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58 OBLIQUE CO., LTD. 77

59 ONG JEWELRY DESIGN CO., LTD. 78

60 P. STAR COLLECTION CO., LTD. 79
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団体一覧

所在地

電話番号

URL

設立

代表

所在地

電話番号

URL

Eメール

設立

代表

所在地

電話番号

URL

Eメール

設立

代表

所在地

電話番号

URL

Eメール

設立

代表 Mr. Kasemsak Kantimongkol (President)

919/616 Jewelry Trade Center, 52md Floor, Silom Rd., Bangkok 10500

+662-6301390～7

-

2011年

Mr. Boonkij Jitngamplang (President) (2017年～現在)

Mr. Phuket Khunaprapakorn (President)

cga_chan@yahoo.co.th

1/59 Maharaj Rd., Tambon Tarad, Amphoe Muang, Chanthaburi 22000 Thailand

+6639-303-118～9

http://www.cga.or.th/

2002年

35/1-5 Benjamarashutit, Watmai, Muang, Chanthaburi 22000 Thailand

+6639-323-188

-

919/616 Jewelry Trade Center, 52md Floor, Silom Rd., Bangkok 10500

+662-6301390～7

http://www.en.thaigemjewelry.or.th/

1976年

tgjta@thaigemjewelry.or.th

Mr. Somchai Phornchindarak (President)

The Gems, Jewelry and Precision Metal Confederation of Thailand

Thai Gem and Jewelry Traders Association

Chanthaburi Gem and Jewelry Traders Association

Chanthaburi Gems and Jewelry Munufacturers Association

si_cici@hotmail.com

N/A
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所在地

電話番号

URL

Eメール

設立

代表

所在地

電話番号

URL

Eメール

設立

代表

所在地

電話番号

URL

Eメール

設立

代表

所在地

電話番号

URL

Eメール

設立

代表

Mr. Atul Jogani

info@itdca.co.th

322/24 Room 24 Fl.13, Surawong Wattanakarn Building, Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

+662-631-5570～1

-

2001年

Mr. Pitchaya Pisuttikul

thaijeweller@gmail.com

42/1 Thanon Charoen Krung Soi 2 (Panumart) Phanakorn Bangkok, Thailand

+662-221-4465, +662-223-9651

http://www.thaijeweller.org/

1967年

m-thong@hotmail.com

154/83 Phayapan Rd., Prapatomjedi, Muangnakornpatom, Nakornpatom

+6681-880-1433

-

N/A

N/A

+662-233-4344, +6681-815-7950

-

deen@selectivegemhouseltd.com

sghbkk@hotmail.com

N/A

The Jeweller Association

Mr. Abdul Hameed (Dr. A.R. Deen) Rafiudeen

Mr. Chumphon Phitthayanon

Indian-Thai Diamond and Colorstones Association (ITDCA)

Tamil Muslim Color Stone Association in Thailand

Gold Business Association
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所在地

電話番号

URL

Eメール

設立

代表

所在地

電話番号

URL

Eメール

設立

代表

所在地

電話番号

URL

Eメール

設立

代表

所在地

電話番号

URL

Eメール

設立

代表

Mr. Jitti Tangsittipakdee (President) (2017～2018年度)

Mr. Anan Saengwan

1960年

207 Soi Jaransanitwong 66/1, Bangplad, Bangplad, Bangkok

+662-879-0022

https://www.facebook.com/thainiello/

anan.23077@gmail.com

1983年

154/83 Phayapan Rd., Prapatomjedi, Muangnakornpatom, Nakornpatom

+662-020-9000

http://www.goldtraders.or.th

contact@goldtraders.or.th

Mrs. Jongkolnee Lertritkornchai 

jongkolnee@chenghudmfg.co.th

331 Soi Rungsang, Bangna-Trad KM.2 Rd., Bangna, Bangkok 10260 Thailand

-

N/A

+662-925-5555 ext.601, 214

Mr. Boonlert Siripatvanich

thaigoldcenter@gmail.com

250/36 Soi Jaroennakorn 36-40, Jaroennakorn Rd., Banglampoolang, Klongsan,

Bangkok 10600 Thailand

+662-019-6048

http://thaigoldsmith.net/

2008年

Gold Traders Association

Thai Niello & Silver Wares Association Under Royal Patronage

Thai Gold Smith Association

Fashion Jewelry Trade Association
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所在地

