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TPAとTNI (設立の経緯)

学長メッセージ　

ものづくり文化の継承と世界貢献を
TNI学長　クリサダー　ヴィサワティーラノン

泰日工業大学（TNI）は、アジア・大洋州の生産拠点になりつつある、タイ
国の産業発展のために優秀な技術者、中核産業人材を育成する目的で
2007年に開学しました。TNIは日本のものづくりに基づいて技術知識、 
技能、魂を学生に伝授します。そして自動車組立・部品産業、電機・電子産業、
機械産業、情報産業などの人材ニーズに応えます。
ものづくり教育へのTNIのユニークなアプローチを紹介します。まずTNIで
は、英語と日本語を全学生に課してグローバルに通用するコミュニケーション
能力を付与します。日本語は、現場で分かる・通じる日本語を目指して 
指導しています。毎週全学生に日本語授業を課すのはタイ国の中で、TNI
にしかない特長です。
第2の特長は、日本の様々な機関との強力なネットワークです。特に日本の
多くの大学・教育機関と学術交流をして毎年大勢の学生と教員を交換して
います。「日本から学ぶ、日本の大学から技術を学ぶ、共同研究する」ことに
よって大学の学術レベルも上がります。
第3のアプローチは、タイ国の産業界、特に日系企業との連携です。多くの
企業から優秀な学生への奨学金のご提供、教育設備機材のご寄贈、産業
技術専門家の派遣など、ヒト・モノ・カネを大学に支援して頂いています。さら
に工場見学や長期インターンシップ研修で企業実務とビジネス倫理を学
ばせて頂きます。卒業生の就職では、TNI学生が100％就職率を達成する
ように心がけています。

●	 泰日工業大学 （タイ語名称：サターバン・テクノロジー・タイー
イープン、英語名称：Thai-Nichi Institute of Technology  
(略称TNI)）は、タイ-日友好とタイ産業界の人材育成を目的と 
して設立された泰日経済技術振興協会 (タイ語名称：サマーコム・
ソンサーム・テクノロジー・タイーイープン(略称ソーソートー)、 
英語名称：Technology Promotion Association (Thailand-
Japan)(略称TPA))を母体としています。

●	 TPAは、元大蔵大臣ソンマーイ・フントラクーン氏を代表とし、（社） 
日･タイ経済協力協会（JTECS）の初代理事長穂積五一氏の献
身的な支援を受けて1973年1月24日に元日本留学生および元
研修生によって設立された非営利団体です。今日TPAの事業は
日本語･タイ語などの語学学校、出版、産業セミナー･研修、計測
機器校正･環境分析サービス、コンサルティングなどの各事業や産
業･社会貢献活動において、タイ国で有数の機関です。

●	 TPAは2003年の創立30周年を契機に、産業界への多岐に 
わたる研修事業の経験、実績を踏まえ、TPA内外の専門家 
ネットワークを活用することで、優秀な産業人の育成とタイ産業界
への人材供給のために大学設立を目指すに至りました。

●	 特にこの事業は日本企業と連携することにより、『タイにおける 
日本型ものづくり実践教育』を中核とする、これまでにない特色
ある画期的な大学設立を目指したものです。

●	 2003-4年大学設立に向けてさまざまな調査が行われ、2005年 
のTPA総会決議を経て、2006年９月29日教育省所管の高等 
教育委員会から学校設立認可が下り、ここタイ国で、タイ-日両国
友好の象徴ともいえるTNI が誕生しました。

●	 TNIは、現地日系企業のニーズにあった、日本語でのコミュニケー
ション能力を有する産業人材を育成することなどを通じて、タイ
と日本のいっそうの経済連携と友好関係の発展を目指して 
います。

安部元首相のTNI訪問と図書寄贈　2010.11.10

開学式でのシリントーン王女殿下  2007.8.2

中川文部科学大臣（前列中央）一行のTNI視察
2012.1.10
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TNI建学の理念　　　　　　　　　　

学問を発展させ、産業の振興に寄与し、経済･社会に貢献する
TNIは、高度な学問と職業教育の核となる教育機関となり、産業技術面 
および経営管理面での人材育成を目指し、卓越した学力、応用力、知識を社
会に供給することで、社会に貢献することを宣誓します。

TNI設立の目的と社会における役割
設立目的は、工学、社会学、人文学を重視した教育機関として、学生を教育 
することです。TNIの使命は、有識者を育て、研究活動をし、学術分野で社会に
貢献し、またタイと日本の芸術文化の保全･振興に努めることです。
そして社会における具体的役割を次の通り設定します。
1. 工学、理学、経営学分野の学士および修士レベルの実践的な技術と理論 
 的な知識の修得を重視した教育を行う。
2. 研究・開発の先駆者となり、常に最先端の知識を創造する教育機関と 
 なるように努める。
3. タイ国における有能な学術者の中核的存在になり、社会のアドバイザー 
 役を担い、企業と産業創出のために、高度な研究協力を推進し、研究者 
 の役割の拡大に努める。
4. 日本および他国からの技術移転を図り、海外の教育機関、さまざまな 
 公的・私的機関とのネットワークを築いて学術・教育面での協力、専門家 
 の 交 流 、研 究と開 発 、 
 海外研修を推進する。
5. 短期講習、研修、企業 
 経 営 者 へのコンサル 
 ティング、経営者・管理者・ 
 技術者・技能者に対し 
 先進技術の知識付与･ 
 交流を行い、学術分野 
 で社会貢献する。
6. タイおよび日本の文化 
 芸術保全活動を推進 
 する。

● 穂積五一氏が、アジア諸国からの留学生 
 と日本人学生が生活を共にし、意見交換 
 する場として『至軒寮』を再興。同寮は戦後 
 『新星学寮』に改称。考え方は、後のABK 
 に引き継がれる。
● (財)アジア学生文化協会（ASCA）設立 
 (1957年9月)
● (財)海外技術者研修協会（AOTS→現 
 (財)海外産業人材育成協会（HIDA））設立  
 (1959年8月)
● ABK（アジア文化会館、東京都文京区） 
 竣工（1960年。ASCA、AOTS、JTECSの本部 
 が置かれる。AOTSは１９８２年本部移転） 

● タイ国アジア文化同窓会（現ABK-AOTS 
  同窓会＝ABK & AOTS Alumni Association 
  (Thailand)）設立(1964年11月）
● (社)日・タイ経済協力協会 (JTECS) 設立 
 (1972年7月)
● タイ国法人 泰日経済技術振興協会(TPA、 
 ソーソートー）設立(1973年1月)
● TPA付属技術振興センター開設(パタナ 
 カーン)(1998年2月)
● TPA総会で泰日工業大学（TNI）設立を 
 決議（2005年5月）
● 盤谷日本人商工会議所(JCCB)がTNI 
 委員会設置（2005年9月） 

● TNI定礎式・建築工事開始(2006年1月)
● タイ教育省による大学設立認可 
  (2006年9月）
● TNI学部・大学院授業開始 (2007年6月)
● マハ・チャクリー・シリントーン王女殿下に 
 よる開学式 (2007年8月)
● 森元首相、安部元首相、中川文部科学大 臣、 
 石原都知事他、日本政府・自治体等要人、 
 企業経営者多数来訪（2007-2012年）
● C棟工学実験室完成（2009年）
● 第一期大学院・社会人学部生卒業式 
 (2010年9月)　
● 第一期学部生卒業式 (2011年9月)　 

TNIと関連機関の歩み

●	 学長メッセージ　TPAとTNI（設立の経緯）　②
●	 TNI建学の理念・目的　TNIと関連機関の歩み　③
●	 教育方針　履修課程の特長 TNI卒業生の声　④
●	 学部・大学院 一覧　学生数　⑤
●	 工学部　情報学部　⑥ 
●	 経営学部　大学院　⑦
●	 TNI組織 　施設の概要  設備の概要（1）　⑧
●	 TNI協力ネットワーク　設備の概要（2）　⑨
●	 産学連携　 奨学金 インターンシップ　⑩ 
●	 入学者選考　就職　TNI生の日本語力　⑪
●	 TNI年間スケジュール キャンパス・ハイライト　⑫
●	 国際交流　 協力提携機関　国際学術交流　⑬ 
● 支援機関リスト　⑭ 
● 支援機関リスト　⑮
● 大学アクセス　(裏表紙)  ⑯

TPA創設貢献者の 穂積五一氏（左）と
ソンマーイ・フンクラーン氏のブロンズ像

（TNIキャンパス中庭に2012年7月建立）

TNI生（エンジ服着用は工学部生）

工学部自動車工学コース（AE）

目次　CONTENTS
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● 今日テクノロジーの発達は目覚しく、その変化に応じた能力
を有する人材育成が重要課題となっています。TNIのすべて
の教育課程は、現場のニーズを柱とし、能力育成主義（Com-
petency-based Education）の教育方針に基づいて設計 
されています。すべての履修者が次の能力を身につけ、現場の
ニーズに対応した即戦力となるように努めます。

