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タイ・ビジネス商談会 in  グレーター・ナゴヤ 2020
Thai – Japan Business Matching  in Greater Nagoya 2020

グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会（GNIC）では、自動車や産業用機械部品等の製造に携わるタイの
ローカル企業及び工業団地の開発業者等の来日の機会を捉え、国際商談会「タイ・ビジネス商談会 in グレー
ター・ナゴヤ2020」を実施いたします。
当地域の企業様にとりましては、タイに渡航することなく複数のタイ・ローカル企業と商談いただける絶好の機会と
なります。タイ企業とのビジネス（販路開拓、部品調達、委託製造、技術提携など）についてご関心がありました
ら是非この機会をご活用ください。
また、タイでの事業展開を検討をされている事業者様やタイへ既に進出済みの事業様におかれましても「タイ投
資委員会（BOI)」関係者も同席しますので、タイ市場の最新動向についてもご相談いただけます。
この機会を活用し、是非ともネットワーク構築・情報収集にお役立て下さい。

＜ 本商談会のお申込み・お問合せ ＞
◆ 中部経済産業局地域経済部国際課 北野、青柳

TEL：052-951-4091 / FAX：052-961-7829 / Email: qchbnt@meti.go.jp

＜ 総合事務局 ＞
グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会（GNIC) TEL：052-218-4020

（JR・地下鉄・名鉄・近鉄）名古屋駅より
◎JR名古屋駅桜通口からミッドランドスクエア方面 徒歩5分
◎ユニモール地下街 5番出口 徒歩2分

「タイ・ビジネス商談会 in グレーター・ナゴヤ 2020」
・日 時：2020年4月14日（火）9:30～11:30
・会 場：愛知県産業労働センター ウインクあいち 18階セミナールーム

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38
（JR名古屋駅桜通口から徒歩5分、ユニモール地下街5番出口徒歩2分）

・主 催：グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会（GNIC)、タイ投資委員会 BOI、
産業連携促進ユニット（BUILD)

・共催（予定）：豊田通商(株)、(株)十六銀行、(株)百五銀行、(株)愛知銀行、
(株)名古屋銀行、岐阜信用金庫、岡崎信用金庫 、碧海信用金庫

・協力（予定）：独立行政法人中小企業基盤整備機構（予定）
・対 象：タイ企業とのビジネスにご関心がある

モノづくり企業等
・詳 細：

・参加費：無料
・言 語：日本語、タイ語、英語、（日泰通訳あり）
・参加企業数：15団体
・商 談 時 間：30分程度／回
・申 込 期 限：2020年４月７日（火）まで

※注：申込み先着順のため、期限前でも申込定員に達した場合は締め切らさせていただきます。

http://greaternagoya.org/ja/news_event
/thai-gni-b2b_2020.html

mailto:qchbnt@meti.go.jp
http://greaternagoya.org/ja/news_event/thai-gni-b2b_2020.html
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参加申込書 Application Form   ＦＡＸ : 052-961-7829

会社名・団体名
Company, Institution Name

所属部署 Division

参加者氏名 Name
役 職 Title

TEL / E-mail

希望のマッチング先
（複数希望可）

マッチング先No.

商談先への要望 関心のある製品・加工等：

希望時間帯
（○で囲んでください） ① 9:40～10:10 ② 10:20～10:50 ③ 11:00～11:30

1. FAXの場合：参加申込書にご記入の上、FAX 052-961-7829 までお送りください。
2. メールの場合：件名に『タイ・ビジネス商談会 in グレーター・ナゴヤ』とご記入の上、参加申込書
の内容をメール本文に記載するか、或いはＰＤＦファイル化した参加申込書をメールに添付のう
え、E-mail： qchbnt@meti.go.jp までお送りください。

3. 参加申込書をご提出いただいた後、商談会担当者からビジネスマッチング用シートを送付致します。

お申し込み方法 How to apply

＜ 本商談会のお申込み・お問合せ ＞
◆ 中部経済産業局地域経済部国際課 北野、青柳

TEL：052-951-4091 / FAX：052-961-7829 / Email: qchbnt@meti.go.jp

＜ 総合事務局 ＞
グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会（GNIC) TEL：052-218-4020

mailto:qchbnt@meti.go.jp
mailto:qchbnt@meti.go.jp
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タイ企業 / Thai Companies （参加企業リスト）※一部変更の可能性があります

