年: 1.3 億円 2013 年:1.5 億円
事業内容／パレット製造業 主な製品･商品サービス／鉄パレット・ワイヤ製
品、医療用生理食塩水バック
ホームページ／www.vorawatwire.com
④ S.K. ポリマー (S.K. POLYMER CO., LTD.)

セールスポイント／

総支配人 YUICHI OHARA
主な拠点／バンコク都 従業員数／500 人 資本金／2.5 億円
売上高／ 2013 年: 14.8 億円 2012 年:14.7 億円
事業内容／ 部品製造
主な製品･商品サービス／医療用ゴム部品
ホームページ／www.skthai.com

セールスポイント／

⑤

パシフィック・ラバー (PACIFIC RUBBER WORKS CO., LTD.)

ディレックター チャヤニー・スワンピモンクン
主な拠点／バンコク都 従業員数／450 人 資本金／1.1 億円
売上高／2014 年:1.7 億円 2013 年:1.7 億円 事業内容／ゴム部品製造業
主な製品･商品サービス／自動車・電気電子・医療のゴム、プラスチック部品
ホームページ／www.pacific-rubber.com

⑥

シネジー・テクノロジー (SYNERGY

設立 1991 年

設立 1999 年 ISO 9001 ISO14001 取得
セールスポイント／
ゴム分野に強み、国内外に 8 支店
を持ち、今後日本の新しい市場開
拓・日本国内で製品販売の機会を
模索している。

設立 2009 年 ISO 9001
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取得

セールスポイント／
PCB、自動化コンポーネントの専
門で高品質に自信を持っている。
今後日本からの OEM 受託や医療
分野で日本企業のパートナーを期
待している。

シネジー・マイクロ・テクノロジー(SYNERGY MICRO TECHNOLOGY CO., LTD.)

ディレクター ニティ・メークモーク
主な拠点／パトゥムタニー県 従業員数／10 人 資本金／1.7 千万円
売上高／2015 年:1.1 千万円 事業内容／スマートエレクトロニクス
主な製品･商品サービス／医療機器センサー、ﾎｰﾑｵｰﾄﾒｰｼｮﾝの設計・開発
ホームページ／ www.syntechnology.com

ISO 9001 TS 16949 取得

医療用ゴム製品を製造している国
内大手企業。近年国内で急成長を
遂げており、今後海外市場への販
売展開を視野に入れている。

TECHNOLOGY CO., LTD.)

ディレックター ラッサミー・スーブチョムプー
主な拠点／パトゥムタニー県 従業員数／35 人 資本金／1.7 千万円
売上高／2014 年:3.4 億円 2013 年:2.8 億円 事業内容／部品製造業
主な製品･商品サービス／PCB、LED 照明、電化製品、医療機器センサー
ホームページ／www.syntechnology.com

⑦

物流パレット・オーダーメイドの
専用パレットを製造。日本へ輸出、
代理店などを探している。医療分
野では生理用食塩水バックをフラ
ンスに輸出している。

設立 2015 年

セールスポイント／
医療機器のセンサー、住宅向け自
動化システムなどの設計・開発事
業を行っている。日本の顧客から
の OEM 受注や共同開発機会など
を模索している。

ISO 9001

取得

⑧

クルンタイ・プラスパック(KRUNGTHAI PLASPACK CO.,LTD.)

取締役 エッカシット・チャローンキットカチョン
主な拠点／サムットプラカーン県 従業員数／200 人
資本金／2.3 億円 売上高／2014 年:9 億円 2013 年:7.3 億円
事業内容／部品製造業 主な製品･商品サービス／プラスチック容器
ホームページ／www.ktp.co.th

⑨

TS16949 取得

セールスポイント／
シリコンキーバッドのカスタマイ
ズ、ガスケット・ブランジャーの
ゴム部品、プラスチック部品は
1,000 トンまでの射出成型機を持
ち、自動車、医療、通信、白物家
電分野に納入している。日本との
輸入を含めて連携を期待してる。

TKC プログレス (TKC PROGRESS CO., LTD.)

