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～ タイでのビジネス拡大を応援 ～ 

バンコクで“ものづくり商談会”を開催します！ 

 京都銀行（頭取 土井 伸宏）では、タイ王国バンコクにおいて当行ほか日本国内の地方銀

行および地方自治体等２７団体の共催で、平成２９年６月２１日（水）から２３日（金）の

３日間、「Reed Tradex Company Limited」、「Factory Network Asia (Thailand) Co., Ltd.」  

主催のもと、ビジネスマッチング商談会「Mfair バンコク ２０１７ ものづくり商談会」を

開催いたします。 

 バンコクで４回目の開催となる当商談会は、製造業及び製造関連企業のタイでの部品調達

や販路拡大をサポートするため、タイ地元企業や在タイ日系企業、他の出展企業との商談の

場を提供するものです。 

 なお、当商談会は、タイ最大級の製造業向け展示会「Manufacturing Expo 2017」との   

同時開催イベントで、幅広い分野のものづくり企業の参加が見込まれています。 

記 

名  称 第４回「Mfair バンコク ２０１７ ものづくり商談会」 

開催日時 平成２９年６月２１日（水）～ ２３日（金） １０：００ ～１８：００ 

開催会場 
BITEC Hall １０５ 

※タイ最大級の製造業向け展示会「Manufacturing Expo 2017」と同時開催 

内  容 
・出展企業同士、一般来場企業との事前予約商談 

・来場者とのフリー商談 

出展対象企業 

【製造業】タイでの部品調達、販路拡大を目的とする製造業企業 

金属製品、自動車・鉄道・船舶製品、鉄鋼業、非鉄金属、一般機械器具、電気機械器具、 

情報通信機械器具、電子部品・デバイス、精密機械器具、繊維・繊維製品、化学工業、 

プラスチック・ゴム製品、石油・石炭製品 等 

【ソリューション企業】製造業企業にサービス、製品を提供する非製造業企業 

商社、ＩＴ（ソフト開発）、人材、 物流 等 

※全体で２００ブース程度を予定 

 

 

＜出展対象外企業＞ 

工作機械メーカー（「Manufacturing Expo 2017」への出展を推奨しています） 
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主  催 
Reed Tradex Company Limited 

Factory Network Asia (Thailand) Co., Ltd.  

共  催 

（予 定） 

日本国内の地方銀行、自治体など合計２７団体（下線は連名共催） 

京都銀行、愛知銀行、池田泉州銀行、大垣共立銀行、岐阜信用金庫、九州フィナンシャル

グループ（肥後銀行、鹿児島銀行）、群馬銀行、山陰合同銀行、滋賀銀行・滋賀県、 

七十七銀行、清水銀行、十六銀行、瀬戸信用金庫、中国銀行、東邦銀行、名古屋銀行、

南都銀行、百五銀行、百十四銀行、福井県・福井銀行、北陸銀行、三重銀行、みなと銀行、

めぶきフィナンシャルグループ（常陽銀行、足利銀行）・茨城県・栃木県、山形銀行、 

山梨中央銀行、りそな銀行・埼玉りそな銀行・近畿大阪銀行 

※その他数団体が共催予定 

協  賛 カシコン銀行、バンコック銀行、NNA (THAILAND) CO., LTD. 

後  援 

在タイ日本国大使館、泰日経済技術振興協会、泰日工業大学、 

独立行政法人 中小企業基盤整備機構、日本貿易振興機構（JETRO）バンコク事務所、

盤谷日本人商工会議所、Bureau of Supporting Industries Development(BSID)

（タイ工業省内組織）、Thai German Institute(TGI)、THAI SUBCONTRACTING 

PROMOTION ASSOCIATION、 

※その他数団体が後援予定 

特  徴 

（１）出展各社が登録する調達・販売案件を基に、Web 上で商談の事前申込と   

マッチングを行うことにより、計画的、効率的な商談を行うことが可能です。 

（２）豊富な主催者媒体（Webサイト・雑誌・メルマガ）により、商談会内容と出展

企業のＰＲを行います。また、当商談会は、タイ最大級の製造業向け展示会で

ある「Manufacturing Expo 2017」と同時開催のイベントであり、タイのみな

らずＡＳＥＡＮ・その他アジア各国から多くの来場者が見込まれます。 

出展申込方法 

京都銀行の各支店に備え付けの出展申込書に必要事項をご記入の上、「Factory 

Network Asia (Thailand) Co., Ltd.」または「Reed Tradex Company Limited」

宛て、Ｅ-mail にて直接お申し込みください。 

出展申込期限 

平成２９年２月１７日（金） 

※定員（全体２００ブース程度、うち当行分１５ブース程度）になり次第、    

期限前でも募集を締め切らせていただきます。 

＜本件に関するお問合せ先＞ 

 