電話番号

URL

Eメール

設立

代表

所在地

電話番号

URL

Eメール

設立

代表

所在地

電話番号

URL

Eメール

設立

代表

所在地

電話番号

URL

Eメール

設立

代表

tjm@thaijewelrymfr.com

620/74-75 Soi Trakulheng, Satupradit Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok

+662-294-0020～2

-

2003年

Mr. Pongdej Rattapongpakorn

thaitrading_04@yahoo.com

N/A

+662-212-6215～7

-

N/A

http://www.thaidiamonds.net/

-

Mr. Pichit Nilprapaporn

2012年

620/74-75 Soi Trakulheng, Satupradit Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok

+6694-350-1995

-

pichitpichit.pt@gmail.com

Mr. Jeerakitti Tangkatat (President) (設立～現在)

Mr. Chirakitti Tangkathach (President)

Thai Color Stones Trade Association (TCSA)

Thai Gem and Jewelry Manufacturers Association

Thai-Mozambique Color Stones Trade Association

Thai Diamond Manufacturers Association

1989年

87/139-140 Modern Town Building, 18th floor Soi Ekamai 3, Sukhumvit 63

Klongton Nua, Vadhana Bangkok 10110

+662-390-0341, +662-381-2780
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

店舗数

企業属性

所属業態 取扱製品 有力判断

   宝飾団体・組合    ゴールド      輸出入業務従事

   インポーター    シルバー    日本製品取扱経験あり

（輸入代理店）    プラチナ
日本香港タイ宝飾フェ

   アにて仕入れ実績あり

   商社    ダイヤモンド
日本のジュエリーメーカ

   ーとの取引に関心あり

   代理店・卸売業者・小売    ジェムストーン    (具体例：　　　　　 )

   ブティック
(   色石、 真珠、  
翡翠) 仕入れ規模※

    ファッション・ショ       
    ールームオーナー

   ファッションジュ        
    エリー

   大量 

   デパート（百貨店）
（価格帯：200 - 10,000 
THB）

   一般 

    買付代理店、代理人、     
    デザイナー

   ファインジュエリー    少量

（価格帯： THB） 　　　オーダーメード

状況説明

  11,000,000   　THB

国内　　店舗、国外　　店舗（主な都市名：　　　　　　　　　　　　　　）

         タイ　       外資（国名：　　　　　　　　　　）

MR. CHAISINGH SOONTHORNPAIBUL

5 SINGH GEMS TRADING CO., LTD.

139 7th Floor, Naparatana Building, Surawongse Rd., Suriyawong, Bang Rak,
Bangkok 10500

02-235-9705

　 1988 　年
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

店舗数

企業属性

所属業態 取扱製品 有力判断

   宝飾団体・組合    ゴールド      輸出入業務従事

   インポーター    シルバー    日本製品取扱経験あり

（輸入代理店）    プラチナ
日本香港タイ宝飾フェ

   アにて仕入れ実績あり

   商社    ダイヤモンド
日本のジュエリーメーカ

   ーとの取引に関心あり

   代理店・卸売業者・小売    ジェムストーン    (具体例：ダイヤモンド )

   ブティック
(   色石、 真珠、  
翡翠) 仕入れ規模※

    ファッション・ショ       
    ールームオーナー

   ファッションジュ        
    エリー

   大量 

   デパート（百貨店） （価格帯：THB）    一般 

    買付代理店、代理人、     
    デザイナー

   ファインジュエリー    少量

（価格帯：THB）

  12,000,000  　THB

国内　1　店舗、国外　4　店舗（主な都市名：香港、ドバイ、アメリカ、ベルギー）

         タイ　       外資（国名：香港）

MR. KETAN SURECH MEHTA

INTERJEWEL (THAILAND) CO., LTD.