● 技術力 (Technical Competency) ：TNIで提供するすべ
ての学部（大学院）コースで、専門別に付与する技術力です。 
すべてのコースは、履修者が理論・原理・考え方、技術を、実際
に活用できる裏づけのある実務家、専門家になるように計画
されています。そのためにワークショップでの実習、プロジェクト
実施、企業見学と実務研修、タイおよび日本の専門家を招いて
の学習、日本への研修旅行など、さまざまなプログラムを準備
しています。

● 経営力（Managerial Competency）：学習者は、経営管理
の知識と基本的な技術を身に付け、個人レベル、グループレベル、
さらには組織レベルにも対応できるように育成します。よっ
て履修者は高い能力と職務に対する自己開発精神を有する 
ことができます。

● 語学力 (Language Competency) ：TNIは、今日の情報
化社会の中で、境界のない知識とテクノロジーの交流に着目
し、読む、書く、話す、聞くの 語学4技能 を重視します。英語と 
日本語に必修課目および選択課目を設定し、卒業時に英語と
日本語でビジネスレベルのコミュニケーションができるように
配慮しています。これはまた就職に有利になるばかりでなく、
日本や外国へ進学する際にも有効です。

● 規律と対人関係能力 （Ethics and Interpersonal Rela-
tions Competency）：すべての履修過程にチームワークと
規律（倫理観）を取り入れ、学習者は、組織で働くということを
意識し、公正と正義に則って物事を判断し意思決定できる、
判断力を身に付けます。

教育方針-ものづくり教育TNI方式

履修課程の特長
● タイ産業界で需要の高い分野(特に自動車、電機・電子、ICT、

生産技術)を重視。
● 日本のものづくりに直結する、実務かつ実践的な技術と知識

を兼ね備えた学生を育成。
● 産業界、またタイ国内外の各種日本機関との強い協力関係を

活かして、現場のインターンシップ教育を重視。
● 短大・高専卒等からの編入者や、社会人に対する土日、平日

夜間の教育課程を用意。
● 日本語および英語でのコミュニケーション能力を有する学生

    
スパトラさん：AE卒。LA自転車タイでコンサル助手。日本語と自動 
車工学に関心があってTNIで勉強。自動車産業は成長が見込まれる。 
TNIはTPAや有名日本機関の支援があり、信頼性が高く、就職も 
容易。日本の短期留学もでき、工学関係の競技にも参加し、個人の 
能力向上と社会で有用な経験を得た。

ピティさん：IM卒。トヨタTMAP-EM社購買担当。TNI卒業に誇り。
日本の知識を増やしてくれ、日本の会社に就職できた。学んだことと
仕事が完全に一致し、効果的な応用力も身についた。

ワティニーさん：IM卒。ホンダ自動車国際部勤務。TNIでは色々な
奨学制度を利用でき、教育機会も恵まれている。日本短期留学も 
貴重な経験で、キャリア向上になった。学んだ知識経験は社会で大変
役立っている。TNIを卒業し、良い会社に就職し満足。

ナトワラさん：IT卒。A-ホストで、プログラミング担当。TNIでの日本
語学習必須は、良い仕事をたやすく見つけてくれた。また学内の暖かい
雰囲気も良かった。先生も真剣に注意を傾けて頂き、課外活動も 
豊かな人生経験となった。TNIは学校だけでなく、大きな家族であった。

パンヤーさん：AE卒。NSK-APTC社勤務。仕事は、先輩が教えて 
くれる。TNIでは、広く教えてもらい、全体イメージをもらったが、経験
を積んで一人前になりたい。これから日本研修だが、勤めて1年半で
有難い。寺田社長：TNIの工学と語学、特に日本が分かり、コミニケー
ションできる学生をつくることに賛同、是非これを目指し、充実して 
ほしい。彼は、真面目で、昼間の休憩時にもベアリングの洋書を読み、
積極的に新しいことを勉強する意欲がある。試験機のトラブルなど解
決策を提案してくれた。
  

ナルドンさん：IM卒。東京三菱UFJ銀行外国送金課勤務。会社の企業
文化、チームワークなどが気に入っている。大学で学んだ現場のQC、
カイゼン、TPMなどが、今の仕事に役立っている。新井部長ほかの 
意見：TNIの考え方に最初から賛同、TNIの良いところは①事業の拡大
基調、②日本語スキル習得、③ITシステムなど技術が分かる3点で、 
今後も協力したい。　社内のコミュニケーションは英語だが、日本語
ができるということは意味ある。また勤続3年で実績を見て、東京や 
シンガポール派遣を含めジョブローテーションがある。　

寺田社長（左）とパンヤーさん　　左からナルドンさん、ケテリア人事部長補佐、新井戦
略企画部長、スラポン人事部次長

TNI卒業生の声（写真は、左から紹介順）
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● TNIが提供する学部・大学院
のコースは 下 記 表 の 通り 
です。　

● 開 学 時 は 学 生 4 3 3 人 で 
スタートしましたが、2011年度
から3,000人を超える規模に 
なりました。

● 学 部・大 学 院 のコ ース 数 も
2 0 1 2 年 度 現 在 3 学 部 
11コース、大学院4コースに
なりました。

● 一部のコースは土日や平日夜
間履修など、社会人にあった
設定がなされています。

● 大学院では、日本の大学院と
の交換留学による単位取得
も可能です。

● 学生は、履修課程以外にも
夏期休暇などに交換留学生 
制度を利用し、日本で日本語
や日本文化等を学習する機
会に参加できます。

学部・大学院一覧　

工学部実習：数値制御 計測 自動車工学

工学部実習：自動化　 CAD/CAM/CAE 変速機

情報学部実習：マルチメディア経営学部実習 ：TPS 経営学部日本語授業

学

部

学部/
大学院

コース 略称 英文名称
年　　度

2007 2008 2009 2010 2011 2012

工学部 自動車工学 AE Automotive Engineering 77 157 125 149 185 148

生産工学 PE Production Engineering 52 73 70 81 57

コンピュータ工学 CE Computer Engineering 90 116 133 107 92

経営・ロジスティックス工学 IE Industrial & Logistics Engineering 29

情報学部 情報技術学 IT Information Technology 89 136 187 90 113 78

マルチメディア技術学 MT Multimedia Technology 87 129 106

ビジネス情報技術学 BI Business Information Technology 73 32 37
経営学部 工業経営学 IM Industrial Management 93 114 158 110 134 105

日本語・経営学 BJ Business Administration (Japanese) 148 203 218 242 194

ビジネス･工業経営学（社会人用） BM Business & Industrial Management 37 31 33 - 19 14

国際経営学 IB International Business Management 104

　　　学部入学時の 学生数 296 728 895 930 1,042 964

大
学
院

工　学　技　術　学 MET Engineering Technology 20 30

情　報　技　術　学 MIT Information Technology 16 23

工　業　経　営　学 MIM Industrial Management 137 41 38 30 31 81

上　級　企　業　経　営　学 EEM Executive Enterprise Management 43 35 28 26 30

　　　大学院入学時の 学生数 137 84 73 58 93 164
合　　　　　計 433 812 968 988 1,135 1,128

注：入学時の登録学生数であり、在籍学生数・卒業学生数とは異なる。年度は６月１日―翌年３月３１日の学年度。

表：TNI学部・大学院登録時の学生数
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工学部：タイにおける自動車組立・部品
産 業 、電 機・電 子 産 業は、成 長 著しい 
アジア・大洋州の生産拠点とてして日本
企業を始め世界有数の会社が生産基盤
を設けています。金型の設計・製作、各種
部品の製造、生産ラインの管理、さらには
工場全般の経営に長けた中核人材の必要
性が叫ばれています。
☞TNIの工学部は、上記産業のものづくり
教育に焦点を置き、さらに制御系の専門
的知識や知恵を有する技術者の育成に力
を入れています。金型・各種部品の設計・ 
製造、組立ラインシステム管理、品質管理など履修者が工業製品とこれらを支える産業のものづくり現場での即戦力になるように教育
しています。6頁

・工学部自動車工学コース（AE）課目例（144単位）
目的： (1) 自動車工学、製造工程、材料技術、生産管理、設計・開発の知識付与。
 (2) 自動車産業で、工学知識を使い、諸課題を総合、分析、解決する能力を付与。(3) 英語・日本語コミュニケーション力を付与。