 

 

 

 証券国際部 アジアデスク TEL：（日本）  075-361-2274    FAX：075-343-1276 

 バンコク駐在員事務所   TEL：（ﾊﾞﾝｺｸ）+66-2116-3040    FAX：+66-2116-3045 
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＜ご 参 考＞ 

１．中国等で実施した当行のお取引先向けサポート（平成２５年度～） 

平成２５年 ６月  第５回「香港・華南地区 日系企業ビジネス交流会」 

平成２５年 ６月 「大連・地方銀行合同企業交流会 ２０１３」 

平成２５年 ７月 「中国主要都市ビジネスセミナー」（無錫、大連、北京、上海） 

平成２５年 ９月 「日中ものづくり商談会＠上海 ２０１３」 

平成２５年１１月 「上海ビジネス交流会 実務セミナー」 

平成２５年１１月 「ＦＢＣ 広東 ２０１３（日中ものづくり商談会＠広東）」 

平成２５年１１月 「２０１３ 大連－地方銀行合同ビジネス商談会」 

平成２６年 ２月 「上海ビジネス交流会 ２０１４」 

平成２６年 ６月  第６回「香港・華南地区 日系企業ビジネス交流会」 

平成２６年 ６月 「大連・地方銀行合同企業交流会 ２０１４」 

平成２６年 ６月 「ものづくり商談会＠バンコク ２０１４」 

平成２６年 ７月 「中国主要都市ビジネスセミナー」（北京、天津、大連、上海、武漢） 

平成２６年 ９月 「ＦＢＣ 上海 ２０１４（日中ものづくり商談会）」 

平成２６年 ９月 「青島・地方銀行合同企業交流会」 

平成２６年１１月 「上海ビジネス交流会 実務セミナー」 

平成２６年１１月 「ＦＢＣ 広東 ２０１４（日中ものづくり商談会）」 

平成２６年１１月 「２０１４ 大連－地方銀行合同ビジネス商談会」 

平成２６年１２月 「地銀合同セミナー・交流会＠広州」 

平成２７年 １月 「上海ビジネス交流会 ２０１５」 

平成２７年 ３月 「バンコクビジネス交流会」 

平成２７年 ６月 「大連・地方銀行合同企業交流会 ２０１５」 

平成２７年 ６月  第７回「香港・華南地区 日系企業ビジネス交流会」 

平成２７年 ６月 第２回「Mfair バンコク ２０１５ ものづくり商談会」 

平成２７年 ７月 「中国主要都市ビジネスセミナー」（北京、大連、蘇州、上海、重慶） 

平成２７年 ８月 「青島・地方銀行合同企業交流会２０１５」 

平成２７年 ９月 「ＦＢＣ 上海 ２０１５ ものづくり商談会」 

平成２７年１１月 「上海ビジネス交流会 実務セミナー」 

平成２７年１１月 「２０１５ 大連－地方銀行合同ビジネス商談会」 

平成２７年１２月 「地銀合同ビジネス商談会＠広州 ２０１５」 

平成２８年 ２月 「第２回 バンコクビジネス交流会」 

平成２８年 ２月 「上海ビジネス交流会 ２０１６」 

平成２８年 ６月 第８回「香港・華南地区 日系企業ビジネス交流会」 

平成２８年 ６月 「２０１６ 大連・地方銀行合同企業交流会」 

平成２８年 ６月 第３回「Mfair バンコク ２０１６ ものづくり商談会」 

平成２８年 ７月 「中国主要都市ビジネスセミナー」（青島、大連、上海） 

平成２８年 ９月 「ベトナム ビジネスセミナー＆交流会」 

平成２８年 ９月 「ＦＢＣ 上海 ２０１６ ものづくり商談会」 

平成２８年１１月（予定） 「タイ日系企業ビジネス交流会」 

平成２８年１１月（予定） 「２０１６ 大連－地方銀行合同ビジネス商談会」 

平成２９年 ６月（予定） 第４回「Mfair バンコク ２０１７ ものづくり商談会」 

２．当行の海外拠点 

（１）香港駐在員事務所  （平成 元年１１月開設） 

（２）上海駐在員事務所  （平成１６年１２月開設） 

（３）大連駐在員事務所  （平成２４年 ７月開設） 

（４）バンコク駐在員事務所（平成２５年 ９月開設） 

以 上 


