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タイ・セミナー「ライフサイエンス：医薬食品・バイオ産業」 
・個別相談会の開催について

タイの薬事・ビジネス・行政動向については、日本の製薬会社も高い関心をもっているところです。

長年懸案であったタイ王国が日本薬局方を参照薬局方として採用したことも発表されました。2018年11

月に関薬協主催で開催した「タイの製薬産業とビジネス環境に関する講演会」では約100名の方々に参

加いただきました。 

今般、タイ王国大阪総領事館タイ投資委員会（BOI）大阪事務所主催で 9 月 4 日（水）に別添のとお

りセミナー・個別相談会を行うことになり、関西医薬品協会も後援することになりましたので ご案内申

し上げます。 

今回のセミナーではタイ科学技術省 生命科学研究所（TCELS）、タイ投資委員会（BOI）、タイ保健省 食

品・薬品委員会事務局(FDA)からの講演の他、午後の個別相談会では講師の先生方と個別でお話すること

ができます。タイの行政や研究機関との関係を深める絶好の機会となりますので多数のご参加をお待ち

しております。 

つきましては、本説明会へご参加希望の方で日薬連傘下の医薬品関連企業の方は、8月28日（水）ま

で(個別相談会は8月21日（水）まで)に関西医薬品協会ホームページ上（ http://www.kpia.jp ）の「講

演会等受付システム」よりお申し込み頂きますようお願い申し上げます。 

なお、9月5日（木）に同じ内容のセミナー・個別相談会が東京でも開催されますので、案内を添

付しております。 

＜セミナーに関するお問合わせ＞ 

*タイ BOI大阪事務所

Tel:(06)6271-1395

Fax:(06)6271-1394

E-メール：boiosaka.event@boi.go.th

*タイ BOI東京事務所

Tel:(03)3582-1806

Fax:(03)3589-5176

E-メール：thaiboitokyo@gol.com



 

 

セセミミナナーー「「ラライイフフササイイエエンンスス：：製製薬薬・・メメデディィカカルルフフーードド・・ババイイオオ産産業業」」・・個個別別相相談談会会  

開開催催ののごご案案内内 22001199 年年（（令令和和元元年年））99 月月 44 日日（（水水））大大阪阪 

タイ政府は持続可能な経済開発を重視し、持続可能なバイオエコノミーを目指す様々な政策を導入しています。国

の競争力強化と経済開発を目的として導入された新経済モデル「タイランド 4.0」の下で、包摂的、生産的そしてグリ

ーンな成長を目指します。新成長エンジン 12産業のうち、新規指定 5産業にはロボット、メディカルハブ、航空・ 

物流、デジタルそしてバイオエコノミーを指定しました。 

政府は、新成長エンジンの一つとして、1万5,000種の植物が植生するタイの豊かな生物多様性と、強みである化学

産業を活かしたバイオエコノミーに注力しています。タイ国家科学技術・イノベーション政策局（STI）は、タイ国立

遺伝子生命工学研究センター（BIOTEC）と協働し、国家バイオテクノロジー政策フレームワーク（2012年-2021年）

を立案。同フレームワークの下で、戦略計画の開発、今後の研究開発、新技術の導入、バイオテクノロジーの応用が

目指されています。 

先端技術の集約を企図するタイ東部地域の開発プロジェクト、東部経済回廊（EEC）ではEECi（イノベーション特

別区）が創出され、追加恩典が付与される他、バンコク郊外のサイエンスパーク内では「フードイノポリス（食品産

業都市）」が稼働し、食品関連の研究開発施設において民間企業、国立研究機関や大学が開発協力を行っています。 

食品・バイオ・化学資源や恩典も生かしタイ国内外への事業展開の可能性をご検討頂く良い機会です。 

参加をご希望の方は、別紙の申込用紙に必要事項をご記入の上、セミナーへのお申込みは 8月 28日（水）まで、  

個別相談会へのお申込みは 8 月 21 日（水）までにご返送下さい。受付票などは発行しておりません。さらに、希望

者には、午後、講演者との個別相談会も行います。個別相談のご希望がございましたら、参加申込書内にてチェック

をご記入の上、講演者へのご要望・ご質問事項欄におきまして詳細な検討事業の内容と質問事項をご記入ください。 

こちらでタイムテーブルを組み、予め時間と会場をお知らせ致します。尚、同様の内容で 9月5日（木）東京の日程

でもセミナーと個別相談会を開催致します。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。 

 日時  2019年9月 4日（水） 

セミナー         09:30～12:00（受付開始 9:00） 

個別相談会       13:30～16:30 

 会場  ホテル日航大阪 

(〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-3-3 Tel: 06-6244-1111) 

会場アクセス：https://www.hno.co.jp/access/  

セミナー  5階「鶴」 

個別相談会 ホテル内会議室（※決定し次第申込者にご案内します）  

 参加費    無料 

主催 タイ投資委員会（BOI）大阪事務所 

後援（予定）日本製薬工業協会、関西医薬品協会、一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム、  

日本製薬団体連合会、一般財団法人食品産業センター、国際機関日本アセアンセンター 

近畿バイオインダストリー振興会議、公益財団法人 大阪産業局(OBDA) 

～プログラム（予定）～ ※予告なく変更される場合がございます （泰-日逐次通訳） 

9:00-9:30 参加者登録   

9:30-9:33 開会挨拶 
タイ投資委員会 (BOI)大阪事務所 所長・領事（経済投資）                        

パッチャラダー・ナワカウォンカーン 氏 

9:33- 9:35 来賓挨拶 
関西医薬品協会  理事長                 

國枝 卓 氏 

9:35-10:10 

 

