
会社概要 

■参加者情報 
参加者 クリアンクライ・マノプラチャイラト 役 職 常務取締役 

年齢 43 歳 連絡先 E-mail kriangkrai@ccsgroups.com 

■組織情報 

企業名     C.C.S. ADVANCE TECH CO.,LTD.

住 所 54/2 M.9 Soi Kantana Bangyai-Bangkoolad Rd. Bangmuang, Bangyai, Nonthaburi 11140 

代表電話 (+66)2-443-6950 ＦＡＸ番号  (+66)2-443-6966 

本社 HP URL www.ccsgroups.com 代表 E-mail - 

法人設立年月 2004年 1月 20 日 資本金 250,000,000 バーツ 

従業員数 1,000 人 年 商 995,000,000 バーツ 

事業内容 飛行機部品を初めあらゆる種類の金属・プラスチック部品の製造・加工を行っております。

【事業の強み】

金属・プラスチック金型の型締装置製造用の高機能な精密工作機械を持っております。また、弊

社は国内企業一社目の航空宇宙産業向けの AS9100、NADCAP認証を取得できました（航空宇宙

産業は資本金の額が大きくて、お客様のニーズに対応できる技術を持つ人材が必要な事業であ

る）
【今後の挑戦したいこと】

現在、弊社は飛行機部品製造業務を行っておりますが、将来的には部品製造・組立作業に拡大て

いきたいと思っております。

今回参加を希望す
る理由

新しいことを学び、経験したいと思います。また、技術を持っている製造業と別の業界の企業と
のコネクションを作りたいと思います。

国内拠点       1  ヶ所   地域（      Nonthaburi 県           ） 

国外拠点       0  ヶ所     国（                  -                     ） 

飛行機部品 空港用設備 金型



会社概要 

■参加者情報 
参加者 ワッサモン・シャヤパム 役 職 ゼネラルマネージャー 

年齢 33 連絡先 E-mail watsamon@bn-industry.com 

■組織情報 

企業名     BOLT & NUT INDUSTRY CO.,LTD.

住 所 
215-215/1 Moo 12, Bangna-Trad Rd., Bangplee-Yai, Bangphli, Samutprakarn 10540, 
Thailand 

代表電話 (+66)2-316-1987-9 ＦＡＸ番号  (+66)2-316-0413

本社 HP URL www.bn-industry.com 代表 E-mail watsamon@bn-industry.com 

法人設立年月 1991年 資本金 20,000,000バーツ 

従業員数 150人 年 商 150,000,000バーツ 

事業内容 冷間鍛造・特注のボルト・ナット、自動車部品、農業用設備部品の金属部品加工事業

【事業の強み】

自社で金型の設計・製作することができること

お客様のニーズに合わせて、生産量を調整できること

リーズナブルの値段・納期内で高品質な製品を納品すること

【今後の挑戦したいこと】

もっと自社製品の輸出を伸ばしたい。または、ビジネスパートナーとして日本企業と金型製造・金
属部品加工関連等のビジネスをしたい。

今回参加を希望す
る理由

島根県に興味があり、将来的に役に立てることを島根県内にある事業から見学したい。 

国内拠点       1  ヶ所   地域（      Samutprakarn 県           ） 

国外拠点       0  ヶ所     国（                  -                     ） 

自動車部品 特注のボルト・ナット 農業用設備部品



会社概要 

■参加者情報 
参加者 ヤーナポン・リンパナチョークチャイ 役 職 輸出管理マネージャー 

年齢 45 歳 連絡先 E-mail tortommy@gmail.com

■組織情報 

企業名 CHOKCHAI AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD.