測定装置を大同大学か
ら協力いただき、燃料電
池開発を研究するナッタ
ポン先生

学部生産工学コース（PE

語学・教養課程44単位 専門課程94単位　＋　自由選択 6単位

人文学3単位：
哲学、倫理学、タイ文明、日本と東 
アジア文明、西洋文明

基礎工学46単位： 自動車工学必須29単位：
自動車工学1・2および実習1・2、自動
車工学計測、機械振動、車輪構造、 
機械設計、開発と生産工程、自動制御、
内燃機関と動力伝達機構

自動車工学選択 12単位：

製図、コンピュータ・プログラミング、 
工学物理および実習、機械工学1・2、
工学数学、基礎工学ワークショップ、材
料学、熱力学、流体力学、電気工学お 
よび実習、機械工学実習、材料力学、 
工学統計、製造工程、工学経済学

排気と騒音制御、CAD/CAM/CAE、
部品設計、ゴム加工、シートメタル加工、 
車体組立、車体技術、金型設計、樹脂
成型機械と加工、自動車とエレクトロニ
クス、産業ロボット、製品設計、材料工
学、熱伝導、エアコンシステム、ロジステ
ィックス、設備保全、鋳造技術、品質管
理、工学日本語1･2、特別テーマ、

社会学3単位：
心理学、政治・経済、商法

技術実習選択 7単位：
企業協同教育（事前教育＋インターン
シップ研修）

基礎数学・科学14単位：
物理学および実習、化学および 
実習、微積分学

プロジェクト選択7単位：
AEプロジェクト

（工学実習、AEプロジェクト1・2）
語学24単位：ビジネス日本語、英語
コミュニケーション

情報学部：企業の経営効率を高め迅速かつ正確な意思決定とリスク低減
の支援ツールとして、情報通信技術（ICT）は大変重要な役割を担って 
います。ICTは組織の長期的な競争のための戦略手段とも言えます。またICT
システムは情報の伝達、広報、商品・サービスのインターネット販売、人材開発、
知識管理などにも活用されています。
☞TNIの情報学部は履修者がコンピュータ・プロムラミング、データベースと 
コンピュータ・ネットワークの設計・管理、マルチメディア技術、コンピュータ・
グラフィック、経営データ処理、ERP、業務統合ソフト、企業資源計画、顧客管理、
ウェブサイト上のサービスなど、さまざまな方面に活用する能力を身につける
ことに重きを置いています。本学部の履修者はICTがなくてはならぬ今日の企
業の即戦力になります。

・情報学部　情報技術学コース（IT）課目例(135単位)
目的：(1) 企業でICT活用の知識と効率を付与。　(2) ICTシステムを効果・効率的に設計、実施、分析、管理する能力を付与。

語学・教養課程36単位 専門課程93単位　＋　自由選択６単位

人文学3単位：
哲学、倫理学、タイ文明、日本と東アジア
文明、西洋文明

IT基礎過程　37単位：
コンピュータ数学、統計と確率、
コンピュータ・プログラミング1・2
、対象別プログラミングおよび
実習、インターネット技術、
コンピュータ組織、ネットワーク
と通信システムおよび実習、情報
システム分析・設計、データベース
システムおよび実習、ソフトウェ
ア工学

IT専門課程31単位：
コンピュータシステム管理、ウエブ・ 
サービス技術および実習、ネットワーク
と通信システムおよび実習、ウエブ設計・
開発および実習、ITセンター経営、経営
情報システム、ソフトウエア・プロジェクト
管理、マルチメディア技術、ITセミナー、
電子コマース

IT実習－選択①・7単位：
企業協同教育（事前教育＋インターン
シップ研修）

IT実習－選択②・4単位：
IT実習、ITプロジェクト1・2

IT選択課程（IT企業協同教育18単位 
またはITプロジェクト21単位）：
・大企業のIT:顧客管理、ERP、業務統
合ソフト、サプライチェーン管理（SCM）
、製造資源計画、事業シミュレーション、
地域情報システム（GIS）
・ネットワークシステム・セキュリティ、
ネットワーク設計
・無線通信、データベース管理システム
最新情報、データ・ウエアハウスと 
マイニング、知識管理
・コンピュータ・アニメ、携帯電話応用
開発、コンピュータ・グラフィック設計、
ゲーム開発、３Dアニメ、IT日本語、 
マルチメディア設計、データ圧縮
・特別講座:IT特別講座1・2

社会学3単位：
心理学、政治・経済、商法
基礎数学・科学6単位：

数学、IT科学

語学24単位：
ビジネス日本語、英語
コミュニケーション

情報学部情報技術学コース（IT）
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ポンデート・デートナティー氏（MET）（左）生産関係 
コンサルタント：TNIを選んだのは、自分の学んだことの延
長で、先生も日本での実務経験も踏まえた指導など、 
実際行動に移せる魅力ある内容。
ソンポーン・チャンテート氏（EEM）TTCモーター社代表：
タイ日技術移転・発展で有名なTPAの支援があり、私の 
事業の自動車産業の成功事例を日本経験豊かな講師から
教えてもらい、今後の指針・方向性を確認したかった。

経営学部：今日の企業はグロー
バル競争に直面し、特に価格（C）、 
品質（Q）、納期（D）の全ての面で、 
厳しい要求を突きつけられています。
企業幹部にとって、各種システム 
を効果的・効率的に管理すること、 
自己変革とカイゼン能力を内的に持
つ組織と環境整備、不断に商品・ 
サービス価値を向上すること、さらには社員能力の向上に努める必要があります。
☞TNI履修課程では、学習者に生産管理、品質管理、資本運用、人材開発・管理、流通管理、サプライチェーン管理、企業診断など、 
さまざまな分野の管理能力を身につけることを目標にしています。
◎また日本語・経営学コース（BJ）では、特に日本語学習に重きを置き、会計、財務、人事、マーケティング、ロジスティックス、国際経営など、
日本企業、日系合弁企業に必要な課目を多数取り入れ、これからの企業になくてはならない知識と技能を修得します。

・工業経営学コース（IM）課目例 (133単位)
目的： (1) 工場の経営・製造に関し、知識および理論・実務両面の能力を付与。
　　 (2)  学んだ知識を現場に効果的に応用できる能力を付与。(3) 英語・日本語のコミュニケーションスキルを付与。

語学・教養課程42単位 専門課程85単位　＋　自由選択6単位

人文学3単位：
哲学、倫理学、タイ文明、日本と東
アジア文明、西洋文明

IM基礎過程　30単位：
統計と確率、基礎経済学、ビジネス 
コンピュータ、マーケティング、オペレー
ションズ・マネジメント、人的資源・ 
組織管理、基礎会計学、定量的方法、 
商法と税務、企業財務、戦略経営、 
経営情報システム(MIS）

IM専門課程30単位：
動作研究、在庫管理、製造コスト管理、
安全と環境管理、品質管理、生産計画
と管理、サプライチェーン・ロジスティクス 
(物流)管理、企業倫理、企業診断と 
事業計画、ものづくり製造

IM選択課程
IM企業協同教育18単位またはIM
実習２４単位：
・IM:TQM、企業心理、サプライチェーン
管理（SCM）、生産システムへの
コンピュータ活用、IMの社会的課題、
I Mセミナー 、トヨタ生 産システム

（TPS）、エネルギー管理（省エネ）、
保全管理、FS(可能性調査)とプロジェ
クト管理、製造工程
・人材資源開発:人材訓練と開発、
労働法と労務、リーダーシップとチーム
管理、組織開発と変化管理、監督
技術、比較人材管理
・経営一般: 国際ビジネス、組織
コミュニケーション、小企業経営、

社会学3単位：
心理学、政治・経済、商法

基礎数学・科学6単位：
数学、科学

IM実習－選択①・7単位：
企業協同教育（インターンシップ前教育
と実地研修）

IM実習－選択②・1単位： 
IM実習

語学24単位：
ビジネス日本語1･2･3･4･5、英語
コミュニケーション1･2･3
語学選択6単位：
ビジネス日本語、日本語コミュニ
ケーション、経営管理日本語、
日本事情、英語コミュニケーション、
キャリア英語、英語プレゼン、経営
管理英語

学内日本語スピーチ大会（左）　　　　 経営学部工業経営学コース（IM）

大学院：今日の企業が抱える大きな課題の1つは、中堅管理者が、 
専門的な知識しか持っていなく、より広い視点で組織全体のシステムを
見ることができないことです。それが原因で、バランスの取れない、非効
率な経営になることがしばしば見られます。
☞TNIの教育課程は、柔軟性ある、変化に対応できる組織を作るため、
知識・スキル付与のほか、組織全体を見渡す力を兼ね備え、企業および
企業環境診断ができ、オペレーションレベル、工程、プロジェクト、部署
および組織の改善案と戦略が立てられる工業経営者の育成を目指して
います。
◎履修内容は、組織診断、戦略計画、バランスの取れた組織経営に必要
な知識と技能として経営手法と診断手法を活用できるようにする。また
生産管理、経理、マーケティング、人材管理の面において最新の問題 
解決法を使いこなす能力が身に付けられるように配慮されています。

