
 

 

 

 

 

英国

て、また世界の成長センター

ハブ

2017

いくべきか、その戦略を練ることが製造業にとって今後の生き残りの鍵といえるかもれません。アセアン経済共同体

(AEC)

かでも

のビジネス展開において、近年ますます戦略的な存在感を高めています。

そこで今回はまず第

アセアンにおけるものづくり拠点としてのタイ国と、同国が目指す製造業の高度化政策「タイ

大阪所長のナルチャー・ルチュパン氏にご解説頂くとともに、自動車クラッチの

上、現地開発に携わってこられた

戦略について、ご紹介頂きます。

さらに、タイ

も来日。イノベーションによるタイ国での成功について、皆様ともディスカッションを行います。改めてタイ国を考

えるこの機会に、是非ご参加下さい！
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(AEC)が発足し注目が集まるアセアン地域は、今後もさらに成長が期待される地域として注目を集めていますが、な

かでも地理的にその中心にあるタイは、アセアン地域全体の中心＝ビジネスハブとしてだけでなく、インドや中東へ

のビジネス展開において、近年ますます戦略的な存在感を高めています。

そこで今回はまず第

アセアンにおけるものづくり拠点としてのタイ国と、同国が目指す製造業の高度化政策「タイ

大阪所長のナルチャー・ルチュパン氏にご解説頂くとともに、自動車クラッチの

上、現地開発に携わってこられた

戦略について、ご紹介頂きます。

さらに、タイ国

も来日。イノベーションによるタイ国での成功について、皆様ともディスカッションを行います。改めてタイ国を考

えるこの機会に、是非ご参加下さい！
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ディスカッション

ご挨拶
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講演 2
タイ進出企業事例

 

タイ国

The Siam Cement Public Company Ltd.

◆1991年
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◆タイの株式上場企業であり、セメント、建材の生産では東南アジアで最大規模を
占める他、化学、梱包材や流通・物流事業なども幅広く行っている。従業員
以上、傘下に200

◆チュラロンコン大学環境工学部卒。同大学にて環境工学修士号取得。日本貿易振興機構アジア経済研究所開発スクール
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離脱、米国新大統領の誕生と、不透明な状況が続く世界情勢

て、また世界の成長センター

発展するタイ国の最新

年、世界はどう動くのか。不透明な状況が続く中で、日本の中小製造業はどの国・地域へ注目し、展開して

いくべきか、その戦略を練ることが製造業にとって今後の生き残りの鍵といえるかもれません。アセアン経済共同体

が発足し注目が集まるアセアン地域は、今後もさらに成長が期待される地域として注目を集めていますが、な

その中心にあるタイは、アセアン地域全体の中心＝ビジネスハブとしてだけでなく、インドや中東へ

のビジネス展開において、近年ますます戦略的な存在感を高めています。
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上、現地開発に携わってこられた

戦略について、ご紹介頂きます。

国の素材大手・サイアムセメントグループや、中小企業ながら高い技術

も来日。イノベーションによるタイ国での成功について、皆様ともディスカッションを行います。改めてタイ国を考

えるこの機会に、是非ご参加下さい！
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いくべきか、その戦略を練ることが製造業にとって今後の生き残りの鍵といえるかもれません。アセアン経済共同体

が発足し注目が集まるアセアン地域は、今後もさらに成長が期待される地域として注目を集めていますが、な

その中心にあるタイは、アセアン地域全体の中心＝ビジネスハブとしてだけでなく、インドや中東へ
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～受付） 

日本の中小製造業の展開先とし

ビジネス

年、世界はどう動くのか。不透明な状況が続く中で、日本の中小製造業はどの国・地域へ注目し、展開して

いくべきか、その戦略を練ることが製造業にとって今後の生き残りの鍵といえるかもれません。アセアン経済共同体

が発足し注目が集まるアセアン地域は、今後もさらに成長が期待される地域として注目を集めていますが、な

その中心にあるタイは、アセアン地域全体の中心＝ビジネスハブとしてだけでなく、インドや中東へ

大阪事務所との共催のもと、改めて

」について、BOI

10 年以

前社長の鈴木様より、同社の世界戦略と現地進出中小企業の

オートパーツ社

も来日。イノベーションによるタイ国での成功について、皆様ともディスカッションを行います。改めてタイ国を考

参加費

無料! 