講演 

 

「タイのライフサイエンス：製薬・メディカルフード・バイオ産業における投資機会」     

 タイ科学技術省 生命科学研究所（TCELS）パッチャラポーン・ウォンサー 氏  

10:10-10:40 

 

講演 

 

「ライフサイエンス：製薬・メディカルフード・バイオ産業に対する 投資奨励政策」 

   タイ投資委員会(BOI)投資促進第１部 部長 スティケート・タッピタクン 氏 

10:40-10:55 休憩  

10:55-11:30 

 

講演 

 

「タイにおけるライフサイエンス：製薬・メディカルフード、バイオ産業関連法規」         

                                   タイ保健省 食品・薬品委員会事務局(FDA) 

11:30-11:50 

 

講演 

 

「タイにおける事業経験について」 

                      タイ大塚製薬株式会社 取締役社長  湯浅 真祐 氏 

11:50-12:00 質疑応答  

13:30-16:30 個別相談会 ※希望者のみ（事前のお申込みをお願いします） 

https://www.hno.co.jp/access/


タタイイ投投資資セセミミナナーー  

「「ラライイフフササイイエエンンスス：：製製薬薬・・メメデディィカカルルフフーードド・・ババイイオオ産産業業」」・・個個別別相相談談会会    

開開催催ののごご案案内内    
22001199 年年 99 月月 55 日日（（木木））東東京京 

タイ政府は持続可能な経済開発を重視し、持続可能なバイオエコノミーを目指す様々な政策を導入

しています。国の競争力強化と経済開発を目的として導入された新経済モデル「タイランド 4.0」の下で、   

包摂的、生産的そしてグリーンな成長を目指します。新成長エンジン 12 産業のうち、新規指定 5 産業には  

ロボット、メディカルハブ、航空・物流、デジタルそしてバイオエコノミーを指定しました。 

政府は、新成長エンジンの一つとして、1 万 5,000 種の植物が植生するタイの豊かな生物多様性と、

強みである化学産業を活かしたバイオエコノミーに注力しています。タイ国家科学技術・イノベーション政策

局（STI）は、タイ国立遺伝子生命工学研究センター（BIOTEC）と協働し、国家バイオテクノロジー政策フレーム

ワーク（2012 年-2021 年）を立案。同フレームワークの下で、戦略計画の開発、今後の研究開発、新技術の導入、

バイオテクノロジーの応用が目指されています。 

先端技術の集約を企図するタイ東部地域の開発プロジェクト、東部経済回廊（EEC）では EECi（イノベ

ーション特別区）が創出され、追加恩典が付与される他、バンコク郊外のサイエンスパーク内では「フードイノポ

リス（食品産業都市）」が稼働し、食品関連の研究開発施設において民間企業、国立研究機関や大学が開発協力を    

行っています。食品・バイオ・化学資源や恩典も生かしタイ国内外への事業展開の可能性をご検討頂く良い機会    

です。 

参加をご希望の方は、別紙の申込用紙に必要事項をご記入の上、セミナーへのお申込みは 8月 29日（木）   

まで、個別相談会へのお申込みは 8 月 26 日（月）までにご返送下さい。受付票などは発行しておりません。     

さらに、希望者には、午後、講演者との個別相談会も行います。個別相談のご希望がございましたら、参加申込書

内にてチェックをご記入の上、講演者へのご要望・ご質問事項欄におきまして詳細な検討事業の内容と質問事項を

ご記入ください。こちらでタイムテーブルを組み、予め時間と会場をお知らせ致します。尚同様の内容で9月4日

（水）大阪の日程でもセミナーと個別相談会を開催致します。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。 

 

◆ 日時  2019年9月 5日（木） 

セミナー  9:30～12:00（受付開始 9:10） 

個別相談会 13:30～16:30 

◆ 会場  ホテルメトロポリタン エドモント（飯田橋） 

（〒102-8130 東京都千代田区飯田橋三丁目 10番8号 Tel: 03-3237-1111） 

会場地図：https://edmont.metropolitan.jp/access/index.html 

セミナー   2階「悠久」 

個別相談会 ホテル内会議室（※決定し次第申込者にご案内します）  

◆ 参加費    無料 
 

主催 タイ王国大使館経済・投資事務所（BOI東京事務所）   

後援     日本製薬工業協会、一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム、 

日本製薬団体連合会、一般財団法人食品産業センター、国際機関日本アセアンセンター 

 

～プログラム（予定）～ ※予告なく変更される場合がございます （泰-日逐次通訳） 

9:10-9:30 参加者登録   

9:30-9:35 開会挨拶 タイ王国大使館経済・投資事務所（BOI東京事務所） 

9:35-10:10 

 

講演 

 

「タイのライフサイエンス：製薬・メディカルフード・バイオ産業における投資機会」 

タイ科学技術省 生命科学研究所（TCELS）パッチャラポーン・ウォンサー 氏 

10:10-10:40 

 

講演 

 

「ライフサイエンス：製薬・メディカルフード・バイオ産業に対する投資奨励政策」 

タイ投資委員会（BOI）投資促進第 1部 スティケート・タッピタクン部長 

10:40-10:55 休憩  

10:55-11:30 

 

講演 

 

「タイにおけるライフサイエンス：製薬・メディカルフード・バイオ産業関連法規」 

タイ保健省 食品・薬品委員会事務局(FDA) 

11:30-11:50 

 

講演 

 

「タイにおける事業経験について」 

タイ大塚製薬株式会社 取締役社長  湯浅 真祐 氏 

11:50-12:00 質疑応答  

13:30-16:30 個別相談会 ※希望者のみ（事前のお申込みをお願いします） 
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