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企業名 写真 種別 事業概要 課題、求める商材、商談したい日本企業 備考（同社の強み等） URL

1 食品
Betagro Public
Company
Limited

ローカル
食品・加工食品・冷
凍食品の製造販売

１．機械化の推進：お弁当、ハンバーガー、サンドイッチ、ホットドック等の製造において、
　　カット、分別、充填工程、包装工程等を機械化したい。

２．品質改良：
　①生鶏肉・豚肉の賞味期限を延ばしたい。菌の発生防止、ドリップ防止、食感の維持の
　　観点から提案して欲しい。
　②機能性原料、調味料等新素材を発掘したい。

３．代替肉の品質改善に向けたパートナー探し：色・味・見た目・食感等本物の肉に
　　近い品質改善したい。サプライヤーの場合は原料を紹介してほしい。パートナー
　　の場合は一緒に共同開発したい。

４．OEM受託事業を拡大したいため、日本市場向けの加工食品、冷凍食品をOEM先を
　　探している日本企業とマッチングしたい。

・タイ王国において豚肉の生産量第1位、鶏肉の生産量第２位を誇る総合アグリビジネス会社。

・創業より今年で54周年を迎え、着実に成長を遂げている。

・主要5大事業：①鶏肉製造加工販売事業、②豚肉製造加工販売事業、③家畜用飼料
　事業及びペットフード事業、④家畜用薬剤事業、⑤その他(外食チェーン、不動産
　事業、企業向ソフトウェア)

betagro.com

2 食品
Pet Focus Co.,
Ltd. (Betagro
PCL.)

ローカル
ペットフードの製造
販売

１．犬・猫用のDry foodと言われる分野で病気になった犬・猫の療法食（治療食）の
　　日本企業からのOEMを受けたい。

２．自社ブランド商品を健康素材等を導入し、付加価値を高めたい。

・タイの食品産業のリーディングカンパニーであるベタグロ社の子会社。

・高品質の原材料にこだわっており、顧客のニーズに応じ、柔軟な対応（商品設計、
　MOQ)。

・商品開発チーム、徹底に嗜好性調査を行う。

・ハラル認証を含む国際認証取得済の工場にて生産。

https://corpora
te.betagro.com
/brands/brand-
pet-food

3 食品

Ichitan Group
Public
Company
Limited

ローカル 飲料の製造販売

１．飲料用の日本のお茶原料、健康、機能性を訴求できる原材料等新素材を導入したい。

２．自社工場を活用したOEM生産にも対応可能。
　①顧客のブランドでOEM受託
　②同社の販売チャネルを活用する前提での共同開発、OEMも可能

・マーケティング戦略が強く、「Ichitan」ブランド名で、タイの飲料業界では最も
　有名なブランドであり、ASEAN各国への販売チャンネルを持っている。

・オーガニック素材にこだわっており、グリーンティーの他、7種類のハーブティーや
　フルーツ飲料等も開発販売している。

・無菌コールドパッキング技術にて必要な栄養やビタミンがキープできる生産技術があり、
　環境にも優しい素材で提供。

・年間10億本の製造能力がある。

www.ichitangro
up.com/en/

4 食品

PTT Oil and
Retail
Business
Public
Company
Limited

ローカル
Café AMAZON等の
経営

１．焼き菓子（クッキー、フィナンシェ、パイ）等日本品質の菓子商品をタイの自社店舗で
　　販売したい。

２．「ツナ」、「ハム」、「ゆでたまご」のサンドウィッチの賞味期限を3日から、
　　できれば7日間に延ばしたい。

３．商品のパッケージを改良したい。「プラスチック減」、「消費者にとって簡単開閉
　　で便利」、「他社とは違う独自性」等提案があれば検討したい。

・自社のガソリンスタンドを活かしてに「Café Amazon」を運営している。タイ国内だけで3,000店舗
以上を持ち、200店舗以上の海外店舗も経営。

・飲料メニューの他にベーカリー製品のメニュー開発も行っている。

www.cafe-
amazon.com

5 食品
Sun Yang
Food Co.,Ltd.

ローカル
スナック菓子の製造
販売

１．生産性を上げるため、自社の製造ラインを自動化にして継続的な製造ラインに
　　したい。製品は串製品であり、整列工程、ソースに漬ける工程等、全自動化したい。

２．高齢者向けの1食で必要な栄養が摂れる食品等の開発をしたい。

３．日本での展開を希望する商社を紹介して欲しい。

・主要事業は油を使わずにローストしたイカ・魚シートから作るスナック菓子、
　缶入りフルーツジュース（ライチ、グアバ）、あられ、トレードの4カテゴリー。

・46年を超える長い歴史を持ち、昔から知られている有名ブランドである。

・国際認証取得をした工場で生産しており、国内外にて販売。

www.sunyangf
ood.com

6 食品
Taveephol
Product Co.,
Ltd.