・工学技術学コース（MET）課目例 (３６単位)
目的： (１) 工学知識を技術領域に実用的、効率的、効果的に応用する
能力を付与。
 (２) 問題解決・研究能力、工学的課題を企画・管理する能力を 
付与し、革新的創造力と自律的持続的に知識習得する力を付与。

第１年度 上級英語、上級工学数学、工学研究方法論、工学技術論、日本製造業経営、MOT、論文課題

第２年度 論文１・２、選択（日本の提携大学との交換留学生は、日本の論文課題に関連した研究課題を選択）
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TNI組織　
●  TNIの最高意思決定機関は理事会で、スポン・チャユッサハキット理事長以下
　  17人の役員と事務局長から成ります。
● TNIの常勤幹部は、クリサダー・ヴィサワティーラノン学長以下写真の通りです。

　　

スポン・チャユッサハキット理事長（左） Dr. Supong Chayutsahakij　
東京大学）（バンコク高速道路副会長）

プラユーン・シオワッタナ理事 Asst. Prof. Prayoon Shiowattana
（電気通信大学・大阪大学）（泰日経済技術振興協会（TPA）会長）

TNI教職員幹部

教室：TNIの教室はすべてマルチメディア・サポートのエアコン付きです。履修課程
にあった設計がなされ、講師と学習者の間で学習しやすい環境作りを心がけて 
います。
実習室：工学部には、化学、物理学、基礎工学、電子工学、自動車工学、熱力学、 
工業デザイン、部品設計・製造、材料学の実験のための実習室があります。また情
報技術実習室として、コンピュータ・プログラミング学習者用のコンピュータルーム、
データベース管理、ウェブサイト経由サービス、通信およびコンピュータ・ネット 
ワーク、コンピュータ・グラフィックのための実習室があります。
語学実習センター：学習者の英語・日本語の4技能(読む・書く・話す・聞く)を 
養います。センターには、日本人講師が常駐し、能力測定テストを行ったり、語学能力
証明書を発行したりするサービスも行います。

設備の概要（1）

○ 教員幹部（カッコ内は日本留学歴）
学長：クリサダー・ヴィサワティーラノン Assoc. Prof. Dr. Krisada Visavateeranon (京都大学）

副学長：

・ポーンアノンNホリカワ Ms. Pornanong Niyomka Horikawa （東北大学・一橋大学）　

国際部・広報部担当

・バンディット・ローッアラヤノン Assoc. Prof. Dr. Bandhit Rojarayanont （東京工業大学）　

研究・産学連携担当

・ピチット・スクチャルーンポン Assoc. Prof. Dr. Pichit Sukcharoenpong 学術担当・大学院長

・プーンポーン・セーンバンプラ Assoc. Prof. Phulporn Saengbangpla 学生部担当

工学部長：ラーキアット・ウォンサーンピグーン Assoc. Dr. Lerkiat Vongsarnpigoon　

情報技術学部長：スラ･レカクン Prof. Dr. Sura Lekhakul

経営学部長：ランサン・ラートナイサット Mr.Rungsun Lertnaisat（京都大学）

語学・教養課程部長：ペンケー・プラチョンパチャヌック 

Assoc. Prof. Dr. Penkhae Prachonpachanuk （東京大学）

所在地 タイ国バンコク首都スァンルァン区パタナカーン 
通り1771/1 バンコク都心からへ東へ約 
25キロ、バンコク国際飛行場から西へ10キ
ロの所に位置します。（裏表紙の地図参照）

敷地面積 約15ライ(約7,500坪＝24,000㎡)

総床面積(建坪) 約17,000㎡で、下記D棟および一部はこれ
から建設します。

A　棟 図書室、講堂、語学視聴覚室、大学院教室、
管理部門、 学長室、教員室

B　棟 一般教室

C　棟 工学実習室、計測工学実習室、CNC実習
室、CAD/CAM実習室、自動車工学実習室、
研究室など (金型設備などはタイ国有数の
施設です)

D　棟 主として教室　（計画段階です）

E　棟 多目的ホール、食堂、体育館、図書室、学生
活動室など　（現在　食堂のみです）

J　棟 実習棟別館（1）　エンジンテスト・エコカー
などのワークショップ、工作機械、工房

K  棟 実習棟別館（2） （計画段階です）

施設の概要
イラストが良い

語学チャットルーム

金型製作実習室
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TNI協力ネットワーク　9頁

●  TNIは日本とタイ両国のさまざまな機関と連携して、教育充実
の実現を目指しており、このネットワークは、世界でもこれまで
に例のない画期的な大学を実現しました。

● バンコク日本人商工会議所（JCCB）では、TNI開学前 
からTNI委員会を組織し、奨学金、機材、専門家、インターン
シップ、学生就職のアドバイスをして頂いています。

● またTNIは日系企業を中心としたタイ産業界との密接な連携
による実践的な教育を通し、実務的なエンジニア育成を実現
することで、タイ産業の課題である中核産業人材の質的量的 
な問題解消に貢献するとともに、今後のタイ日友好協力の 
更なる強化に向けた象徴として発展し貢献できることを目指
しています。

●  日・タイ経済協力協会（JTECS）も同様の協力を頂いて 
い ます。

　　　　　

● 日本の多くの大学・教育機関と提携し、共同研究、交換留学お
よび講師の交換ほか、学生奨学金などでご支援・ご協力を頂
いています。 JCCBご寄贈エンジン訓練セットTPAパッタナカーンセンター

コンピュータ・センター：最新コンピュータでインターネット検索が出来ます。講義やコ
ンピュータ技術研修、さまざまなプログラム研修なども可能です。さらにインターネット
経由で、履修登録、時間割確認、欠席した講義で使用された補助教材のダウンロード
なども可能です。TNIは講義に出席できない社会人学生に便宜を図るため、ビデオ・ 
コンファレンス・システムを取り入れています。また講義棟・事務棟は高速Wi-Fiを設置
しています。
図書室：学問分野での情報技術サービスの中心であり、タイ国内外の書物、新聞、雑誌
の閲覧ができ、勉学の質・効率を高めるのに役立っています。さらに履修過程に沿った
学習内容が収められたビデオ、CDR、DVDなども充実しています。またコンピュータ 
検索プログラムにより資料を迅速に探すことができ、他機関の図書館から本を借りるこ
ともできるようになっています。

設備の概要（2）

図書室

● 英文名称の簡略説明：METI＝経済産業省、MEXT＝科学技術文部省、MOFA＝外務省(以上日本政府)、JETRO＝日本貿易 
振興機構、JICA＝国際協力機構、JTECS＝日・タイ経済協力協会、ASCA＝アジア学生文化協会、HIDA＝海外産業人材育成
協会（AOTS、JODC）、NEDO＝新エネルギー・産業技術総合開発機構、NICT＝情報通信研究機構

日本の大学・教育機関タイ工業連盟(FTI）
タイ商工会議所（TCC）
タイ産業界
タイ政府機関

元日本留学生・元研修生
タイ専門家

タイ国ABK＆AOTS同窓会

日本政府関連機関
METI、MEXT、MOFA、JETRO、
JICA、NEDO 、JTECS、ASCA、
HIDA（AOTS、JODC）、NICT

　
日本のビジネスセクター
・JTECS会員企業
・バンコク日本人商工会議所　  　　　
　（JCCB）
・在タイ日系企業

インターンシップ・就職

奨学金・機材

教員・専門家

学生・教員の交流
学術交流・共同研究

専門家
インターンシップ
就職

資金
土地
建物

奨学金・機材・専門家

専門家・協力プロジェクト　

泰日経済技術振興協会
（ソーソートー＝TPA）
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インターンシップ
TNIは、国内外の先駆的企業240社と連携し、各専門分野に合致した現場での 
インターンシップを実施しています。インターンシップを実施していただく多くの企業は
日系企業で、またタイだけでなく、日本での実施もあります。
TNIでは通常でも、産業ニーズに合わせた実践的なカリキュラムを重視しており、その
上での、このインターンシップによる日本の企業文化や企業実務体験は、その後の学生
の就職観と人生に大きな影響を与えます。