設立 1998 年 ISO 9001 取得
セールスポイント／
PCB 実装、プラスチック射出成型
の専門メーカー。OEM 製造受託や
日本との合弁会社設立の機会を模
索している

バンコクタイヨースプリングス（BANGKOK TAIYO SPRINGS CO., LTD ）

設立 1997 年 ISO 14001

TS16949 取得

セールスポイント／
大洋発條製作所との合弁会社。新
しく医療機器分野に参入を検討し
ている。各メーカーの注文に合わ
せてネジや金属部品のカスタマイ
ズが可能。

S.P. メタルパーツ (S.P. METAL PARTS CO., LTD.)

設立 1988 年 ISO 9001 取得

取締役 チャンチャイ タンタムプーンポン
主な拠点／サムットプラカーン県 従業員数／670 人
資本金／3.8 千万円 事業内容／部品・金型製造業
主な製品･商品サービス／自動車・機会・電気電子部品、金型、病院用ベッド
ホームページ／www.spm.amp.com

⑭

取得

日本の研電社とタイの
C.C.Autopart 社の合弁会社。製品
製造において安定したクオリティ
がある。日本から OEM 製造受託を
模索している。

設立 1989 年 ISO 9001

取締役 プラチャー・キッティラタナウィワット
主な拠点／サムットプラカン県 従業員数／250 人 資本金／2.3 億円
売上高／2014 年:27 億円 2013 年:2.6 億円 事業内容／機械・部品製造業
主な製品･商品サービス／部品サービス／ネジ・プレス加工部品
ホームページ／www.btssprings.com
S.P
⑬

ISO13485

セールスポイント／

アバテック・アジア(ABATEK (ASIA) Co., LTD.)

社長 ジティワッタナー・ヌァーニム
主な拠点／パトゥムタニー県 従業員数／150 人 資本金／1.1 億円
売上高／2013 年:3.9 億円 2012 年:3.8 億円 事業内容／部品製造業
主な製品･商品サービス／PCB、プラスチック部品
ホームページ／www.tkc-progress.com/index.php

⑫

プラスチック容器を製造し続けて
30 年以上の経験を持つ、日本企業
との OEM 製造を行っている。今後
新技術取り組みに日本企業との事
業連携を期待している。

設立 2015

営業部長 NACHIKA NEMOTO
主な拠点／サムットプラーカーン県 従業員数／1,500 人
資本金／3.9 億円
売上高／5.6 億円 事業内容／部品製造業
主な製品･商品サービス／ゴム、プラスチック、メタル部品
ホームページ／www.abatek.com

⑪

セールスポイント／

C.C. 研電社 (C.C. KENDENSHA CO.,LTD.)

社長 ブンラート・チョットチョイ
主な拠点／チャチューンサオ県 従業員数／170 人
資本金／1.7 億円 売上高／5 億円（グループ）事業内容／部品・機械製造業
主な製品･商品サービス／プレス加工、歯科医器具、工業排水処理機械
ホームページ／www.ccautopart.co.th

⑩

設立 1983 年 ISO 9001 取得

セールスポイント／
自動車を始め、電気電子部品、産
業機器の金型部品製造を行ってい
る。医療機器産業でメコン地域市
場への開拓を目指している。

C.G.A. (C.G.A. COMPANY LIMITED)

設立 2000 年 TS16949 取得

取締役 タナクリット・クッパカンチャナー
主な拠点／バンコク都 従業員数／35 人 資本金／7.9 千万円
売上高／ 2014 年: 2.3 億円 事業内容／部品製造業
主な製品･商品サービス／自動車・電気電子部品、PE 包装バッグ
ホームページ／www.cga.co.th
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セールスポイント／
15 年間の経験で OEM 製造を主に
行なっているが、MEGADAYA と
FUJIZAKURA の自社ブランドも
持っている。今後日本からの受注
やパートナーを探している。

⑮

タイ・テクノロジー・エヴォリューション(THAI TECHNOLOGY EVOLUTION CO., LTD.)

取締役 チャナーティップ・スラチャイシッティクン
主な拠点／ノンタブリー県 従業員数／25 人 資本金／5.6 千万円
売上高／2012 年: 6.8 百万円 事業内容／変圧器製造業
主な製品･商品サービス／変圧器
ホームページ／www.ttevo.co.th

⑯

⑰

DDC スプロケット (DDC

高い品質と高いコストパフォーマ
ンスのトランスを提供している。
今後医療分野において、日本市場
進出を希望し、ビジネスパートナ
ーを模索している。

設立 2004 年 ISO 9001 取得
セールスポイント／
多様な加工に強み。航空部品の取
扱いも。小ロット多種生産から超
精密加工部品の大量生産まで。日
本からの部品輸出入を希望してい
る。

SPROCKET CO., LTD.)