ローカル 飲料の製造販売
１．自社商品のナタデココを星型、ハート型等にカットできる日系メーカーを紹介してほしい。

２．飲料用の新たなフレーバーを紹介してほしい。

・「Kato」ブランド名で約30年の経験を持ち、タイの1つの有名ブランドである。

・ナタデココも自社生産、1日当たり約40~50トンの製造量。

・ジュースの製造量は1日当たり200万ボトル（300ml/ボトル）。

www.taveephol
.com

7 食品
Thai Jtip Food
Co., Ltd.

ローカル
代替たんぱく質商品
の製造販売

１．代替たんぱく質商品の品質改良：
　①代替ソーセージを本物のソーセージに近い食感に改善したい。
　　また、豆原料に相性が良い接着剤（卵白粉末以外の物）を紹介してほしい。
　②こんにゃく由来のすり身のドリップ防止に関する添加物・技術を紹介してほしい。

２．香料・調味料の発掘：
　①代替ソーセージを本物のソーセージに近い香料若しくは調味料を発掘したい。
　②大豆たんぱく臭、小麦グルテン臭、マイクロプロテイン臭等原料由来のたんぱく質の匂いを
　　消臭するマスキング素材を紹介してほしい。

３．代替たんぱく質商品の生産技術・機械の情報を収集したい。

・20年以上の経験があり、植物由来のたんぱく質がメインな原材料である。

・原材料にこだわっており、全ての植物はNon GMOで、コレステロールや
　抗生物質は使用していない。

・取扱い品目が幅広く冷凍食品、即席食品、乾燥食品、ソース、ペースト等を持つ。

・自社ブランド製品は3つのブランド名を持っている。

www.jtipfood.c
om

8 食品
Thaveevong
Industry Co.,
Ltd.

ローカル 魚の加工、製造販売
チキンナゲット、チキンパティ、チキンウイング等鳥肉製品を植物由来の代替肉で製造するため
のたんぱく質原料の紹介をして欲しい。

・主要取扱い品目は魚のすり身、カニカマ、乾燥シーフード等。

・5箇所の生産工場を持ち、製造能力が2,500トン/月。

・ HACCP、GMP、ISO 9001、ISO/IEC 17025 :2008、Q-Mark、Halal認証を取得済み。

・国内のみならず日本、香港、シンガポール、アメリカ、ヨーロッパ等に輸出
　実績がある。

www.tvi.co.th/?
lang=en

9 食品
Trade Factor
Co.,Ltd.

ローカル
食品・調味料等の輸
入販売

１．商品のライナップを増加するため、お菓子、ソース、飲料、健康食品等高付加価値商品を
　　紹介して欲しい。

２．自社ブランドの醤油を高付加価値（プレミアム感を含む）するため、健康を訴求できる
　　日本の原材料・添加物を発掘したい。

３．ソースのパッケージを改良したい。求めるスペックは80°以上を対応できる素材で、
　　サイズは80～120ml。

・シンハービール（Boonrawd Brewery社）の100％子会社。

・自社ブランド製品もあり、主要取扱品目はスナック・調味料・ペースト等
　イノベーションのある商品が多い。

・国内のみならず、幅広く小売り用、業務用、E-commerceという販売チャンネルを
　持ち、グループ内会社である国際認証を取得した生産工場も持っている。

https://foodfac
tors.co.th/trade
-factor

10 食品
Ubis All Co.,
Ltd.

ローカル
食品添加物・原材料
の商社

１．免疫力アップ等の健康素材を導入したい。FDAの取得が可能で生産工場はISO 22000 /
　　HACCP / BRC認証を持っている工場を希望。

２．抹茶のパウダーや日本的テイストのFLAVORを発掘したい。

・飲料用の原料が主分野であり、原料・規制関係の知識、経験が豊富である。

・主要取扱品目はお茶、ハーブ、青果物、機能性原材料、香料、代替たんぱく質。

・25年以上の経験しており、自社の研究所を持ち、試作品の生産が可能。

・消費者のニーズに応じ、自社でカスタマイズして各顧客に提案が可能。

http://ubisall.c
om
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11 食品

Universal
Food Public
Company
Limited

ローカル
加工青果物、ジュー
ス、代替ミルクの製
造販売

１．パッケージ改良：シロップ漬け商品用の透明なプラスチック容器包装を発掘したい。

２．商品開発に使える新素材の導入：
　①「ゆず」や日本的テイストで飲料に使えるフレーバーを紹介して欲しい。
　②免疫力アップ等健康を訴求できる新素材を紹介して欲しい。

３．日本企業とのパートナーシップ
　①お互いの持っている素材・技術・販路を生かして飲料、果物・野菜缶詰め等の
　　共同開発をできる日系企業。
　②自社工場にてOEMの受注が可能。
　③飲料・缶詰め等を日本での展開を希望する商社を紹介して欲しい。