アッカデート君（AE） トヨタTMAP－EM社で研修：
塗装タクトタイム（工程作業時間）短縮。（1）工程時間短縮では関連工程速度配慮など
の課題も解決するなど現場で実際の仕事を習った。（2）個人の向上（責任感、安全帽・
靴着用の重要性、グループで仕事をすること）に繋がった。（3）有名なトヨタ方式を習えた。
ティティラットさん（PE） フジ・アジア社で研修：
治具・取付具装着。（1）規律。（2）プロジェクト管理。（3）治具・取付具装着の知識。（4）
会社の人と仲間付き合いができた。（5）金型や治具装着などは自動車産業に重要で 
もっと勉強したい。

奨　学　金
TNIでは学生に対し、以下の５種類の奨学金を用意
しています。いずれも支給するにふさわしい学生で 
あるかどうかを審査し、決定します。
１． TNI奨学金：日・タイ企業、公益団体などからの

ご支援で優秀な200人の学生に支給します。
２． 困窮学生向け奨学金：経済的理由で学費を 

納めることが困難な学生に支給されます。
３． 進学ローン：政府からの財政援助を受け、教育

省大学委員会を介して支給されます。
４． 海外研修のための奨学金：TNIが国内外の機関

と協力し支給します。
５． 海外留学のための奨学金と交換留学：TNIが 

国内外の機関または大学と協力し支給します。

産学連携　　世界の企業がグローバル時代に直面する中、TNIは「日系企
業等に時代を担う産業人材を育成する」という使命を持ち、そのための重要 
手段として日系企業との4段階の協力があります。(右図参照)
● 最終的に就職で企業の具体的なニーズに合った学生を提供するのが狙い

ですが、それには、第1の奨学金の支援で、良い「素材」(資質)の学生に 
入学してもらい、企業の「日本語や英語や技術面など実際のニーズに応える
能力者に理論面実践面で磨き上げ」ます。

● そして実践面で最も意義のあるのが第2のインターンシップです。
● 第3はジョブフェアとキャリア・キャンパスで学生への就職指導と会社 

説明会の開催です。
● そして第4は就職です。第一期生は100 ％の就職率でした。
● TNIでは、タイの他大学に例を見ない学生のサポートを行い、父兄からも

良い評価を受けています。

TNI奨学金基金へのご協力のお願い
泰日工業大学（TNI）では、現在、『TNI奨学金基金』
を募集しています。TNIはお陰さまで開学6年目を
迎え、年間1000人を超える学部生入学規模になり
ました。開学趣旨の日系企業を始め、タイ産業界に
貢献できる人材育成、とりわけ日系企業に通用する
コミュニケーション能力と日本型ものづくり教育を 
通じて将来の産業中核人材を供出できる状況に 
なりました。
奨学金は、日本の生産文化に関心を持つ優秀な学
生をタイ全土から広く募集し、産業界のグローバル
ニーズに合致した人材に育てるため、全学部生の5％ 
にあたる年間200人の意欲を持った優秀な学生 
に供します。
ご理解・ご協力・ご賛同をお願い申し上げます。 
詳 細 は T N I 奨 学 金 募 集 要 項 をご 参 照 
ください。　

いまなぜ奨学金？
TNIは、開学6年目の若い大学です。上記のように 
グローバルな企業競争時代の産業人材養成という、
明確な社会貢献の意図がありますが、まだ6年目で、
それほど有名とは言えず、この奨学金は、タイ全国
から意欲あって日-タイ関係に関心を持つ、優秀な
学生を集める有力な動機になります。特に、これま
での国立有名大学などに互し、学費面などで経済力
のない家庭からも募集できると考えます。なお頂戴す
る奨学金はすべて奨学金として使い（奨学生の 
学費・生活費に充当）、運営費には当てません。

TNIインターンシップは2種類あり、技術系はタイ語
でサハキット＝産学協同教育・企業研修と言い、 
事務系はタイ語でフクガーン=職業教育と言ってい
ます。
技術系学生は、4年生の4カ月間、ホスト企業で 
生産性向上、品質向上、ライン改善、治具装着段取
り改善などのプロジェクトに取り組みます。一方、 
事務系学生は、3-5月の2カ月間、ホスト企業で 
会社全体の業務を把握し、レポートを提出します。

SUS社から奨学金贈呈
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入学者選考 学生選抜は次の５通りで、前年10月から選考が始まります。
（数字は概数）
●	 教育省高等教育委員会の定める、大学入学センター試験(CUAS）、 

またはGAT/PAT制度を利用し、10%が入学します。
●	 推薦入学制度を利用し、指定200の高等学校から30%が入学します。
●	 学生が直接TNI独自作成の入学試験を受ける方法で60%が 

入学します。
●	 理科、文化、音楽、スポーツに秀でている者を対象に若干名が 

入学します。
●	 全国高校ロボコン大会で優勝したチーム。

新入生オリエンテーション

就職指導と求職ご相談　　
TNIは、10頁の産学協力例に見られるように、さまざまな産学連携・学生 
支援・サポートを行っています。
● インターンシップ・就職サポートセンター：卒業と同時にスムーズな 

就職を支援します。また企業研修相談指導を行っています。　
 電話02-763-2750/2770　Fax02-763-2754　
 Email: coopedu@tni.ac.th
● 日系企業専用就職・求職ウェブサイトを2012年に設置し、企業と 

学生の出会いを促進しています。www.JOBTNI.comをご参照ください。
 電話02-763-2752 Fax 02-763-2754　
 Email: research@tni.ac.th　　

第一期卒業生の就職
● 2011年度はTNIで初めて学部卒業生が誕生。同年8月現在、卒業生

225人中、就職希望者は179人、進学29人、単位未取得者17人でした。
就職希望者のうち、兵役中の1人を除くと99％の就職率です。進学者
のうちタイ国内が19人、海外が10人です。

● 第一期の卒業生は、人数自体が少なく、3倍近い求人需要に応 
えられませんでした。一方2012年度以降、卒業生が増大します。 
特に経営学部の日本語・経営学コース（BJ）専攻者が卒業し、ものづく
り産業以外のニーズにも、より積極的に対応できる状況です。

● 右図で、166人の就職卒業生の内訳を見ると、自動車業界（組立・ 
部品）就職者が多く、続いてITソフト、その他（その他製造業、流通
業、金融機関等）の順になります。日系企業就職は全体の５４％です。 
また4人が日本で就職していますが、彼らは、人材会社を経由し、 
日本語訓練をさらに受ける一方、日本で日本のやり方を体得したいと
いう希望を聞きました。

● グローバル化を反映し、2012年度は日本本社の直接雇用が増えて 
います。

TNI生の日本語力
多くの日系企業の学生への関心の１つは、日本語がどの程度通じ 
るかです。TNIの卒業生は、個人差がありますが、基本的な会話力を身につ
けています。
TNIでは、日本語能力検定試験の3・４級を目標に、日本語教育を週2回 
少なくとも3年の前期までに合計225時間（＋自習はこの2倍。日本語・ 
経営学コース（BJ）は720時間、いずれも選択時間を含まない時間）指導して
います。なおTNIでは、小さいときに親と一緒に日本に滞在した者や高校か
ら学習していた者を含み、1級･2級合格者もいます。
なお2010年に日本語能力試験は改定され、5段階になり、TNIが目標に 
している平均等級は次の通りです。
● N3級＝日常使われる日本語を理解（就労の日本語、場面に応じたやり

とりも可能、漢字700字・語彙3,500語程度を習得） 
● N4級＝基本的な日本語を理解（ゆっくりした会話でのやり取りが 

可能、漢字300字・語彙1,500語程度を習得

 
カンラヤアさん：IM卒（豊田合成（T）社 総務課勤務）
富山県の大学で2年勉強したが十分でなく、2008年
TNI・IMに編入し、社会人学生として金曜の夜、土日の2年
半勉強した。「統計解析などの貴重な経験は今の仕事に 
役立っている」。杉山副社長：彼女は日本語1級資格を持ち、
最初は通訳的な仕事を考えたが、資料のグラフ提案などの
能力を見て、会社にとってより有用な存在と認識。
(杉山副社長 (左) とアヌチャー人事部長を挟んで)

第一期卒業生業種別就職者数
日本で 就職 4人、 2%

自動車
28人、17%

自動車部
品 31人、 

19%

機械・材
料 11人、

7%

電機・電
子 13人、

8%

その他 
44人、26%

IT  35人、 
21%
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TNI年間スケジュール12頁
６月 7月 ８月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 ５月

・4年生インターンシップ（通常4ヶ月） ・IMコースインターンシップ（4ヶ月） ・企業研修2カ月

　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

卒業・就職･卒業式（9月中旬）W キャリア・キャンパス（10－2月）　 ジョブフェア

・TNIディ＝創立記念祭（7.下旬）

（団体競技）

2012.2.15学生の就職
説明会に80社以上がTNI
でブース紹介頂きました。

休み

TNI大学校舎と隣接するアパート群に居住す
る学生も多い。

ティーラタム元TNI学
生会長：入学前、学内を
自分で調べ、綺麗で生 
活しやすい環境と、学習
が理論・実践両面充実
に好印象を持ちました。
また先 生は各 分 野で 
優れ、学生に的確・有益な
アドバイスをしてくれます。
さらに 色 々な 奨 学 金 
制度も有難いことです。

