
     * 大阪側参加企業(11社)の詳細は、下記URLをご覧ください！

事業概要:

希望商談: 売 1. 電石帽: Electret-Cap  2. 電石サニフィルター: Electret Sock Filter "SANI FILTER"

[希望商談対象]主に食品工場や包装資材工場等、日本同等の衛生管理や清浄度を重視するメーカー

提携 1. 電石帽: Electret-Cap  2. 電石サニフィルター: Electret Sock Filter "SANI FILTER"

[希望商談対象] 食品工場や包装資材工場、その他工場に定期的に設備や機械等の保守メンテナンス業者

URL:

事業概要:

希望商談: 売

URL:  (JP) http://geems.net/  (TH) https://www.geemsthai.com/ 

事業概要:

希望商談: 買

   (当社から設計図を渡して生産、供給してくれる装置メーカー、エンジニア)

[希望商談対象] 1. 電子基板・部品メーカー(Pd含有のCatalystメッキを行っている企業)、同分野への商材

供給を行う商社(メッキ薬品等)、同分野の排出資材リサイクル会社　2.水処理エンジニア、水道工事会社

提携 電子基板・部品メーカーの紹介、もしくはPd回収ビジネスを共同で実施したい事業者

[希望商談対象] 当該Pd含有樹脂の売買取引を行いたいリサイクル会社・商社など

URL:  (JP) http://www.hannakogyo.co.jp/     (EN) http://www.hannakogyo.co.jp/en/

事業概要:

希望商談: 売

買

[希望商談対象] 自社で金属加工している企業。単品加工が得意で、熱処理や表面処理も一貫対応できる企業

 URL:  [IBS INC.]　(JP) http://www.ask-ibs.jp/    (EN) http://www.ask-ibs.jp/english/

 URL:  [IBS MACHINEX]   (EN) http://www.machinex.co.th/

事業概要:

希望商談: 売 ガス発生装置、工作機械、専用機

[希望商談対象](ガス発生装置)食品、電機/電子、金属/機械加工、樹脂成型、化学、船舶業界、半導体、

光ファイバー、研究開発、農業・畜産、新エネルギー、環境測定、電力

(工作機械・専用機)自動車、バイク、各種バルブ、部品加工、産業機器、医療機器、新エネルギー等

URL:

事業概要:

希望商談: 売 超微細気泡を発生させ、水中の溶存酸素を増加させる超微細気泡発生装置(BAB発生装置)

[希望商談対象]陸上で養殖業を営んでいる企業、又は近海にて養殖業を営んでいる企業

     5月16日～19日に、タイ・バンコクで開催される「SUBCON THAILAND 2018」に、下記の大阪企業(11社)が出展します。
     そこで5月15日(火)、バンコク市内にて、大阪企業と現地企業との個別商談会&情報交換会を、タイ投資委員会(BOI)のご共催、
     タイ工業連盟(FIT)のご協力のもと開催します。大阪企業11社とのご商談・交流にご興味をお持ち頂ける企業様は、是非ご参加ください!!

          http://www.mydome.jp/ibo/event_info/thailand_1805/thailand_1805_profile.pdf

 (JP) http://nishikendevise.com/  [BAB] http://halbert1989.com/

大阪側参加企業プロフィール

1. 株式会社ビー・ホープ 売・提携

2. 冨士精密工業株式会社 売

(JP) http://web-fuji.com/

製造業/フォトエッチング加工

フォトエッチング加工による薄板(t＜1.0mm) 精密加工および各種銘板

売・買

製造業/超微細気泡発生装置(BAB発生装置)、各種熱交換機器などの製造・新製品開発及び試作

商社/電石帽、電石サニフィルターなどの衛生管理用品製造・販売

[希望商談対象]1. 家電  2. 自動車部品  3. 医療バイオ関連  4. 光学機器  5. 有機EL開発  等

6. 株式会社西研デバイズ 売

買・提携

 製造業/各種ガス発生装置、バルブ、ポンプ、工作機械、専用機及び各種流体制御機器類の製造・販売

商社/金属加工部品、精密加工部品の調達・品質管理・検査(成分分析まで)・販売

1. 金属加工部品 2. 精密加工部品  [希望商談対象] 製造設備メーカー、FA関連企業様など

1. 機械加工部品 2. 精密加工部品 3. 板金部品 4. ゴム部品など

5. 株式会社IBS

    IBS MACHINEX THAILAND CO., LTD
売

3. 株式会社ジームス・アソシエイツ

　 GEEMS (Thailand) Co., Ltd.

環境ビジネス(水処理、リサイクル分野)の事業開発・販路開拓コンサルティング

1. 使用済みPdメッキ廃液（水洗槽からの廃液でもOK）2.樹脂を組み込む樹脂塔と配管を組みつけたPd回収装置

4. 阪奈工業株式会社

参加費無料

大阪企業とのバンコク個別商談会・情報交換会2018
■日時: 2018年5月15日(火) 

[個別商談会] 14:00～18:00  [情報交換会] 18:30～21:00

■会場: ホテル・ウィンザー・スイーツ&コンベンション スクンビット20 
[個別商談会] 14F「ペータイ・ルーム/Paetai room」

[情報交換会] 32F「ブッサラカン・ルーム/Bussarakham room」

THAI OFFICE

THAI OFFICE



URL: (JP) http://www.sanei-osaka.co.jp/

事業概要:

希望商談: 売

買

URL: (JP) http://www.s-shin-ei.co.jp/  (TH) http://clean-booth.jp/th/  (EN) http://clean-booth.jp/en/

事業概要:

希望商談: 売

提携

URL:

事業概要:

希望商談: 売

買

提携 金型および金型部品　[希望商談対象]金型メーカー

URL:  (JP) http://www.rd-stuff.com/   

事業概要:

希望商談: 売

[希望商談対象]現地の日系メーカー企業(自動車部品、医療、家電業界等)、商社代理店

買

提携

URL: (JP) https://www.guitar-mg.co.jp/

事業概要:

希望商談: 売

日 時: 2018年5月15日(火)    [商談会] 14:00～18:00  [情報交換会]  18:30～21:00            
会 場: ホテル・ウィンザー・スイーツ&コンベンション スクンビット20 

[住所] 10/1 Sukhumvit Soi 20, Sukhumvit Road, Bangkok, Thailand    [TEL] +66-2-262-1234

■大阪企業とのバンコク個別商談会・情報交換会2018■ 申込: 2018年　 月　 日

URL:

TEL: FAX:

所在地:

取扱製品:

E-mail:

■ご希望商談 (リストをご参照のうえ、ご商談を希望される大阪企業の番号と企業名をご記入下さい。)
No.

＊当日は、当機構からお送りする確認のe-mailを印刷し、受付へお持ち下さい。 ＊お2人以上ご参加の場合は、なるべくタイ人スタッフ様とお越し下さい。

亜鉛メッキスチールワイヤー　[希望商談対象]スチール伸線メーカー(JIS規格に準じたもの)

ご担当者:

部署/役職:

7. 三栄興産株式会社

11. 寺西化学工業株式会社

9. 株式会社伸幸精密金型製作所

8. 伸榮産業株式会社

売・買

商社/ダイヤモンドホイール、切削工具（超硬工具/PCD）の輸入販売

ダイヤモンドホイール

[希望商談対象]ガラスメーカー、ガラス加工会社、セラミック製品メーカー、セラミック加工会社、
耐火物メーカー、道路工事業者、建築会社、建築材料販売会社、超硬工具メーカー、PCD製造メーカー、
加工用刃物メーカー、ギアメーカー、ベアリングメーカー、ブレーキパッドメーカー等

会社名:

個別商談会: 14F「ペータイ・ルーム/ Paetai room」 情報交換会: 32F「ブッサラカン・ルーム/Bussarakham room」

下記の申込書に必要事項をご記入の上、FAXもしくはE-mailにてお送りください。

FAX： +81-6-6947-4326 / E-mail：oochin@mydome.jp

[希望商談対象] 1. 測定機器など、主に連続筆記を求められる自動マーキング装置、打点機に装着して

長時間・高頻度にマーキングを行う必要がある企業。　2. 産業消耗品を扱う代理店

1. 自社開発製品学習型IoTアルコールガジェット"TISPY"  2. 弊社のソフトウエア開発、回路、基板、

機構設計の実績　3. 開発・試作・小ロット量産までワンストップでのトータルサポート

現地の加工技術(樹脂、金属、ゴム材の切削、注型、金型など)

自社開発製品学習型IoTアルコールガジェット"TISPY" [希望商談対象] 日本商品の販売実績がある会社

■大阪企業とのバンコク個別商談会・情報交換会2018■

希望商談内容

＊情報交換会へのご参加は、お申込多数の場合、(1)大阪企業とのご商談をご希望の方を優先させて頂くこと、また(2)各社代表のお一人様に限定させて 頂く可能性があります。何卒、ご了承下さい。

主催: 公益財団法人大阪産業振興機構　共催: タイ投資委員会　協力: タイ工業連盟(FTI)

業種:

企業名

売

製造業/ (一般文具)油性・水性マーキングペン、描画材 (産業用/法人向け) 特殊マーキングペン

ユーザー向けカスタマイズ商品のマーキングペン

[希望商談対象]現地の加工メーカー(日本企業との取引、自動車部品・医療・家電業界に実績がある企業)

金型および金型部品、金型技術(技術コンサルティング) [希望商談対象]製造メーカー(自動車・電子部品)

金型および金型部品　[希望商談対象]金型メーカーおよび部品加工メーカー

10. 株式会社スタッフ 売・買・提携

製造業/製品開発設計から試作、量産まで「製品開発トータルソリューション」

売・買・提携
(JP) http://www.shinko-seimitsu.co.jp/

製造業/技術指導・委託製造、海外企業との協業/自動車・電子部品用精密プラスチック部品・精密金型部品・

プラスチック部品向けの精密金型の設計・製造

[希望商談対象]自動車、半導体、光学、電子部品、食品、医薬、製薬に関するメーカー、ユーザー、商社

[希望商談対象]工業系食品系に得意先を多く持つ、メーカー・商社など

売・提携

製造業/クリーン関連設備機器、理化学研究機器の開発・製造・販売

1. 標準品および特注品の理化学機器(デシケーター、クリーンベンチ、グローブボックス、

理化学機器や洗剤を取り扱ってもらえる販売代理店(簡単なメンテナンスを代行してもらえる技術提携が可能)

   アイソレーター、ヒュームフードなど） 2. 高性能油分除去剤(洗剤)