・「UFC」というブランド名で、タイ国内では有名な飲料ブランドである。

・主要取扱品目は加工青果物、100％ココナッツジュース、フルーツジュース、
　代替ミルク、そして調味料等。

・現在、タイ国内のみならず、世界38か国へ輸出していいる。

・国際認証取得をした2つの工場を持ち、生産能力が大きく、OEM受託の対応も可能。

https://ufcrefre
shcoco.com

12 BtoC商材 K.A. BRAND
CO., LTD.

ローカル
主にステーショナ
リー等の輸入販売

まだタイで販売されていない日本の文房具を製造している日系のメーカー
・タイショッピングモール内の文房具（Loft、高島屋、タイローカルショップ）等に
　チャネルを持ち、自社専用の棚がある。

・実家が40年以上続く印刷業で、ノート等の受注生産ができる。

https://www.k
a-
brand.com/sho
p

13 BtoC商材
CMJ intertrade
co.,ltd

ローカル
主にステーショナ
リー、キッチンウェ
ア等の輸入販売

１．デザイン性の高い日本の文房具、雑貨を製造している日系のメーカー

２．キッチンウェアの製造をしている日系のメーカー

・日本法人を持ち、貿易実務を自社で完結できる。

・SNSを活用したプロモーションを積極的に行っており、インフルエンサーを通じた
　日本商品のPRが得意。

・Loft、Kinokuniya等比較的高価格な商品、比較的低価格で販売するセブンイレブン
　等多岐に渡るチャネルがある。

https://www.c
mjintertrade.co
m/

14 BtoC商材
TSURUHA
(THAILAND)
Co.,Ltd.

在タイ日系 ドラッグストア
「Tsuruha Drug
store」の運営

１．スキンケア、ボディケア等の美容を訴求できる商品を製造している日系メーカー

２．化粧品、サプリメント

・株式会社ツルハホールディングスのタイ法人であり、タイにおいて22店舗を展開
　している。

・仕入れ、物流機能を有し、日本での売買が可能

https://www.ts
uruha.co.jp/ser
vice/thailand/

15 ＩＴ
Computer
Union Co.,Ltd.

ローカル

ITハードウェア、ソ
フトウェアの販売、
ソリューションの提
供

以下のサービスを提供する日系企業との協業によりタイでの展開を拡大したい。
①ITソリューション全般（特に、セキュリティ関係、電子カルテ等病院関係、ホテル関係）
②Big Data関連ソリューション

・タイ大手財閥サハ・ユニオン・グループのIT企業であり、同グループのネットワークを通じて、
　タイの政府機関や銀行等大手企業との取引がある。

・全国33か所にサービスセンターを保有している。

https://www.c
u.co.th/distribu
tor/about-us/

16
ＩＴ、もの

づくり

TOMAS
ENGINEERING
(THAILAND)
Co., Ltd.

在タイ日系

・製造業、物流業へ
のシステム開発、コ
ンサルティング事業
・製造業、物流業へ
の販売代理業

１．製造業、物流業の現場に活用できるシステム等の IoT, DX, AI 商材
（省人化、作業効率化、平準化・標準化、ポカ避けシステム等）

２．海外展開可能なパッケージシステム

・自社エンジニアを抱えているため、システムの要件定義、設計、開発、運用が可能。

・製造業、物流業の業務ノウハウ、知見があるため、商材を業務的、技術的な視点での理解
　が可能。

・日系企業への幅広い販売ネットワークあり。（在タイ日系企業80%、タイ企業10%、
　その他諸外国10%）

・日、タイ、英の3か国語対応

http://tomaseg
.com/ja/

17 ものづくり D S T L Co., Ltd. ローカル

鋳造および自動車産
業向けの生産ライン
ソリューションや機
械

１．設計段階から一緒に顧客対応ができる「計測器、測定、自動化、制御システムおよび
　　生産ラインの検査等」の日系メーカー

２．自動車製造ラインの生産性向上に向けた装置等を提案できる日系企業
1993年から製造の技術力、同分野のタイ大学研究者とのネットワークを持ち、新技術の獲得に取組んで
いる。

http://www.ds-
tl.com/en/

18 ものづくり
Hatari
Technology Co
Ltd

ローカル

扇風機、空気清浄機
を製造するタイ家電
メーカー「Hatari」
社のグループ商社

１．原価低減に向け、エアクーラー、空気清浄機の部品、素材を持つ日系企業。
２．工場の部分的な自動化等生産効率向上に向け提案力のある日系企業
３．タイ全国にある大型量販店へのチャネルを利用し、自社の家電製品等のテスト
　　マーケティング等を希望している日本メーカー
４．自社工場での日系企業からの家電品等のOEM生産、共同製品開発等のの対応が可能。
　　また、プラスチック射出成型機が数百台あり、プラスチック成型のアウトソーシング
　　先としても活用可能。
５．同社および協業メーカー製品の日本展開に関心がある日系商社等