タイ・ビジネス商談会 in グレーター・ナゴヤ
Thai – Japan Business Matching in Greater Nagoya

No. 企業名
（ウェブサイト）

主な製品 主な加工・強み 製品・技術の画像

１ AIB ENGINEERING 
CO.,LTD.
（www.blastburn.com）

ショットブラスト装置、
集塵装置、
アルミニウムダイカスト
等

・表面処理、アルミニウム射出
成形
・ショットブラストビジネス
における20年の実績

2 BANGKOK TAIYO 
SPRINGS CO., LTD
（www.btssprings.com
）

金属プレス部品、
フォーミング部品、
バネ

・プレス、フォーミング加工、
プロジェクション溶接等
・幅広い部材や製品の取扱い

3 BOLT & NUT INDUSTRY 
CO.,LTD.
（www.bn-
industry.com）

ジャックスクリュー、レン
チハブナット、ハンマーナ
イフ等のツールキット、
ボルト、ナット、スタッド
等

・冷間鍛造、熱間鍛造
・高品質かつ競争力ある価格
・設計・設備の内製化
・日、英、中国語対応可

4 EXTENSIVE RESEARCH 
POLYMERS CO., LTD.
（www.erppolymers.co
m）

ラバー化合物及び
成型部品

・ゴム関連の注入、圧縮、
組立等
・IATF16949取得
・28年の実績

5 N.Y.C. INDUSTRY 
CO.,LTD
（http://www.nycthai.co
m）

エンジンカバー、
グリップハンド

・プラスチック射出成形
・成形、射出、仕上げ加工、
組立、流通のワンストップ
サービス

6 NYS DIECASTING 
CO.,LTD.
（ウェブサイトなし）

自動車部品、
電化製品等

・アルミニウムダイカスティング
・顧客からの細かな要求への
対応力

7 P QUALITY MACHINE 
PARTS CO., LTD.
（www.p-quality.com）

シャフト、
Pin,Collar, Bush, 
クランクシャフト等

・機械加工組立て
・CNC旋盤による難加工及び
顧客の要望に基づいた設計が
可能

8 PACIFIC RUBBER 
WORKS CO., LTD
（www.pacific-
rubber.com）

自動車及び
電化製品用のラバー、
プラスチック部品及び
フォーム部品

・ラバー及びプラスチック加工
・タイ、インドネシア、中国に製造
拠点あり
・設備内製化による短いリードタイム
・試験施設を備えた研究開発力

http://www.blastburn.com/
http://www.btssprings.com/
http://www.bn-industry.com/
http://www.erppolymers.com/
http://www.nycthai.com/
http://www.p-quality.com/
http://www.pacific-rubber.com/
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No. 企業名
（ウェブサイト）

主な製品 主な加工・強み 製品・技術の画像

9 S.K. POLYMER CO.,LTD
（http://www.skthai.co
m）

ラバー及びプラス
チック部品

・自動車及び電化製品、医薬
品・医療デバイスのラバーパー
ツの射出成形及び組付け
・ラバー及びプラスチック部品
製造

10 SAHASILP RIVET
INDUSTRIALCO.,LTD.
（www.sahasilprv.com）

ファスナー
（スクリュー、ナット、
ボルト、リベット
等）

・冷間鍛造
・高品質、高い技術力
・研究開発力
・自動車部品に広範囲に適応

11 SW & SONS 
(THAILAND) CO.,LTD
(www.swsons-thai.com)

エンジン・トランス
ミッション・パワート
レインの精密部品

・カッティング、ミリング加工
・精密機械加工及び組立て

12 THAICHEER POWDER 
INDUSTRY CO.,LTD
(http://www.thaicheer.c
om/)

粉末冶金パーツ
（自動車部品、
縫製部品等）

・金属粉による金属の形成
（焼結）
・最新技術と設備
・耐久性と繊細な加工手法
・安価な価格

13 TKC PROGRESS CO.,LTD.
(WWW.TKC-
PROGRESS.COM)

PCB構成部品等 ・プラスチックインジェクションと
印刷処理によるPCBの
組立と仕上げ加工等
・OEM、小ロットで対応可

14 FRASERS PROPERTY 
(THAILAND) PUBLIC 
CO.,LTD.
(https://www.fraserspro
perty.com/th)

工業団地や倉庫
のレンタル工場等

・土地と建物のセット販売
・要望に沿った建設、工業
所有権取得のワンストップ
サービス

15 WHA INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT PUBLIC 
COMPANY LIMITED.
(www.wha-
industrialestate.com)

工業団地開発業 工業団地開発業

16 AMATA CORPORATION 
PUBLIC COMPANY 
LIMITED
(http://www.amata.com
) 

工業団地開発業 開発土地面積：8,143ha
テナント：1,327つ

http://www.skthai.com/
http://www.sahasilprv.com/
http://www.swsons-thai.com/
http://www.thaicheer.com/
http://www.tkc-progress.com/
https://www.frasersproperty.com/th
http://www.wha-industrialestate.com/
http://www.amata.com/
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