タイビジネス商談会
＠Medtec Ja pa n2 018

4 月19 日（木）

①オルソピィシア

Orthopeasia Co.,Ltd.

10:0 0〜17:0 0

東京ビッグサイト
Medtec Japan2018会場内
東5ホール ブース番号：2101

主催：独立行政法人中小企業基盤整備機構、タイ国工業省、
タイ工業連盟医療健康機器製造業部会
後援：国際機関日本アセアンセンター、
一般社団法人首都圏産業活性化協会（TAMA協会）、
一般財団法人日本福祉用具・生活支援用具協会、
一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構

■社長：ウィニット・リットシーマ
■設立：2002年

■従業員：180人

■資本金：8,500万円
■売上高：5億7,800万円
■主要製品･サービス：
整形外科用インプラント
（後部胸腰安定、
前方頸椎安定、大腿骨ネジ）

M e d t e c J a p a n 2 0 18会場内にて、
医療機器関連のタイビジネス商談会を開催します。

②ノバメディック

■設立：2008年

■従業員：50人

■資本金：1億500万円
■売上高：2億4,200万円
■主要製品･サービス：
外科縫合糸(針付、無）、
創傷被覆材（創傷用、火傷用）
■http://www.novamedic.co.th/en/
■ISO13485

Thai Adhesive Tapes Industry Co.,Ltd.

・タイで最初の縫合糸製造会社。
・縫合糸は多様なサイズ、素材、吸収性
有無とモデルレンジが豊富。
・日本市場への販売とともに、日本から
の縫合糸、創傷材の新技術導入に関
心あり。
・商談ではタイの高齢化に備えて介護製
品、技術にも期待している。

④カスタマイズ・テクノロジー

Customized Technologies Co.,Ltd.

■社長：
トラタット・アパッタナノン
■設立：2010年

■従業員：8人

■資本金：1億1,000万円
■売上高：2,600万円
■主要製品･サービス：
頭蓋・口腔顎顔面矯正用インプラント
（PMMA製、UHMWPE製、
チタン
メッシュ製）、人工関節（UHMWPE製）
■http://www.customized.co.th/

■ISO9001,ISO13485,CE

③タイ・テープ

Novamedic Co.,Ltd.

■社長：アディソン・アーパースィラット

■http://www.orthope.com

・精密機械加工技術をベースにインプラ
ント専門メーカー。タイ東部のEECプ
ロジェクトで新工場を検討、関節形成
インプラントの生産を計画中。
・日本からは鍛造機を探している。
・関節形成システムを課題としており、日
本企業からの技術に関心高い。
・MeDic協会の会長職を兼任。

・腫瘍や外傷に起因する頭蓋顔面異常
の矯正用インプラント専門メーカー。カ
スタム品の迅速対応が強み。
・15年以上の製造経験あり。販路はタイ
国内病院向けで80病院に約1500件の
実績あり。
・日本企業からはRP機（ラピッドプロット
タイピング）で使用する新素材を探して
いる。

■部長：ウィラット・オバラシット
■設立：1989年

■従業員：300人

■資本金：1,600万円
■売上高：42億円
■主要製品･サービス：
包帯、創傷被覆テープ、外科用テープ、
スポーツ用テープ、絆創膏
■http://www.thaitape.co.th/
■ISO13485,ISO9001

・産業用粘着テープ製造大手。粘着技
術をベースにヘルスケア分野に参入。
・外科用・創傷用テープ、包帯、絆創膏
を低アレルギー、透明色等各種サイズ
を豊富に揃えている。
・病院やドラッグストアールートに強み。
・商談では医療用テープ分野の新商品
やスポーツテープに関心あり。

⑤CVP メディカル

CVP Medical Technology Co.,Ltd.

■取締役
（営業担当）
：
センチャン・パサナバン
■設立：2000年

■従業員：98人

■資本金：2,400万円
■売上高：5億5,600万円
■主要製品･サービス：
人工透析原液、透析パウダー、
透析用血液チューブ、
ミキシング機、RO水
■http://cvpmed.com
■ISO13485,ISO9001

・人工血液透析関連機器メーカー。国内
公立・私立病院向けに納入。
・投資案件では血液回路の組立ライン
増設を計画している。
・日本企業からは生産分野で血液回路
組立工程の省力化、自動化、部材では
動 静 脈 用フィスチュラニードル、カ
ニューレに関心あり。

⑥ポース・ヘルスケア

⑦ナムミワット・エンジニアリング

■CEO：ピシット・ウィルンロート

■社長：ウィロージ・チャイタードキィット

■設立：1987年

■設立：1970年

Pose Health Care Ltd.

Namwiwat Engineering (1992) Co.,Ltd.

