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『タイ・ビジネス商談会 in グレーター・ナゴヤ』開催について
岐阜信用金庫（理事長 住田

裕綱）は、平成 29 年 4 月 11 日（火）に、グレーター・ナゴヤ・

イニシアティブ協議会（ＧＮＩ）および 8 金融機関とともに『タイ・ビジネス商談会 in グレー
ター・ナゴヤ』を開催いたしますのでお知らせいたします。
今回の商談会は、
「自動車部品・産業用機械・加工、工業団地等」複数のタイローカル企業と
の商談会を予定しており、タイ政府機関であるタイ投資委員会（ＢＯＩ）
、産業連携促進ユニッ
ト（ＢＵＩＬＤ）も参加いたします。当商談会は日本で行われるため、参加企業様におかれまし
ては、タイに渡航することなく企業および関係機関とのネットワーク構築および情報収集ができ
る絶好の機会となっております。
記
１．名

称：
「タイ・ビジネス商談会 in グレーター・ナゴヤ」

２．日

時：平成 29 年 4 月 11 日（火）9:50～11:30

３．会

場：岐阜ハートフルスクエアーＧ 大研修室
〒500-8521

岐阜県岐阜市橋本町 1-10-23

４．対

象：タイ企業とのビジネスにご関心がある地域内モノづくり企業等

５．言

語：日本語、英語、タイ語

６．来日企業：14 団体（予定）
７．詳

細：http://greaternagoya.org/ja/

８．参 加 費：無料
９．申込期限：平成 29 年 4 月 7 日（金）まで
主催：グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会（ＧＮＩ）
タイ投資委員会（ＢＯＩ）産業連携促進ユニット（ＢＵＩＬＤ）
各務原市
共催：岐阜信用金庫、愛知銀行、岡崎信用金庫、十六銀行、瀬戸信用金庫、
名古屋銀行、浜松信用金庫、百五銀行、碧海信用金庫【50 音順】
協力：独立行政法人中小企業基盤整備機構
以上
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グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会（GNI）では、自動車部品・産業用機械・加工、工業団地等のタ
イローカル企業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」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、当商談会はタイでのモノづくりにおいて支援団体関係者とのネットワーク構築及び情報収集ができ
る機会としてもご活用いただけます。
会場には「タイ投資委員会（BOI)」関係者も同席しますので、タイへの事業展開に関心がある、又は、既
に進出済みの事業者様がタイ市場の最新動向についてもご相談いただけます。

「タイ・ビジネス商談会 ｉｎ グレーター・ナゴヤ」
・日
・会

時：2017年4月11日（火）9:50～11:30
場：岐阜ハートフルスクエアーＧ 大研修室
〒500-8521 岐阜県岐阜市橋本町1-10-23
・主
催：グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会（GNI)、タイ投資委員会 BOI
産業連携促進ユニット（BUILD)、各務原市
・共
催：岐阜信用金庫、(株)愛知銀行、岡崎信用金庫、(株)十六銀行、
瀬戸信用金庫、(株)名古屋銀行、浜松信用金庫、(株)百五銀行
碧海信用金庫
・協
力：独立行政法人中小企業基盤整備機構
・対
象：タイ企業とのビジネスにご関心がある地域内モノづくり企業等
・詳
細：http://greaternagoya.org/ja/
・参 加 費：無料
【会場：ハートフルスクエアーＧ】
・言
語：日本語、英語、タイ語
・参加企業数：１４団体
（企業数：９社、団体：５社）
・商談時間：30分程度／回
※会場へのアクセス、駐車場は以下URLをご参照下さい。
・申込期限：2017年4月7日（金）まで
https://gikyobun.or.jp/heartful/access/
※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。
＜ 本商談会のお申し込み・お問い合わせ ＞
◆ グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会事務局（GNIC) 渡邉、山下
TEL：052-218-4020 / FAX：052-204-1469 / Email: gni_event@greaternagoya.org
◆ 中部経済産業局地域経済部国際課 後藤、戸田
TEL：052-951-4091 / FAX：052-961-7829 / Email:qchbnt@meti.go.jp

◆

ハートフルスクエアＧ

＜ 会場に関するお問い合わせ ＞
TEL：058-268-1050
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Application Form ＦＡＸ : 052-204-1469

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）

商談先への要望

希望時間帯（○）

紹介機関（○）

マッチング先No.