設立 1988 年

取締役 コムデット・ウイチットジャルサクン
主な拠点／ラッチャブリ県 従業員数／223 人 資本金／4.7 千万円
売上高／8.8 億円 事業内容／部品製造業
主な製品･商品サービス／スプロケット、自動車部品

⑱

セールスポイント／
スプロケット OEM 専業メーカー、
既に日本大手企業の取引を行って
いる。日本企業と受注生産、また
代理販売など幅広い提携を期待し
ている。

C.S. エンジニアリング・オートパーツ(C.S. ENGINEERING AUTOPARTS CO., LTD) 設立 1985 年 ISO9001 TS16949

取締役常務 ワランカナー・タンサクン
主な拠点／サムットプラカーン県 従業員数／126 人 資本金／1.6 千万円
売上高／4.5 億円 事業内容／部品製造業
主な製品･商品サービス／機械部品、鍛造部品
ホームページ／ http://www.csengineering.co.th/main/

セールスポイント／

⑲

設立

エスブイアイ（SVI PUBLIC COMPANY LIMITED）

社長 ポングサック・ロウトンカム
主な拠点／パトゥムターニー県 従業員数／2,230 人
資本金／80 億円 売上高／266 億円
事業内容／医療機器、産業機器部品・自動車部品・
電気電子部品製造業 主な製品･商品サービス／医療機器（NMR、
SEM）パワーステアリング、RF システム、OA 機器、EMS 受託、
ホームページ／www.svi.co.th

⑳

P.C.S. マシーングループ (P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING PCL.)

参加者：調整中
主な拠点／ ナコーンラーチャシーマー県 従業員数／2,500 人
資本金／50 億円 売上高／2014 年:131 億円、2013 年:164 億円
事業内容／部品製造業
主な製品･商品サービス／自動車部品・鍛造部品
ホームページ／www.pcsgh.com

㉑

1985 年 ISO 9001/ 14001/13485 TS 16949 取得

セールスポイント／
電気回路基板加工、組付などの
EMS 一括請負事業が行っている。
医療機器分野はじめ色んな分野で
顧客を持つ。今後日本からの受注
やパートナーを探している。

設立 2014 年 ISO9001、ISO14001 取得
セールスポイント／
高い技術力とノウハウで OEM など
も請け負い、コストコントロール
を強みとしている。今後医療分野
へ事業展開を視野に入れている。

設立
セールスポイント／

調整中

3

取得

高精度のエンジニアリング鍛造部
品を提供し、自動車部品はじめ電
気電子・産業機械まで対応してい
る。日本企業との事業連携を期待
している。

調整中

取締役
主な拠点／ 従業員数／人 資本金／円
売上高／ 2014 年:円 事業内容／
主な製品･商品サービス／
ホームページ／www.cga.co.th

取得

セールスポイント／

C.C.S アドバンス・テック (C.C.S ADVANCE TECH CO., LTD.)

ディレクター クリェンクライ・マノブラチャイラート
主な拠点／ノンタブリー県 従業員数／800 人 資本金／7.3 億円
売上高／2014 年:25.8 億円 2013 年:23.1 億円 事業内容／機械・部品製造業
主な製品･商品サービス／メタル部品、治工具、プラスチック部品
ホームページ／www.ccsgroups.com

設立 2005 年 ISO 9001

年

取得

＜開催概要＞
日時：2016 年 4 月 22 日（金）
場所：東京ビッグサイト MEDTEC Japan2016 会場内
東 6 ホール

ブース番号 5207 （タイ王国商談特設会場）

※『MEDTEC Japan2016』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。（ http://www.medtecjapan.com/ ）

【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@MEDTEC Japan 2016 運営事務局

担当：北本

[TEL] 03-6869-4040 / 070-6666-9528 (平日:10 時～17 時)

[E-mail] thai-desk@chums.co.jp

※お申し込みは WEB にて受付（オンライン登録）http://www.smrj.go.jp/ceo/
主催：タイ国工業省 / 独立行政法人中小企業基盤整備機構
後援：一般社団法人首都圏産業活性化協会（TAMA 協会）/日本福祉用具・生活支援用具協会（JASPA）
国際機関日本アセアンセンター
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