322/32 SURAWONGWATTANAKARN BUILDING, 15TH FLOOR, SURAWONG RD., SRIPRAYA,
BANGRAK, BANGKOK 10500

02-237-3919

http://www.interjewel.net
　 1992 　年

状況説明
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

店舗数

企業属性

所属業態 取扱製品 有力判断

   宝飾団体・組合    ゴールド      輸出入業務従事

   インポーター    シルバー    日本製品取扱経験あり

（輸入代理店）    プラチナ
日本香港タイ宝飾フェ

   アにて仕入れ実績あり

   商社    ダイヤモンド
日本のジュエリーメーカ

   ーとの取引に関心あり

   代理店・卸売業者・小売    ジェムストーン    (具体例：　　　　　 )

   ブティック
(   色石、 真珠、  
翡翠) 仕入れ規模※

    ファッション・ショ       
    ールームオーナー

   ファッションジュ        
    エリー

   大量 

   デパート（百貨店）
（価格帯：10,000～
30,000THB）

   一般 

    買付代理店、代理人、     
    デザイナー

   ファインジュエリー    少量

（価格帯： THB）

状況説明

N/A

国内　　店舗、国外　　店舗（主な都市名：　　　　　　　　　　　　　　）

         タイ　       外資（国名：　　　　　　　　　　）

N/A

JESSY JEWELRY BY YYD

39 Charoenkrung Rd., Wangburapapirom, Pranakon, Bangkok 10200 

+662-222-1805

https://jessyjewelrybyyyd.com/
N/A
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

店舗数

企業属性

所属業態 取扱製品 有力判断

   宝飾団体・組合    ゴールド      輸出入業務従事

   インポーター    シルバー    日本製品取扱経験あり

（輸入代理店）    プラチナ
日本香港タイ宝飾フェ

   アにて仕入れ実績あり

   商社    ダイヤモンド
日本のジュエリーメーカ

   ーとの取引に関心あり

   代理店・卸売業者・小売    ジェムストーン    (具体例：　　　　　 )

   ブティック
(   色石、 真珠、  
翡翠) 仕入れ規模※

    ファッション・ショ       
    ールームオーナー

   ファッションジュ        
    エリー

   大量 

   デパート（百貨店）
（価格帯：100 - 90,000 
THB）

   一般 

    買付代理店、代理人、     
    デザイナー

   ファインジュエリー    少量

（価格帯： THB）

  1,000,000   　THB

国内　1　店舗、国外　　店舗（主な都市名：　　　　　　　　　　　　　　）

         タイ　       外資（国名：　　　　　　　　　　）

MR. SUTTICHAI CHUENCHOMLADA

JEWELRY VILLAGE CO., LTD.

286/1 Silom Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500

02-635-7081

　 2000 　年

状況説明

Copyright© 2018 JETRO. All rights reserved. 
10



社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

店舗数

企業属性

所属業態 取扱製品 有力判断

   宝飾団体・組合    ゴールド      輸出入業務従事

   インポーター    シルバー    日本製品取扱経験あり

（輸入代理店）    プラチナ
日本香港タイ宝飾フェ

   アにて仕入れ実績あり

   商社    ダイヤモンド
日本のジュエリーメーカ

   ーとの取引に関心あり

   代理店・卸売業者・小売    ジェムストーン    (具体例：　　　　　 )

   ブティック
(   色石、 真珠、  
翡翠) 仕入れ規模※

    ファッション・ショ       
    ールームオーナー

   ファッションジュ        
    エリー

   大量 

   デパート（百貨店） （価格帯： THB）    一般 

    買付代理店、代理人、     
    デザイナー

   ファインジュエリー    少量

（価格帯： THB）

状況説明

  6,000,000   　THB

国内　　店舗、国外　　店舗（主な都市名：　　　　　　　　　　　　　　）

         タイ　       外資（国名：　　　　　　　　　　）

Mrs. Pirapan Belmont

K.V. Gems Co.,Ltd.

