
 

 

 

     

「セミナー：タイにおける投資機会」開催のご案内 

－2013年 9月 11日（水）－ 

 

謹啓 

時下の候、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

日本経済が大きく様変わりし、かつて日本企業が保持していた競争力にも少なからずの影響を与えていることは否

定できません。このような中、長期的に事業を継続させるために日本企業の皆様は今までの経営戦略の変更や貿易、

海外生産、共同事業など新たに国外での事業展開についてもひとつの選択肢として検討されているのではないでしょ

うか。特に、中小企業様の海外展開へのご関心が高まっておりますが、検討するにもどこからどのように始めればよ

いのかお困りかも知れません。 

そこで、投資促進を任務とするタイ投資委員会(BOI)大阪事務所は、タイ政府を代表いたしまして海外事業の有望

な展開先の１つとして、タイで事業展開する場合の基本的情報をご提供させていただきたいと思います。もし、貴社

が海外で新たなビジネスチャンスをご検討中でしたら、ぜひ、当事務所が主催します「セミナー：タイにおける投資

機会」にご参加下さい。このセミナーでは、タイのビジネス環境や基本的事項と既進出日系企業様よる経験談をお聞

きいただけます。 

また、同日の午前中は事前受付にて個別の投資相談会も開催いたします。タイでのビジネス展開をご検討中の企

業様にはまたとない機会ですので奮ってご参加いただきたいと思います。セミナーおよび個別投資相談会に参加ご希

望の方は、参加申込書に必要事項をご記入の上、８月３０日（金）迄にＦＡＸ（あるいはメール）にてご返信くださ

いますようお願い申し上げます。 

謹白 

 

■ 日時  2013年 9月11日（水） 14:00 – 16:30  (13:30開場) 

■ 会場  ホテルクレメント徳島 ４階「クレメントホール東」 

〒770-0831 徳島県徳島市寺島本町西１丁目６１番 TEL.088-656-3111 

http://www.hotelclement.co.jp/access/index.html 

■ 参加費 無料 

＜主催＞  タイ投資委員会(BOI)大阪事務所 

＜後援＞     株式会社阿波銀行 
 

                                  セミナープログラム （予定）         ＊英―日 逐次通訳 

10:00-12:00  事前申込みによる個別投資相談会 （会場：ホテルクレメント徳島） 

13:30-14:00 受付  

14:00-14:10 ご挨拶 タイ王国大阪総領事館 総領事 マーノップチャイ・ウォンパックディー 氏 

14:10-15:00 

 

 

講演 

 

 

「タイの投資環境と投資奨励政策について」 

タイ投資委員会(BOI)本部 化学・製紙・プラスチック・サービス産業部 

エグゼクティブディレクター  サリン・ウィサーンサワット 氏 

15:00-15:30 講演 
「タイでビジネスを始めるための法規制について」 

タイ投資委員会(BOI)大阪事務所 所長 ソンクリン・プロイミー 氏 

15:30-15:50 休憩  

15:50-16:20 講演 
既進出日系企業による「タイでの操業についての経験談」 

ナイス株式会社海外事業部 執行役員    奥山 元資 氏 

16:20-16:30 質疑応答  
 

 

 

http://www.hotelclement.co.jp/access/index.html


参加申込書            AWA 

 

 

「セミナー：タイにおける投資機会」 

2013年 9月 11日（水）ホテルクレメント徳島 

送付先 FAX ： 06-6271-1394 / E-mail： osaka@boi.go.th 
 

 参加者お一人につき申込書１枚となっています。複数名お申込みの際は、コピーしてご使用下さい。 

 前回のタイ投資セミナーにご参加された方は、変更事項がない場合は、ご氏名、貴社名のみで結構です。 

御芳名 

フリガナ 
(英文) 

御役職  
(英文) 

 

御所属  
(英文) 

 

貴社名 

フリガナ 
(英文) 

御住所 〒 

TEL: (         )        -                                               FAX: (         )        - 

Email:                    携帯電話： 

 