・親会社のHatari社は、扇風機等を年間を1,000万台製造しており、タイ国内中にチャネル
　網を持つ。

・コロナ対策、PM2.5対策対応の空気清浄機等の開発意欲が高い。

https://www.h
atari.co.th/

19 ものづくり

Lohakit Metal
Public
Company
Limited

ローカル
コイルセンターとし
ての機能と共に高難
度の板金加工の受託

１．自社の有する販売網とのシナジーが見込める新技術
 （EV、蓄電、ITソフトウェア等）を持つ日本（在タイ日系含む）のメーカー

２．自社遊休地、空きスペースを活用し、マーケットリサーチをしたい等、
   将来タイ進出を検討している日本企業 （経理、人事労務関係のサポートも可能）

・自動車産業（Tier1、Tier2)、電機産業が求める加工技術と販売網を構築している。

・新たなビジネスへの投資意欲があり、新技術への関心が高い。

http://www.loh
akit.co.th/index
.php

20 ものづくり
Number One
Holding Co.,
Ltd.

ローカル
鉄道関連機器、資材
の輸入販売

特に次の5点に関わる機器を希望しているが、鉄道関連の機器等であれば
他のカテゴリーでも商談の可能性有り。
また、タイ国内の代理店をしての活用も可能性有り。
　　①鉄道変電所関連
　　②鉄道信号関連
　　③鉄道関連のInnovation技術や機器
　　④鉄道関連のEV機器
　　⑤自動車の充電ができるポータブル充電器等

親会社(Thai Picon & Industry)はタイ鉄道市場の有力顧客を保有し、自社内でコンクリート枕木等を製
造販売。同社は、主にそれらの顧客を対象として鉄道関連機器や資材の輸入販売を安定的に展開。

https://www.n
umberoneholdi
ng.com/

21 ものづくり
Max Value
Technology
Co., Ltd.

ローカル
検査装置、測定機器
等の販売

自動化の生産設備やラインへ組込んで、生産性向上や品質向上等に役立つ機器、ユニット、
検査装置等を持つ日系企業。特に新製品や新技術を期待。
＜事例＞
①生産性向上：ロボット等の省力化機器、搬送スピードアップ機器、等
②品質向上：外観検査機器、計測精度が向上した計測器、等
③環境や安全への配慮：省エネ、エアリーク対策、騒音対策、等の機器

・従来より、欧米系の機器（計測器、検査機、生産用機器等）を主に扱っており、顧客は
　日本の工場が多い。

・同社社長は、タイ下請け協会の役員として業界に貢献している。

https://www.m
axvalue.co.th/

22 ものづくり
TKK
CORPORATIO
N CO.,LTD.

ローカル
工業用部品やFAソ
リューションの総合
商社

以下3点の提案ができる日系企業。
①現状作業の容易化、的確化、効率化、品質向上に役立つ、AI活用の工場用ツール
　　　・ロボットプログラミング作業
　　　・生産計画立案作業
　　　・ピックキング時の画像処理
　　　・特性値検査データの解析～判定、等

②現状作業、自動化工程の改善に役立つツール
　　　・従来機器の更新導入によって、環境改善（省エネ、騒音振動抑制等）
            や品質向上（従来検出不可能だったモードの検出可能化、計測精度向
　　　　向上、等）および生産性向上につなげられるツールや機器

③AMR（自動搬送ロボット）関連
　　　・日本製AMR
　　　・AMR採用による工場内搬送システムとしての提案も期待
　　　・ローダー、アンローダーの機能を備えた多機能AMR

・自動車産業、食品産業、電子産業、機械産業等に幅広く販路を持ち、在庫、貿易、
　物流、メンテナンス機能を有している。

・多くの日本メーカー品の代理店を担っている。

https://www.tk
kcorporation.co
m/

23 ものづくり

TRUSCO
NAKAYAMA
CORPORATIO
N(THAILAND)
LIMITED

在タイ日系 プロツール（工場用
副資材)の卸売業

顧客への即納を強化するため、タイにおける在庫アイテム数を増加させたい。
※生産現場、建設現場、物流現場で必要となるプロツール（工場副資材）を継続的に供給できる日本
メーカー及在タイ日系メーカーを希望

・工場等ユーザーへの即納主義を重視しており、日本には約48万点、タイには約7万点の在
　庫を有しており、タイにおけるものづくりに貢献している。今後も積極的にアイテムを増
　加する意欲がある。

http://www.tru
sco.co.jp/comp
any/overseas_s
obsidiary.html
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