・感 染 症予 防の 消 毒 、殺 菌 専 門メー
カー。クリーナーを病院用、家庭用に多
■資本金：3,300万円
品種揃え、新製品開発にも熱心。
■売上高：6億5,600万円
・販路は病院・ドラッグストアー向けに強
■主要製品･サービス：
みを持ち、輸出も一部あり。
消毒クリーナー、殺菌クリーナー、
・商談では日本市場向けに販売を期待し
うがい薬、
（工事中） ているが、日本企業の持つ感染症予防
■http://www.posehealthcare.com
関連の技術にも関心が高い。
■ISO13485,ISO9001
■従業員：80人

■従業員：160人

■資本金：1億500万円
■売上高：9億6,600万円
■主要製品･サービス：
滅菌機、乾燥機、洗浄機、
ステンレス製品
■www.namwiwat.com
■ISO13485,ISO9001

・圧力容器・切削加工技術をベースに滅
菌機を蒸気・EOガス・高温・低温・プ
ラズマ式と多様な仕様で生産。
・病院向けCSSDの設計、製造、工事か
ら関連機器の設置、サービスまで一括
受注できる強みを持つ。
・日本企業からは低温滅菌技術、EO滅
菌技術の導入に関心が高い。

⑧トライウィワット・インタートレード

⑨スターズ・マイクロエレクトロニクス

■社長：スティー・
トライウィワッタナウォン
■設立：1978年
■従業員：90人
■資本金：7,400万円
■売上高：1億5,900万円
■主要製品･サービス：
ガラス製注射器・アンプル、
ラボ用ガラスチューブ
■http://syringes.triviwat.com/
triviwat-intertrade-co-ltd
■ISO13485,ISO9001,FDA

■本部長(調達）
：ポロムポン・チャイヤクン
■設立：1995年
■従業員：1300人
■資本金：99億7,500万円
■売上高：64億500万円
■主要製品･サービス：
PCBアセンブル、ICパッケージ、
光ファイバー、
インプラント
■http://www.starsmicro.com/en/
aboutus.php
■ISO14001,ISO9001

Triviwat Intertrade Co.,Ltd.

・ガラス成型技術でガラス製注射器を
TRIVIWATブランドで生産販売。タイ
病院では知名度が高い。
・日本企業とも付き合いがあり、注射針
を探している。
・ガラス製注射器製造関連で技術連
携、特に金型コーティングに関心が高
い。販売、合弁での商談を期待。

⑩スラナリィ・メディカル

Suranaree Medical Equipment Co.,Ltd.

■社長：マトゥロット・チャイウォラポーン
■設立：1993年

■従業員：20人

■資本金：1,100万円
■売上高：3,200万円
■主要製品･サービス：
小型遠心分離器（臨床検査用、
ゲルカード用）、減圧閉鎖創傷治療器
■http://www.suranaree-sme.com/
■ISO9001

・臨床検査と血液成分分離用の小型遠
心器、創傷治療用ポケット型の減圧閉
鎖治療器の専門メーカー。
・臨床検査用の遠心器製造を得意とし
ており、年内に新工場の建設を計画。
・臨床検査用遠心器の高速、低速モー
ター、減圧閉鎖治療器のポンプの調達
に関心あり。

Stars Microelectronics (Thailand) Public Co.,Ltd.

・PCBアセンブル技術、ICパッケージ技
術をコアに電気電子・自動車業界等幅
広くEMSビジネスを展開している大手。
・医療機器分野のEMS受託に関心が高
く、歯科用インプラント、動物用プレー
ト・ネジ販売先も探している。
・日本企業とはOEM等幅広い商談を期
待している。

⑪J サミット

J Summit Co.,Ltd.

■部長：ティティウット・ワシラウィロート

・患者への酸素供給に必要な調整機器
類を専門に扱うメーカー。
・治療ニーズに合わせ、
酸素圧力、流
■売上高：2億4，
200万円
量、加湿に最適な機種を供給できるの
■主要製品･サービス：
が強み。
酸素供給システム
（圧力調整機、流量計、
・商談では、自社ブランド品の販売、
加湿機、
カニューレ）、吸引機器類
OEM受託、自社品を補完する日本製
■http://j-summit.com
品の輸入等の討議を期待している。
■ISO9001
■設立：1995年

■従業員：41人

■資本金：1,700万円

※『Medtec Japan2018』の来場事前登録も別途必要になりますのでご注意ください。
（当日入場料2,000円）
（http://www.medtecjapan.com/ ）

タイビジネス商談会事務局

担当：指方（さしかた）、服部、鳥養（とりかい）

[TEL] 03-6868-5791（平日：10時〜17時） [E-mail] thai-ceo@noshikumi.com
[WEB] https://swbs.smrj.go.jp/event/17942/ ※お申し込みはWEBにて受付（オンライン登録） ※参加費無料