貴社の業種 ※最も該当するもの１つを選択してください。 

[製造業]  □ 農業・食品   □ 自動車関連   □ 機械・金型   □ 金属・金属部品 

  □ 電機・電子部品 □ プラスチック・ゴム   □ 化学   □ 軽工業 

  □ その他（           ） 

[非製造業] □ 商社       □ 物流         □ 輸送 

  □ 政府機関    □ 非営利団体・機関  □ 銀行 

  □ コンサルタント □ 報道        □ その他（           ） 

貴社の事業規模  □1～100人未満    □101～200人    □201人～400人    □401人以上 

貴社の投資状況 

□ タイに進出していない 

 □ 今後、タイに進出する計画がある  （ ）1年以内 （ ）3年以内 （ ）それ以上 

 □ 現在、タイへの進出を検討していない 

□ タイに既に進出している 

 □ 今後追加投資計画がある 

 □ 現在、追加投資が特にない 

 

ＢＯＩ担当官による個別投資相談会へのご参加募集（こちらの締め切りは8月30日（金）まで） 

同日の午前中、10:00-12:00 の間でホテルクレメント徳島にて、BOI の担当官による個別投資相談会を実施します。面談をご希望

される場合は、下記にチェックを入れて、別紙「個別投資相談会参加申込書」をご記入上、セミナー参加申込書と併せてご返信

下さい。 

☐ 面談希望  

*お申込み多数の場合はご相談内容によって選考させていただきます。なお、今回の個別相談会にてご対応させていただくことが

できなかった企業様についてきましては後日、別途対応させていただきますので、予めご了承ください。 

*お申し込み後、当事務所より追って選考結果をご回答申し上げます。（万が一、申込書ご送付後３日経っても当事務所からの返

信が無い場合は、恐れ入りますが貴社より当事務所まで状況をご確認いただきますようお願いします。） 

※ 申込み受領確認の返信は特にいたしません。当日は会場受付にて名刺を申し受けますのでご用意ください。 

※ ご記入いただいた個人情報は、参加者リストの作成等、当事務所からの各種ご案内をお送りする目的のみに使用します 

 

お問い合わせ:  タイ投資委員会(BOI)大阪事務所   

Tel: (06)6271-1395  E-mail: osaka@boi.go.th 

mailto:osaka@boi.go.th


貴社名

Company Name

出席者①

Attendee①

出席者②

Attendee②

出席者③

Attendee③

1.日本での既存ビジネスライン : Existing Bussiness Line in Japan

製造品目

Manufacturing

取扱い製品

Trading

その他

Others

2.タイでの既存ビジネスライン : Existing Bussiness Line in Thailand  ※現時点でタイに未進出の方は記入不要です。

製造品目

Manufacturing

取扱い製品

Trading

その他

Others

（英文）

（和文）

（和文）

（和文）

（和文）

（英文）

（英文）

（和文）

（英文）

（英文）

（和文）

（英文）

（和文）

（英文）

（和文）

（英文）

（英文）

（和文）

（英文）

個別面談記録用紙（One-On-One Meeting Application Form）

（和文）
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個別面談記録用紙（One-On-One Meeting Application Form）

3.タイへの投資プラン : Future Business Investment Plan in Thailand

業務内容

Business

投資予定額

Total Investment

立地予定地域

Lcation

4.質問事項 : Questions

※事前申請事項は、以上になります。ご記入ありがとうございました。

Potential Investment

 　□　Yes

　　　　□ 1.Will Investment／Expand soon              □ 2. Under Study            □3. Potential Business

 　□　No

Status

 　□　Finished

 　□　Wait for further information of

            1.     

            2.     

（和文）

（和文）

面談でご質問される予定の
項目がございましたら、ご記
入ください。
※可能な範囲で、英文も併
記してください。                
Please write questions 
which you want to ask 
during meeting. *It would be 
appreciated, if you could 
write down in  English.

（英文）

　　　　　　　　　　 百万バーツ : million Baht

[BOI使用欄]

　　　　　　　　　　 百万円 : million Yen円

バーツ

（英文）
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