・新年度開始（6月初旬）

前期 後期 試験 夏休み　夏季講習
短期日本留学

（2月中旬）

「TNIは学び舎だけでなく大家族」:

・スポーツ祭

● TNIの学期は6月に始まり、 
5月に終わります。

● 卒業が決定するのは通常 
4月初めの理事会以後にな
ります。(学生は4-6月に卒
業します。なお卒業式は9月
に行われます)

● 3-5月は夏休み時期ですが、
単位が取れる夏季講習があり、
単位不足の学生も参加します。 
この時期、短期日本留学す
る学生も多くいます。なお 
この単位の取り方によって
は、10月に卒業する学生も
います。

● 学生は、キャンパスに隣接 
するアパートに居住し、日中
の履修課程のほか、夜間・
休日も課題・宿題・サークル
活動に従事する場合が多く
見られます。

● 4 頁 の「 卒 業 生 の 声 」に 
見られるよう、TNIは単なる
学び舎だけでなく大家族と
いう言葉が聞かれます。

バンコク津波洪水チャリティーマ
ラソン大会での「TNIよさこいクラ
ブ」2012.3.11：同チームはTNI外
のイベントでも、よさこいぶしなどを紹
介する人気グループです。
・他に大学間スポーツ大会、タイ舞踊
会などに参加するサークルなどがあり
ます。

全日本学生フォーミュラ大会に参加：
学生自ら自動車を設計製作し、構想提案・設計・コストから、走行・
燃費生態までの「ものづくりの総合力」を競います。
国際競技会にTNIチームは積極参加：
TNI創造的ミニロボット大会など独自なものを含め、ものづくり・か
らくり大会、ロボコン(ロボット・コンテスト)大会、ロボットデザイン
大会、インターネット・トレーディング大会、エコカー大会など国際
的に頭脳と体力を養う競技に積極的に参加して入賞しています。

ロボット・コンテスト 世界エコカー大会 マングローブ植樹運動
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国際交流　13頁
●	 協力提携機関：日本の31の大学等（右図）

と協力協定を結んでいます。（2012年6月
現在）

●	 2012年度は、約200名のTNI生が日本に
1-2ヶ月から1年の留学をします。短期 
留学では、語学・文化・ホームステイ・各地
見学が内容です。「短期だったが、日本語
力向上はもちろん、新幹線の秒単位の運行など、 
タイでは勉強できない貴重な経験だった」との声が
多く聞かれます。

●	 このほか静岡県や日本企業がスポンサーになって 
頂く日本研修の機会もあります。

●	 日本人交換留学生も4日-10日間の研修旅行、 
1-2カ月の企業研修、半年の留学などがあります。

●	 またラオス国立大学経営大学院LJIと協力協定を 
結び、留学生を受け入れています。

タイ⇒日本　　
嘉悦大学主催（大田区産業振興協会等協力）TNI経営学部学生のため
の日本企業訪問研修プログラム（2012.3.12-5.21）に参加したタンヤ
ナットさんとアシタさん(左から4・5人目)の報告会

日本人学生の声：
寺院やタイ文化、工場見学など色々勉強できた。
タイ語の勉強もできたが、TNI生の日本語が上手だったことで、より交流で 
きた。日本の大震災体験も伝えることができた。
会社研修は大変貴重で将来の社会準備となった。

（2012.3地震フォーラムに参加した東北工業大学学生4人の感想から）

国際学術交流　（*2011年度は東北大地震・津波の影響で参加学生が減りました）

年　度 2007 2008 2009 2010 2011
協約提携数　（累計数字） 12 18 26 27 32

TNIから日本の大学への交換留学生数 24 59 140 *135

日本の大学からTNIへの交換留学生数 17 32 67

ASEAN大学からTNIへの留学者(ラオス) 1

TNI教員の日本の大学への研究生派遣 4 5 11 17

東北大学　東北学院大学　
東北工業大学

室蘭工業大学

大阪大学　大阪工業大学グループ
大阪府立大学　金沢工業大学　
滋賀大学  兵庫県立大学　
立命館大学

嘉悦大学　群馬大学
芝浦工業大学　
情報通信研究機構
千葉大学　
千葉工業大学
東海大学　東京農工大学　
東京外語大学　
長岡工業高等専門学校
長岡技術科学大学　
ものつくり大学

麻生塾　九州大学

加計学園グループ

信州大学
大同大学　
豊田工業大学
名古屋工業大学

高知工科大学

ものつくり大学と兵庫県立大学からの学生（TNIで） 東北工業大学学生

日本⇒タイ

 ICBIRはTNIの全学部･大学院と日本など学術研究機関との 
学術交流会議で、毎年１回開催。
2012年5月の会議では、アセアン共同体（AEC）構想、工学、 
情報技術、経営学、語学・教養・文化をテーマに発表と意見 
交換が行われました。(1) 最新研究についての学術発表と意見
交換、(2)タイ内外の学術機関の研究者の研究協力ネットワーク
構築、(3)TNIの研究活動向上、(4)最新の知見･研究成果の 
一般普及が目的です。

またTNIは2012年6-9月「アセアン共同体創生に向けての 
アセアン経済共同体の産業協力」講座をバンコク・プノンペン・
ホーチミン市の3都市で開催。
タイ・日本・カンボジア・ベトナムの講師と学生が主として参加し、
バングラデシュ・インドネシア・シンガポールの講師のほか、 
各地の社会人参加も呼びかけます。（写真：ベトナムのフィン・ 
ムイ・タンロン技術学院長がTNI生と意見交換）

ICBIR (TNIビジネス･産業研究国際会議) 
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TNI支援機関リスト
（会社および団体名。アルファベット順：奨学金、設備・機材などのご協力を頂く）

3段フォント＝arial 6～8ポイント,] 1段に約60機関名を入れる　＝344機関÷6段＝50～60機関　（10行ごとに1行あける）
14頁　（アルファベット順）

•	 A.L.M.T.	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 A.P.	Honda	Co.,	Ltd.	 	
•	 Advics	Asia	Pacific	Co,,	Ltd.
•	 AEON	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 AGC	Automotive	(T)	Co.,	Ltd.		
•	 AGC	Chemicals	(T)	Co.,	Ltd.		
•	 AGC	Flat	Glass	(T)	Plc.	 	
•	 Aisin	AI	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 Aisin	Asia	Pacific	Co.,	Ltd.		
•	 AOTS	Bangkok	Office	(→presently	HIDA\	
Aoyama	Thai	Co.,	Ltd.	 	

•	 Aqua	Nishihara	Corp.	Ltd.		
•	 Architects	and	Associates	Co.,	Ltd.	
•	 Arrk	Corp.	(T)	Ltd.	 	
•	 Asahi	Tec	Aluminium	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 Asia	Cultural		&	Techonologicaｌ	Promotion		
Foundation	(Hozumi)

•	 Asia	Yamashita	Works	Co.,	Ltd.	
•	 Asian	Honda	Motor	Co.,Ltd.	
•	 Asian	Marine	Services	PCL
•	 Asno	Horie	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 Atsumitec	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 Auto	Alliance	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 Auto	Technic	Co.,	Ltd.	 	
•	 Azbil	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 Bangkok	Expressway	PCL		
•	 Bangkok	Metro	PCL	 	
•	 Bangkok	Pacific	Steel	Co.,	Ltd.
•	 Bangkok	Taiyo	Springs	Co.,	Ltd.	
•	 Bedazzles	Co.,	Ltd.	 	
•	 Betagro	PCL	 	
•	 Big	Daishowa	Seiki	Co.,	Ltd.	
•	 Bookbridges	Co.,	Ltd.	 	
•	 Boss	Printing	Co.,	Ltd.	 	
•	 Business	Online	PCL	 	
•	 BYK	Engineering	Co.,	Ltd.		
•	 Calbee	Tanawat	Co.,	Ltd.	 	
•	 Canon	Hi-Tech	(T)	Ltd.	 	
•	 Cataler	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 Central	Motor	Wheel	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 CH.	Karnchang	PCL	 	
•	 CH.	Karnchang-Tokyu	Construction	Co.,	Ltd.	
•	 Citizen	Manufacturing	Asia	Co.,	Ltd
•	 Comfort	International	Co.,	Ltd.	
•	 Control	Component	Co.,	Ltd.	
•	 Core	Tech	System	Co.,	Ltd.	
•	 CT	Industry	Co.,	Ltd.		 	
•	 Daicel	Safety	Systems	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 Daido	Sittipol	Co.,	Ltd.	 	
•	 Daihen	Electric	Co.,	Ltd.	 	
•	 Daikin	Industries	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 Dainichi	Color	(T)	Ltd.	 	
•	 Daisho	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 DENSO	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 DENSO	International	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 DENSO	International		Asia	Co.,	Ltd.	
•	 Dia	Resibon	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 Dyna	Metal	Co.,	Ltd.	 	