194-196,2nd,5-7 Floor,Soi Mahaesak 2,Mahaesak Rd.,Suriyawongse,Bangrak,
Bangkok 10500

+662-233-3964

http://www.kvgems-preciousstones.com/
　 1988 　年
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

店舗数

企業属性

所属業態 取扱製品 有力判断

   宝飾団体・組合    ゴールド      輸出入業務従事

   インポーター    シルバー    日本製品取扱経験あり

（輸入代理店）    プラチナ
日本香港タイ宝飾フェ

   アにて仕入れ実績あり

   商社    ダイヤモンド
日本のジュエリーメーカ

   ーとの取引に関心あり

   代理店・卸売業者・小売    ジェムストーン    (具体例：　　　　　 )

   ブティック
(   色石、 真珠、  
翡翠) 仕入れ規模※

    ファッション・ショ       
    ールームオーナー

   ファッションジュ        
    エリー

   大量 

   デパート（百貨店） （価格帯： THB）    一般 

    買付代理店、代理人、     
    デザイナー

   ファインジュエリー    少量

（価格帯： THB）

状況説明

  4,000,000   　THB

国内　　店舗、国外　　店舗（主な都市名：　　　　　　　　　　　　　　）

         タイ　       外資（国名：インド）

Mr.Dheerendar Singh Shekhawat

Lucky Daimonds Co.,Ltd.

1249/159 Gems Tower Building 19th Floor,Unit A, Charoenkrung Rd., Rd.,
Suriyawong,, Bangrak,, Bangkok 10500

+662-630-8826

http://www.luckydiamonds.co.in/
　 2012 　年

Copyright© 2018 JETRO. All rights reserved. 
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

店舗数

企業属性

所属業態 取扱製品 有力判断

   宝飾団体・組合    ゴールド      輸出入業務従事

   インポーター    シルバー    日本製品取扱経験あり

（輸入代理店）    プラチナ
日本香港タイ宝飾フェ

   アにて仕入れ実績あり

   商社    ダイヤモンド
日本のジュエリーメーカ

   ーとの取引に関心あり

   代理店・卸売業者・小売    ジェムストーン    (具体例：　　　　　 )

   ブティック
(   色石、 真珠、  
翡翠) 仕入れ規模※

    ファッション・ショ       
    ールームオーナー

   ファッションジュ        
    エリー

   大量 

   デパート（百貨店） （価格帯： THB）    一般 

    買付代理店、代理人、     
    デザイナー

   ファインジュエリー    少量

（価格帯： THB）

状況説明

  2,000,000   　THB

国内　　店舗、国外　　店舗（主な都市名：　　　　　　　　　　　　　　）

         タイ　       外資（国名：ロシア、フランス、フィリピン）

Ms. Rekina Krasotkina

Mu Cephei Co., Ltd.

1249/218 D , 38 Floor, Gems Tower, Charoenkrung Rd., Surawong Bangrak, 
Bangkok 10500, Thailand

+6681-834-5984

　 2013 　年

Copyright© 2018 JETRO. All rights reserved. 
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

店舗数

企業属性

所属業態 取扱製品 有力判断

   宝飾団体・組合    ゴールド      輸出入業務従事

   インポーター    シルバー    日本製品取扱経験あり

（輸入代理店）    プラチナ
日本香港タイ宝飾フェ

   アにて仕入れ実績あり

   商社    ダイヤモンド
日本のジュエリーメーカ

   ーとの取引に関心あり

   代理店・卸売業者・小売    ジェムストーン    (具体例：              )

   ブティック
(   色石、 真珠、  
翡翠) 仕入れ規模※

    ファッション・ショ       
    ールームオーナー

   ファッションジュ        
    エリー

   大量 

   デパート（百貨店） （価格帯：THB）    一般 

    買付代理店、代理人、     
    デザイナー

   ファインジュエリー    少量

（価格帯：THB）

状況説明

 MR. SHINGEGI NAKAGAWA

NAKAGAWA CORPORATION (THAILAND) CO., LTD.

