
 

 

 

 

 

 

タイ投資委員会(BOI)は、毎年タイ・バンコクで開催される「SUBCON THAILAND(サブコンタイランド:下請製造業者

専門展示会)」にて実施しておりますタイ・日本企業の商談会(ビジネスマッチング)を、今年もタイ裾野産業振興協会・イ

ンフォーママーケッツとの主催で、オンラインにて初実施いたします。この機会に、タイ投資委員会(BOI)大阪事務所、

(公財)大阪産業局も共催のうえ、「タイ企業とのオンライン商談会(第 2 回)」を実施いたします。 

本商談会では、BOI がタイの各業界と協力し、「SUBCON THAILAND 2020」に出展しているタイ企業の中から、皆様の

ご要望に応じたタイのビジネスパートナー(合弁・部材調達・委託・技術支援先等)とのマッチングを行います。海外渡航が

難しいなか、タイのサプライヤー開拓にご関心のある日本企業の皆様におかれましては、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。是非、コロナ後の海外パートナー開拓にお役立て下さい！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 12:00～18:00
■

参  加  バ イ ヤ ー  募  集 ！ 
 
 

<SUBCON THAILAND 2020> 
 

第2回「タイ企業とのオンライン商談会 2020」概要  

 ■日 時：2020 年 9 月 24 日(木)、25 日(金) 12:00～18:00(日本時間) 

 ■開催地：オンライン  

＊事前登録制(商談時間: 60 分)   

＊日タイ通訳付き 

＊インターネット環境があれば、PC・スマートフォンからご参加頂けます。 

 (Match EX を使用予定。参加者には後日、詳細をご連絡いたします) 

＊参加者には後日、URL・ID・パスワードをご案内いたします。 

＊出展者リスト(希望商談内容)は URL・ID・パスワードを発行後、ご案内いたします。 

 ■対 象：タイ製造業との取引(主に買・事業提携)、あるいは情報収集を希望する府内ものづくり製造業 

 ■内 容：日本企業との取引(主に売・事業提携)を希望するタイものづくり製造業とのオンラインビジネスマッチング 

  ■お申込：次ページの申込書(3 枚)、もしくは下記イベントページより申込書をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、 

       FAX (06-6271-1394) または E メール(boiosaka.event@boi.go.th)にて、タイ投資委員会(BOI)大阪事務所まで 

お送りください。 

      ◆当財団イベントページ：https://www.obda.or.jp/events/ibo_events_all/ibo_events/online-matching-thailand2.html  

 ■申込締切：2020 年 9 月 4 日(金) 
 

●主催：タイ投資委員会(BOI)本部、タイ裾野産業振興協会、インフォーママーケッツ 

●共催：タイ投資委員会(BOI)大阪&東京事務所、(公財)大阪産業局 
 

お問合せ：タイ投資委員(BOI)大阪事務所 

TEL: 06-6271-1395  FAX: 06-6271-1394   E-mail: boiosaka.event@boi.go.th 
*ご参加頂く皆様には、事業実施後のアンケートやフォローアップへのご協力を、宜しくお願い致します。 

*ご記入いただきました情報は、主催者からの各種連絡・情報提供のみに利用し、本事業に関する目的以外に使用することはありません。 

 

参加費

無料! 

(日本時間) 

『アセアンで最も重要な裾野産業とのオンラインビジネスマッチング』 
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会社名 

（Company Name） 

 

事業種類 

（Business Type） 

    製造業(Manufacturer)   商社（Trading）  サービス業（Service） 

 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): _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

＜申請者情報 / Applicant＞ 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) 
 

ここに SUBCON THAILAND 2020期間中のバイヤーサポートプログラムに申し込みを行います。 
We hereby apply for Buyer Support Program during SUBCON THAILAND 2020.   

日付 2020 年    月    日    

          

会社データ/Company Information  * 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。                                        

Buyer Program                               (Form A) 

ローカル企業とのオンラインビジネスマッチングバイヤー申込書  

(Buyer Application for Online Business Matching) 
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＜品質規格/Quality Standard＞ 

□ ISO 9001     □ ISO 14001   □ IATF 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)＞ 

□農業＆バイオテクノロジー / Agriculture & Biotechnology    □自動化機械＆ロボット/ Automation & Robotics       

□自動車 / Automotive □航空宇宙＆ロジスティクス/Aviation & Logistics      □建設 / Building & construction  

□電気電子 / Electrical and Electronics  □機械 / Machinery               □医療機器 / Medical Devices 

□プラスチック＆ ゴム/ Plastic & Rubber     □その他 Others (Please specify):               

＜タイから調達しようと思う部品、商品、サービス（具体的に）/ Interested Parts/Components for Sourcing from Thailand＞ 

                                                                            

                                                                            

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

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  

□電気機械組み立て / Electromechanical Assembly  □PCB 組み立て / PCB Assembly   □トランス / Transformers     

□ワインデイング / Winding     □その他(工程のみ) Others (Process Only) ：                           

〇金属部品/ Metal Parts 

□アルミダイキャスト / Aluminum Die Casting       □コーティング / Coating         □押出 / Extrusion  

□ファブリケーション / Fabrication   □鍛造 / Forging    □熱処理 / Heat Treatment   □鉄鋳造 / Iron Casting     

□機械加工 / Machining    □焼結 / Sintering       □板金 / Stamping    □溶接 / Welding 

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

〇プラスチック部品/ Plastic Parts     

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

□発泡 / Plastic Foaming  □熱発泡 / Thermo Foaming  

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

〇ゴム部品/ Rubber Parts     

□カレンダ / Calendaring   □コーティング / Coating   □押出 / Extrusion    □射出 / Injection  □成形 / Molding        

□プレス成形 / Press Forming その他(工程のみ) Others (Process Only) ：                               

〇組み立て/Assembly       〇自動化技術/ Automation  / Motion Technology     〇治具 / Jig & Fixture 

〇ロジスティクス / Logistics 〇金型 / Mold & Die     〇梱包 / Packaging      〇工具 / Tooling  

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

調達先の条件/Procurement Condition                                              

Buyer Program                               (Form A) 

サプライヤーの要件 /Supplier Requirements 
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オンライン商談会参加希望日をご選択ください 

  □ 2020 年 9 月 24日（木） 

  □ 2020 年 9 月 25日（金）  

 

◆お申し込み締切日  2020 年 9月 4日（金）必着 

 

◆必要事項をご記入の上、 

FAX( 06-6271-1394)  または E メール( boiosaka.event@boi.go.th) にて 

タイ投資委員会(BOI)大阪事務所までお送りください 

 

◆＜本オンライン商談会へのお問い合わせ＞ 

タイ投資委員会大阪事務所 

担当者：ハタイ ルンラッサミー 

TEL: 06-6271-1395 

E メール: hathai@boi.go.th 

        boiosaka.event@boi.go.th 

 

◆サブコンタイランド 2020についての詳細は、展示会ウェブサイト(www.subconthailand.com)を 

ご参照願います。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       バイヤープログラム /BUYER PROGRAM 
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