関心のある製品：

①10:00～10:30

②10:30～11:00

③11:00～11:30

岐阜信用金庫

お申し込み方法
How to apply
1. FAXの場合：参加申込書にご記入の上、FAX 052-204-1469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：gni_event@greaternagoya.org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。
＊お客様の個人情報は、主催・共催・協力者からの各種連絡・情報提供のために利用させていただくこ
とがあります。当該情報は厳重に管理し、第三者へ提供することはありません。

＜ 本商談会お申し込み・問い合わせ ＞
◆ グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会事務局（GNIC) 渡邉、山下
TEL：052-218-4020 / FAX：052-204-1469 / Email: gni_event@greaternagoya.org
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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
No.

企業名
Company

１ アバテック株式会社
(ABATEK(ASIA） CO.,LTD.)

製品
Type of Product

Website
www.abatek.com

ゴム、プラスチック、金属スタンピング、
キーパッド、クリックパッド

2 バンコク タイヨー スプリングス www.btssprings.com
株式会社
(BANGKOK TAIYO SPRINGS
CO.,LTD.)

ばね及びプレス部品

3 CSPキャスティング株式会社 www.cspcasting.com
（CSP CASTING
(THAILAND) CO., LTD）

アルミニウム＆亜鉛ダイカスト

4 エクステンシブ リサーチ ポリ www.erppolymers.com
マーズ株式会社
（EXTENSIVE RESEARCH
POLYMERS CO., LTD.)

高品質ゴム・パーツと合成物の製造

5 パシフィックラバーワークス株 www.pacific-rubber.com 自動車用ゴム部品（ブッシング、サポー
式会社（PACIFIC RUBBER
ト、ショックアブソーバ、ブレーキシリン
WORKS CO., LTD）
ダー用ゴムカップ等）
6 Ｐ クオリティ マシンパーツ株 www.p-quality.com
式会社
（P QUALITY MACHINE
PARTS CO., LTD.)
7 タイ チアパウダー インダスト www.thaicheer.com
リー株式会社
（THAI CHEER POWDER
INDUSTRY CO., LTD.)

マシンパーツの製造

8 SCCテック株式会社
（SCC TECH CO., LTD.)

www.scctech.co.th

二輪部品（チェーン駆動のスプロケット
等）

9 S.K.ポリマー株式会社
（S.K. POLYMER CO.,LTD.)

www.skthai.com

ラバーパーツ

www.amata.com

工業団地

10 アマタコーポレーション
(AMATA CORPORATION
PCL)

粉末冶金パーツ（焼結パーツ）
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No.
企業名
Website
タイ企業・団体
/ Thai Companies
& Organization
Company

製品
Type of Product

http://www.hemaraj.co 工業団地開発
11 へマラート土地開発公社
m/intro/index.html
(HEMARAJ LAND AND
DEVELOPMENT PUBLIC
COMPANY LIMITED)
koshiba@rojana.com
12 ロジャナ インダストリアル
土地開発業者、工業団地
パーク パブリック株式会社
(ROJANA INDUSTRIAL PARK
PUBLIC CO.,LTD.)

13 タイコン インダストリアル コネ www.ticon.co.th
クション（TICON INDUSTRIAL
CONNECTION PCL）

標準工場と賃貸用倉庫

14 タイ投資委員会、BOI産業連 www.boi.go.th
携促進ユニット
(THAILAND BOARD OF
INVESTMENT(BOI),BOI Unit
for Industrial Linkage
Development(BUILD))

タイ政府機関

機密
性○