住 所 
229/3 Moo 4 Soi Petchkasem 99, Petchkasem Rd., Omnoi, Krathumbaen, Samut Sakhon 
74130

代表電話 (+66)81-424-1688 ＦＡＸ番号 -

本社 HP URL www.chokchai.co.th 代表 E-mail Yanapol.l@chokchai.co.th

法人設立年月 2001 年 1月 資本金 500,000 USD

従業員数 300 人 年 商 -

事業内容 農業用設備製造業 

【事業の強み】

刈取・田植え機械向けの最先端技術を持つこと

【今後の挑戦したいこと】

ミャンマー、インドネシア、インド、アフリカの市場に挑戦したい

今回参加を希望す
る理由

タイ・日本両国の新しいコネクションを作りたい

国内拠点       1  ヶ所   地域（ Samut Sakhon 県  ） 

国外拠点       0  ヶ所 国（                  -                     ） 

パワーティラー ロータリーティラー 農業用トレーラー



会社概要 

■参加者情報 
参加者 シーラユット・ブーンサラック 役 職 アシスタントマネージングダイレク

ター（副社長）

年齢 35 歳 連絡先 E-mail bc@gif.co.th 

■組織情報 

企業名     G.I.F. ENGINEERING CO.,LTD.

住 所 420 Soi Watphaingeon, Chan Road, Bangklo, Bangkoleam, Bangkok, 10120 Thailand.

代表電話 (+66)2-673-1513-5 ＦＡＸ番号  (+66)2-673-1517 

本社 HP URL www.gif.co.th 代表 E-mail bc@gif.co.th 

法人設立年月 1992年 2月 19 日 資本金 5,000,000 バーツ 

従業員数 280人 年 商 280,000,000 バーツ 

事業内容 自動車部品・農業用設備・射出成型品製造業

【事業の強み】弊社はグローバルスタンダードと同等の品質システムで社内金型設計製作可能な製造業で

す。事業が断続的発展できるように最先端技術の生産管理システムを導入し、金型設計・メンテナンス専門

家や自動化設計チーム等専門性が高い人材を作っておりますので、自社で機械を作ることができます。そし

て、製造業業界の中で競争できるために弊社の方針として各部のコスト削減・改善活動を行っております。

また、各業界のお客様のニーズを対応することができます。

【今後の挑戦したいこと】

テクノロジーの高速進歩とともに、新しい自動化設備を導入することによって従業員数を減らしたい。ま

た、事業の成長率を伸ばすために新しいビジネスに事業を拡大して行きたい。

今回参加を希望す
る理由

合弁、一緒に製品販売、または一緒に新しいビジネスを作ることなど日本企業と一緒にビジネスをしたい。
そして、弊社は今回の交流会に参加することによって、日本企業と意見交換することができればと思いま
す。

国内拠点       1  ヶ所   地域（      バンコク           ） 

国外拠点       0  ヶ所     国（                  -                     ） 

クランプ リテーナー リング

自動車部品



会社概要 

■参加者情報 
参加者 チャンウィット・ワサンタナラット 役 職 ディレクター 

年齢 46 歳 連絡先 E-mail chanwitaya@gmai.com 

■組織情報 

企業名     THAI HEALTH PROMOTION FOUNDATION

住 所 
ThaiHealth Centre, 99/8, Soi Ngamduplee, Thung Maha Mek, Sathorn,  Bangkok 10120, 

Thailand 

代表電話 (+66)2-343-1500 ＦＡＸ番号  (+66)2-343-1501 

本社 HP URL www.thaihealth.or.th 代表 E-mail - 

法人設立年月 - 資本金 - 

従業員数 150人 年 商 3,000,000,000 バーツ 

事業内容 タイ国民の健康支援を行っております。

【事業の強み】タイ国民の健康支援を行っております。また、当機関は首相の管理監督下にある政府機関で、

保健省、労働省、教育省、国家経済社会開発庁などの 9 つ省庁に加え、8 つの独立した専門家から構成され

たガバナンス委員会が運営しています。 

【今後の挑戦したいこと】

健康や福祉関連の商品に興味を持っております。

今回参加を希望す
る理由

セミナーの講師として参加させていただきます。

国内拠点       1  ヶ所   地域（      バンコク           ） 

国外拠点       0  ヶ所     国（                  -                     ） 