ー■ 

ビジネスチャンス 

技術を活かし、医療機器分野に参入したタイを代表する中小企業。
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●共催：
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■≪BOI大阪共催≫アセアン

日本の中小

「タイ国投資

 ■お申込みは

          または

「タイ国投資

フリガナ  

会社名  

 種  

フリガナ  

参 加 者

氏名 

 

 

mail  

※申込締切: 平成

●主催：タイ王

UBM Asia
●共催：大阪府

協力：(独)日本貿易振興機構

大阪・海外市場プロモーション事業推進協議会

お問合せ：公益財団法人大阪産業振興機構

          TEL: 06

                                   

 

大阪共催≫アセアン

中小製造業に

国投資最新情報

申込みは https://www.mydome.jp/form/add/113

または  FAX: 06

国投資最新情報と

平成 29 年 1 月 12

王国大阪総領事館、タイ投資委員会

UBM Asia (Thailand)
大阪府 

日本貿易振興機構

大阪・海外市場プロモーション事業推進協議会

公益財団法人大阪産業振興機構

TEL: 06-6947

                                   

大阪共催≫アセアン地域における

製造業にとっての海外

情報と中小

https://www.mydome.jp/form/add/113

FAX: 06

と中小製造業

2 日(木) ※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。

総領事館、タイ投資委員会

(Thailand) 

日本貿易振興機構(ジェトロ

大阪・海外市場プロモーション事業推進協議会

公益財団法人大阪産業振興機構

6947-4088  FAX: 06

                                    

地域における

海外投資戦略

中小製造業の

https://www.mydome.jp/form/add/113

-6947-

中小製造業のビジネス

所在地 

 

TEL 

FAX 

所属部課

役 職 

●海外取引の有無

●海外ビジネス拠点

国名 

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。

総領事館、タイ投資委員会

ジェトロ)大阪本部

大阪・海外市場プロモーション事業推進協議会

公益財団法人大阪産業振興機構 経営支援部

4088  FAX: 06-

地域における企業戦略構築セミナー

戦略を考える

製造業のビジネスチャンス

https://www.mydome.jp/form/add/113

-4326 

ビジネスチャンス」申込書

 〒 

 

  

所属部課 

 

 

取引の有無(○で囲んでください

●海外ビジネス拠点の有無

 → 

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。

総領事館、タイ投資委員会(BOI)大阪事務所、

大阪本部(予定)、大阪商工会議所、

大阪・海外市場プロモーション事業推進協議会 

経営支援部 国際ビジネス支援課

-6947-4326

構築セミナー

考える 

ビジネスチャンス

https://www.mydome.jp/form/add/113

申込書   

○で囲んでください

の有無   有

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。

事務所、(公財

、大阪商工会議所、

国際ビジネス支援課

4326               

構築セミナー■    

ビジネスチャンス」 

https://www.mydome.jp/form/add/113

      

○で囲んでください) 有 ・ 無   

 ・ 無 (検討～

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。

公財)大阪産業振興機構

、大阪商工会議所、 

国際ビジネス支援課 

          ※参加証は発行いたしません

 

https://www.mydome.jp/form/add/113 

 

     平成   

    国名 → 

検討～準備中) ・

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。

大阪産業振興機構、

 (担当: 大地)

※参加証は発行いたしません

参加費

 年   月  

 無(予定なし)

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。

、 

) 

※参加証は発行いたしません

費無料

  日 

) 

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。 

※参加証は発行いたしません 

無料 


