タイ国ファッション製品展示商談会 2014 in OSAKA 開催のご案内
[同時開催：タイ国ファッション製品情報セミナー]
1 月 16 日-17 日大阪にて「タイ国ファッション製品展示商談会 2014 in OSAKA」を開催いたします。
今回の催しにはタイ国より約 40 社/団体が来日予定で、衣料品、テキスタイル、靴、バッグ、アクセサリーなど
ファッション関連の幅広い商品をご覧いただけます。独自ブランドだけでなく OEM 対応の企業が多数参加のため、
タイメーカーと直接ご商談いただける絶好のチャンスです。
この機会に是非ご来場いただき、タイ国との新たなビジネス・チャンスとしてご活用頂ければ幸いです。
皆様のご来場を関係者一同心よりお待ち致しております。
◎Fair Information◎
[展 示 商 談 会]
[製品情報セミナー]
■日時：2014年 1月16日(木)14:00-17:00
■日時：2014年 1月17日(金)10:00-12:00
*9時40分より受付
*定員：80名（先着順）

1月17日(金)10:00-16:00
*最終日ご入場は終了1時間前まで

■会場：大阪マーチャンダイスマート(OMM)

2階『Cホール』
■出展者：タイ国衣料品関連企業・団体約40社

■会場：大阪マーチャンダイスマート(OMM)

2階『1号会議室』
■講演：タイのファッション製品関係者による業界情報
日本企業によるタイ企業との取引経験談

http://www.thaifashionbrand.com
■交通：京阪、地下鉄谷町線「天満橋」駅直結
■入

場：無料

■主

催：タイ衣料品製造者協会（TGMA）、タイ国政府商務省国際貿易振興局（DITP）

■無料通訳サービス：あり

■後

援（予定）：日本貿易振興機構（JETRO）大阪本部、大阪商工会議所、京都商工会議所、神戸商工会議所、日本繊維輸入組合、関西ファッション連合

来場ご希望の方は、下記のフォームに必要事項をご記入の上1月14日(火)までに(Fax:06-6624-3602)お申込み下さい。
展示会にスムーズにご来場頂けます。セミナーご参加ご希望の方はお申し込みをお願いします。

■タイ国ファッション製品展示商談会2014 in OSAKA 来場申込書■
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会社名
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【1/17午前】セミナー受講
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【フェアについてのお問合せ・来場お申込み】
タイ国ファッション製品展示商談会 2014 事務局 サクラインターナショナル㈱内(担当：ジョン)
TEL: 06-6624-3601 ＦAX: 06-6624-3602（申込先）
E-mail： john@sakurain.co.jp
【出展企業についてのお問合せ】
タイ国政府貿易センター大阪 （担当：瀬田）
TEL: 06-6262-4418 FAX: 06-6271-1053 Email: ttcosaka@thaitrade.jp Website: www.thaitrade.jp

タイ国衣料品展示商談会 2014 in OSAKA 出展者
出展企業情報⇒

http://www.thaifashionbrand.com

1 グリーン・コットン（タイ）株式会社
製品: コットンタオル、シャツ、パジャマ、鞄
2 キリー（タイ）株式会社
製品: コットンエスニック衣料
3 テーパラーク株式会社
製品: 織物/デニム、キッズ/婦人服/紳士服
4 ノーススター アパレル 株式会社
製品:

スポーツウェアー、アウター、ジャケット、ズボン、ショーツ

5 フォー・スターガーメント＆テキスタイル株式会社
製品: 子供服、（大人）カジュアルウェアー
6 ワイ デザイン株式会社.
製品: コットンタオル、シャツ、パジャマ、鞄
7 サンライズ ガーメント株式会社
製品: セーター、衣料
8 アイディア デニム株式会社
製品: デニムパンツ、ジャケット
9 ハート・アンド・マインド・アパレル株式会社
製品: 子供服、婦人服、メンズのニット
10 グランド・ニットウェア・マニュファクチャリング株式会社
製品: ファッション・ジュエリー
11 エス・ピー ブラーザー株式会社
製品:

メンズパンツ、布シャツ、ポロシャツ、Ｔシャツ、アンダーウェア

12 オリエンタル ガーメント株式会社
製品:

ポロシャツ、ジャケット、ズボン、ボーダーシャツ、Ｔシャツ、機能性
スポーツ衣料、セームレス＆ｳｪﾙﾃﾞｨﾝｸﾞレスジャケット、コート

13 インタッチ ウェアリング株式会社

21 スラタナパット テキスタイル有限会社
製品: 生機
22 タイ テキスタイル インダストリー パブリック株式会社
製品: 布＆シャツ縫製
23 999 テキスタイルイポート＆エキスポート株式会社
製品: 布、ニット、スーツファブリック
24 ペッカセムウイービング
製品: デニムファブリック
25 アジアスピニング株式会社
製品: 糸、ファイバー
26 エーク ディー テキスタイル株式会社
製品: 布：コットン、Ｔ/Ｃ染め、プリント
27 プラサートソンブーン テキスタイル株式会社
製品: 難燃性・撥水などの特殊仕上げ
28 サンタヴィー インターグループ株式会社
製品: 先染め
29 ンガームルーン テキスタイルインダストリー株式会社
製品: 生機
30 フューチャーテクスト株式会社
製品: 丸編
31 ピー・エスウイービング有限会社
製品: 先染め
32 サワーンテキスタイル株式会社
製品: 布：Ｔ/Ｃ、コットン、コットンシルクブレンド
33 ナチュラル・ニッチ株式会社
製品:

製品: ナイトウェア、マタニティアンダーウェア
14 エー2012 株式会社
製品: レディ・メイドメンズ＆レディース、アクセサリー
15 プリマサプライ株式会社
製品: ポロシャツ、ジャケット、パンツ、Ｔシャツ、ユニフォーム
16 グランドスター インダストリー株式会社
製品:

丸編、自動ジャガード、ハイゲージニット、インナーのﾓﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ

17 ユナイテッド・テキスタイル・ミルズ株式会社
製品: 柄物コットンニット生地、染色糸
18 フューチャーテクスト
製品: 編みたて、染色、仕上げ
19 タイ・ナム チョーク テキスタイル株式会社
製品: 環境にやさしい糸と布
20 グリーンヴィル トレーディング株式会社
製品:

(12 月 17 日現在)

シルク、コットンファブリック、スカーフ（シルク）、コットンキャンバス鞄

ナチュラルヤーン、ナチュラルファブリック、ナチュラルな製品
ホームテキスタイル、ハンドバック

34 ジョー ハウス株式会社
製品: キャンバスとレザーバッグ、自転車専用ポリエステルバッグ
35 ポーンティップ スポーツウェアー株式会社
製品:

ファッション帽子、ハット、キャップ、スポーツキャップ、ファンシーハット

36 チョティマ モーダ有限会社
製品: ゴム製サンダル
37 バンコク・ラバー・パブリック株式会社
製品:

履物（サンダル、ブール、スニーカー、キャンバスシューズ、
スポーツシューズなど）