•	 Ebara	(T)	Limited	 	
•	 Enkei	Thai	Co.,	Ltd.	 	
•	 ESSOM	Co.,	Ltd.	 	
•	 European	Bakery	Co.,	Ltd.		
•	 FCC	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 February	Thirty	Co.,	Ltd.	 	
•	 FMOT	Limited	 	
•	 Fujikasui	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 Fujitsu	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 Fujitsu	General	(T)	Co.,	Ltd.
•	 Fujitsu	Systems	Business	(T)	Limited
•	 Fujitsu	Ten	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	Grand	Siam	Composites	Co.,	Ltd.
•	 Hayshi	Telempu	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 Hino	Motors	Manufacturing	(T)	Limite
•	 Hino	Motors	Sales	(T)	Limited	
•	 Hitachi	Asia	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 Hitachi	Asia	Limited	 	
•	 Hitachi	Chemical	Asia-Pacific	Pte.	Ltd.	
(Bangkok	Rep.	Office)	 	

•	 Hitachi	Chemical	Automotive	Products	(T)	
Co.,	Ltd.	 	

•	 Hitachi	Construction	Machinery	(T)	Co.,	Ltd
•	 Hitachi	Global	Storage	Technologies	(T)	
Limited	 	

•	 Hitachi	High-Technologies	(T)	Limited	
Hitachi	Metals	(T)	Limited	 	

•	 Hitachi	Power	Tools	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 Hitachi	Rolls	(T)	Limited	 	
•	 Hitachi	Transport	System	(T)	Limited	Honda	
Automobile	(T)	Co.,	Ltd.	

•	 H-One	Parts	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 HYMOLD	(T)	Ltd.	 	
•	 Ikura	Seiki	Co.,	Ltd.	 	
•	 Inabata	Thai	Co.,	Ltd.	 	
•	 Internet	Foundation	for	the	Development	of	
Thailand	 	

•	 Isuzu	Engine	Manufacturing	(T)	Co.,	Ltd
•	 Isuzu	Group	Foundation	 	
•	 Isuzu	Motor		Co.(T)	Ltd.	 	
•	 Itochu	(T)	Ltd.	 	
•	 Itochu	Management	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 Iwatani	Corp.	(T)	Ltd.	 	
•	 JAC	Personnel	Recruitment	Ltd.	
•	 Japanese		Chamber	of		Commerce,		
Bangkok	

•	 JETRO	Bangkok	 	
•	 JFE	Engineering	&	Construction	(T)		Co.,	Ltd
•	 JFE	Shoji	Trade	(T)	Limited	
•	 JFE	Steel	Corp.		
•	 JICA	(Japan	International	Cooperation	
Agency)	

•	 JODC	(→presently	HIDA)	 	
•	 Jibuhin	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 JTEKT	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 JVC	Manufacturing	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 K	Line	(T)	Limited		 	
•	 K&U	Enterprise	Co.,	Ltd.	 	

•	 Kallawis	Auto	Parts	Industry	Co.,	Ltd.
•	 Kawasaki	Motors	Enterprise	(T)	Co.,	Ltd.	
Kingfisher	Holdings	Limited	

•	 Kobe	Electronics	Material	(T)	Co.,	Ltd.	
Kobe		Mig	Wire	(T)	Co.,	Ltd.

•	 Kobe	Steel	Limited	(Bangkok	Rep.	Office)	

•	 Kobelco	Machinery	Asia	Pte.	Co.,	Ltd
•	 Kochi	University	 	
•	 Korat	Matsushita	Co.,	Ltd.		
•	 Kyocera	Asia	Pacific	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 Kyodo	Die-Works	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 Kyoto	Electric	Wire	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 Limphanichi	Limited		Partneship	
•	Mahle	Siam	Filter	Systems	Co.,Ltd.	
•	Makino	Milling	Machine	Co.,	Ltd.	
•	Marubeni		Thailand	Co.,	Ltd.	 	
Marubeni-Itochu	Steel	Pte.	Ltd.,	Bangkok	
Branch	 	

•	Max	Value	Technology	Co.,	Ltd.	
•	Meiwa	Enterprise	(T)	Co.,	Ltd.	
•	Mikuni	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	Minebea	Thai	Ltd.		 	
•	Mitsubishi	Co.	(T)	Ltd.	 	
•	Mitsubishi	Electric	Automation	(T)	Co.,	Ltd
•	Mitsubishi	Electric	Corp.	Regional	Office
•	Mitsubishi	Fuso	Truck	(T)	Co.,	Ltd.
•	Mitsubishi	Heavy	Industries	(T)	Ltd.	
•	Mitsubishi	Motors	(T)	Co.,	Ltd.	
•	Mitsu	&	Co.,	(T)	Ltd.		 	
•	Mitsui	O.S.K.	Lines	(T)	Co.,	Ltd.	
•	Mitsui	Siam	Componets	Co.,	Ltd.	
•	Mitsui	Sumitomo	Insurance	Co.,	Ltd.
•	Mitsumi	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	Mitsutoyo	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	Mizuho	Corporate	Bank	Limited	
•	Molten	Asia	Polymer	Products	Co.,	L
•	Moresco	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	Mori	Seiki	Manufacturing	(T)	Co.,	Ltd.	
Moriroku	(T)	Co.,	Ltd.	 	

•	Muang-Max	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	Muramoto	Electron	(T)	PCL	
•	 N.T.N.	Bearing	Thailand	Co.,	Ltd.	
•	 N.Y.K.	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 NDR	Co.,	Ltd.		 	
•	 NEC	Corp.	(T)	Ltd.	 	
•	 NEC	Tokin	Electronics	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 NESIC	(T)	Ltd.	 	
•	 Netmarks	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 NHK	Spring	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 Nihon	Superior	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 Nikkei	Siam	Aluminium	Limited	
•	 Nikon	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 Nile	(	Thailand	)	Co.,	Ltd.	 	
•	 Nippon	Steel	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 NIPRO	(T)	Corp.	Ltd.	 	
•	 Nissan	Diesel	(T)	Co.,	Ltd.		
•	 Nissan	Motor	(T)	Co.,	Ltd.		
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•	 Nissen	Chemitec	(T)	Limited	
•	 Nissin	Electric	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 Nissin	Manufacturing	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 Nitto	Denko	Material	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 NOK	Precision	Component	(T)	Limited
•	 NSK	Asia	Pacific	Tecnology	Centre	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 NSK	Bearings	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 NSK	Bearings	Manufacturing	(T)	Co.,	Ltd.
•	 NTT	Communication	(T)	Co.,	Ltd.	
•	Ocean	Life	Insurance	Co.,	Ltd.	
•	Office	of	the	Higher	Education	Commission	
Ohgitani	Kogyo	(T)	Co.,	Ltd.	

•	Oji	Paper	(T)		Ltd.	 	
•	Okamoto	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	Oki	Data	Manufacturing	(T)	Co.,	Ltd.	 Omni	
Systems	Co.,	Ltd.	 	

•	Ooh	Alai	Bangkok	Co.,	Ltd.	
•	OSG	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 Panasonic	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 Panasonic	Management	(T)	Co.,	Ltd.
•	 Pasona	Employment	Agency	(T)	Co.,	Ltd.
•	 Personnel	Consultant	Manpower	(T)	Co.,	Ltd.
•	 Pioneer	Manufacturing	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 Pollard	Co.,	Ltd.	 	
•	 Professionals’	Network	in	Advanced	Instru-
ment	Society	(PAI-NET)	

•	 Ray	Business	(T)	Co.,	Ltd.		
•	 Rohm	Integrated	Systems	(T)	Co.,	Ltd.
•	 Rondex	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 Rotary	Club	of	Bangkok	 	
•	 Ryoei	Engineering	Co.,	Ltd.
•	 SAEILO	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 S.E.I.	Group	CSR	Foundation	
•	 S.E.I.	Thai	Holding	Co.,	Ltd.	
•	 Sanno	R	&	D	Co.,	Ltd.	 	
•	 Satake	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 SBCS	Co.,	Ltd.		
•	 SEI	Break	Systems	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 SEI	Interconnect	Products	(T)	Liited	
•	 Seiko	Precision	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 Sews	Assia	Technical	Center	Limited	
•	 Sews	Components	(T)	Ltd.	
•	 Sharp	Appliances	(T)	Limited		
•	 Sharp	Manufacturing	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 Sharp	Thai	Co.,	Ltd.	 	
•	 Shizuki	Electric	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 Siam	Aisin	Co.,	Ltd.	 	
•	 Siam	Cosmos	Service	Co.,	Ltd.	
•	 Siam	Electric	Industries	Co.,	Ltd.	
•	 Siam	Fresh	Co.,	Ltd.	 	
•	 Siam	Goshi	Manufacturing	Co.,	Ltd.	
•	 Siam		HPM	Co.,	Ltd.	 	
•	 Siam	Mitsu	PTA	Co.,	Ltd.	 	
•	 Siam	Nissan	Automobile	Co.,	Ltd.	
•	 Siam	NSK	Steering	systems	Co.,Ltd.	
•	 Siam	Toyodensan	Co.,	Ltd.	 	
SKB	Tech.	(T)	Co.,	Ltd.	 	 	

•	 SMCC	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 SMFL	Leasing(T)	Co.,	Ltd.		 	
•	 Sodick	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 Sojitz	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 Sompo	Japan	Insurance	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 Sony	Device	Technology	(T)	Co.,	Ltd.
•	 Sritong	Nameplate	Co.,	Ltd.	

•	 Sum	Hitechs	Co.,	Ltd.	 	
•	 Sumiden	Hyosung	Steel	Cord	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 Sumiden	International	Trading	(T)	Co.,	Ltd.
•	 Sumiden	Shoji	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 Sumipol	Co.,	Ltd.	 	
•	 Sumitomo	Corp.	Thailand	Limited	
•	 Sumitomo	Electric	(T)	Limited	
•	 Sumitomo	Electric	Hardmetal	Manufacturing	
(T)	Limited	 	

•	 Sumitomo	Electric	Industries,	Limited	
•	 Sumitomo	Electric	Sintered	Components	(T)	
Co.,	Ltd.	 	

•	 Sumitomo	Electric	Wintec	(T)	Co.,	Ltd.
•	 Sumitomo	Electric	Wiring	Systems	(T)	Limited
•	 Sumitomo	Metal	Industries,	Limited	
•	 Sumitomo	Mitsui	Banking	Corp.	
•	 Summit	Auto	Body	Industry	Co.,	Ltd
•	 Suncall	High	Precision	(T)	Limited
•	 Sylvac	Asia	Co.,	Ltd.	 	
•	 SWS	Logistics	&	Marketing	(T)	Co.,	Ltd
•	 T&J	Earth	Mechatronics	Co.,	Ltd.	
•	 T.	Rad	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 T.S.B.	Products	Limited	Partnership	
•	 Taisei	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 Takao	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 Takata-Toa	Co.,	Ltd.	 	
•	 TBTS	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 Techno	Associe	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 Technology	Promotion	Association	(Thai-
land-Japan)	 	

•	 Technology	Promotion	Institute	Foundatio
•	 Teijin	Polyester	(T)	Limited		
•	 Textile	Prestige	PCL	 	
•	 Thai	Asahi	Denki	Co.,	Ltd.		
•	 Thai	Asahi	Glass	PCL	 	
•	 Thai	Bridgestone	Co.,	Ltd.		
•	 Thai	Chemical	Copr.	Ltd.	 	
•	 Thai	Honda	Manufacturing	Co.,	Ltd.	
•	 Thai	International	Die	Making	Co.,Ltd.
•	 Thai	Kajima	Co.,	Ltd.	 	
•	 Thai	Kamaya	Co.,	Ltd.	 	
•	 Thai	Kikuwa	Industries	Co.,	Ltd.	
•	 Thai	Koito	Co.,	Ltd.	 	
•	 Thai	Kurabo	Co.,	Ltd.	 	
•	 Thai	Long	Distance	Telecommunication	Co.,	Ltd
•	 Thai	Mitchi	Corp.	Ltd.	 	
•	 Thai		MMA	Co.,	Ltd.	 	
•	 Thai	Nippon	Seiki	Co.,	Ltd.	
•	 Thai		NISCA	Co.,	Ltd.	 	
•	 Thai	Nishimatsu	Construction	Co.,	Ltd
•	 Thai	Nissei	Lamination	Co.,	Ltd.	
•	 Thai	Obayashi	Corp.	Ltd.	 	
•	 Thai	Otsuka	Pharmaceutical	Co.,	Ltd
•	 Thai	PET	Resin	Co.,	Ltd.	 	
•	 Thai	Polyacetal	Co.,	Ltd.	 	
•	 Thai	Polycarbonate	Co.,	Ltd.	
•	 Thai	Secom	Pitakkij	Co.,	Ltd.
•	 Thai	Semcon	Co.,	Ltd.	 	
•	 Thai	Seng	Trading	Co.,	Ltd.	
•	 Thai	Shimizu	Co.,	Ltd.	 	
•	 Thai	Sintered	Products	Co.,	Ltd.	
•	 Thai	Sintokogio	Co.,	Ltd.	 	
•	 Thai	Stanley	Electric	PCL	 	
•	 Thai	Steel	Pipe	Industry	Co.,	Ltd.	

•	 Thai	Summit	Mitsuba	Electric	Manufacturing	
Co.,	Ltd.	 	

•	 Thai	Takeda	Lace	Co.,	Ltd.
•	 Thai	Takenaka	International	Limited	
•	 Thai	Tinplate	Manufacturing	Co.,	Ltd.	
•	 Thai	Toshiba	Electric	Industries	Co.,	Ltd
•	 Thai	Toshiba	Lighting	Co.,	Ltd.	
•	 Thai	Wacoal	PCL	 	
•	 Thai	Yamaha	Motor	Co.,	Ltd.	
•	 Thai	Yazaki	Corp.	Ltd.	 	
•	 Thai-Kobe	Welding	Co.,	Ltd.	
•	 Thailand	Automotive	Institute		
•	 Thaioil	PCL	
•	 Thanachart	Bank	PCL	 	
•	 The	Bank	of	Thailand	 	
•	 The	Bank	of	Tokyo-Mitsubishi	UFJ,	Limited
•	 The	Siam	United	Steel	(1995)	Co.,	Ltd.
•	 The	Srimuang	Insuarance	Co.,	Ltd.	
•	 Thumwrongwat	Co.	 	
•	 TIPS	Ltd.	 	
•	 TJ	Prannarai	Communication	Co.,	Ltd
•	 Togo	Seisakusyo	(T)	Co.,	Ltd.
•	 Tokai	Eastern	Rubber	(T)	Limited
•	 Topy	Fasteners	(T)	Limited	
•	 Toray	Industries	(T)	Co.,	Ltd.
•	 Toshiba	Asia	Pacific	Pte.	Ltd.	(Bangkok	Office
•	 Toshiba	Carrier	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 Toshiba	Consumer	Products	(T)	Co.,	Ltd
•	 Toshiba	Hokuto	Electronic	Device	(T)	Co.,	Ltd
•	 Toshiba	Lighting	Components	(T)	Limited
•	 Toshiba	Semiconductor	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 Toshiba	Storage	Device(	T)	Co.,	Ltd.	
•	 Tostem	Thai	Co.,	Ltd.	 	
•	 Toyo	Roki	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 Toyoda	Gosei	Rubber	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 Toyota	Motor	Asia	Pacific	Engineering	&	
Manufacturing	Co.,	Ltd.	 	

•	 Toyota	Motor	Thailand	Co.,	Ltd.	
•	 Toyota	Technical	Center	Asia	Pacific		(T)	Co.,	Ltd
•	 Toyota	Tsusho	(T)	Co.,	Ltd.
•	 Transtron	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 TRD	Asia	Co.,	Ltd.	 	
•	 Tripech	Isuzu	Sales	(T)	Limited	
•	 Tsubakimoto	Automotive	(T)	Co.,	Ltd.	
•	 Udom	Niyomka	Fund	 	
•	 UEL	Asian	Co.,	Ltd.	 	
•	 Union	Chojirushi	Co.,	Ltd.	 	
•	 Unisia		JECS	(T)	Co.,	Ltd.		
•	 Univance	Corp.		
•	 Utility	Business	Alliance	Co.,	Ltd.	
•	We-Ef	Lighting	Co.,	Ltd.	 	
•	 Y	S	PUND	Co.,	Ltd.	 	
•	 Y.M.P.	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 Yamasei	Thai	Co.,	Ltd.	 	
•	 Yamatake	(T)	Co.,	Ltd.	 	
•	 Yanmar	S.P.	Co.,	Ltd.	 	
•	 Yorozu	(T)	Co.,	Ltd.	 	
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