Gemopolis Industrial Estate Free Zone 2, 66/23-25 Sukhapiban 2 Rd, Soi 31,
Dokmai, Prawet, Bangkok 10250

02-066-7360

http://global.nakagawa-tokyo.com/overseas
　 2015 　年

  40,000,000  　THB

国内　1　店舗、国外　5　店舗（主な都市名：Hong Kong, Germany, U.S.A., Sri
Lanka and Japan　）

         タイ　       外資（国名：Japan　）

Copyright© 2018 JETRO. All rights reserved. 
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

店舗数

企業属性

所属業態 取扱製品 有力判断

   宝飾団体・組合    ゴールド      輸出入業務従事

   インポーター    シルバー    日本製品取扱経験あり

（輸入代理店）    プラチナ
日本香港タイ宝飾フェ

   アにて仕入れ実績あり

   商社    ダイヤモンド
日本のジュエリーメーカ

   ーとの取引に関心あり

   代理店・卸売業者・小売    ジェムストーン    (具体例：ルビー等の宝石)

   ブティック
(   色石、 真珠、  
翡翠) 仕入れ規模※

    ファッション・ショ       
    ールームオーナー

   ファッションジュ        
    エリー

   大量 

   デパート（百貨店） （価格帯： THB）    一般 

    買付代理店、代理人、     
    デザイナー

   ファインジュエリー    少量

（価格帯： THB）

3,000,000   　THB

国内　　店舗、国外　　店舗（主な都市名：　　　　　　　　　　　　　　）

         タイ　       外資（国名：　　　　　　　　　　）

Mr. Sarawut Boonbamrungsap

Prime Jewel Trading Co.,Ltd.

45/1 Silom 19 Building, 4th Floor, Unit 4122, Soi Silom 19, Silom Rd., Rd.,
Silom, Bangrak, Bangkok 10500

+662-019-5384

-

　 2011 　年

状況説明

Copyright© 2018 JETRO. All rights reserved. 
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

店舗数

企業属性

所属業態 取扱製品 有力判断

   宝飾団体・組合    ゴールド      輸出入業務従事

   インポーター    シルバー    日本製品取扱経験あり

（輸入代理店）    プラチナ
日本香港タイ宝飾フェ

   アにて仕入れ実績あり

   商社    ダイヤモンド
日本のジュエリーメーカ

   ーとの取引に関心あり

   代理店・卸売業者・小売    ジェムストーン    (具体例：　　　　　 )

   ブティック
(   色石、 真珠、  
翡翠) 仕入れ規模※

    ファッション・ショ       
    ールームオーナー

   ファッションジュ        
    エリー

   大量 

   デパート（百貨店） （価格帯： THB）    一般 

    買付代理店、代理人、     
    デザイナー

   ファインジュエリー    少量

（価格帯： THB）

状況説明

  12,000,000   　THB

国内　4　店舗、国外　4　店舗（主な都市名：ムンバイ（インド））

         タイ　       外資（国名：インド、アラブ首長国連邦）

Mr. Chandarakumarn Purohit

Priti Gems Co., Ltd.

3110, 31st Floor, Jewellery trade center, 919/395, Silom Rd., Silom, Bangrak,
Bangkok, 10500

+662-6300048、+662-6300049、+662-630-2233

http://www.pritigem.com/
　 1990 　年

Copyright© 2018 JETRO. All rights reserved. 
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

店舗数

企業属性

所属業態 取扱製品 有力判断

   宝飾団体・組合    ゴールド      輸出入業務従事

   インポーター    シルバー    日本製品取扱経験あり

（輸入代理店）    プラチナ
日本香港タイ宝飾フェ

   アにて仕入れ実績あり

   商社    ダイヤモンド
日本のジュエリーメーカ

   ーとの取引に関心あり

   代理店・卸売業者・小売    ジェムストーン    (具体例：　　　　　 )

   ブティック
(   色石、 真珠、  
翡翠) 仕入れ規模※

    ファッション・ショ       
    ールームオーナー

   ファッションジュ        
    エリー

   大量 

   デパート（百貨店）
（価格帯：2,000 - 
50,000 THB）

   一般 

    買付代理店、代理人、     
    デザイナー

   ファインジュエリー    少量

（価格帯： THB）

  40,000,000   　THB

国内　1　店舗、国外　　店舗（主な都市名：　　　　　　　　　　　　　　）

         タイ　       外資（国名：　　　　　　　　　　）

MR. KULHUSZARAM TUNWANEE

S. GRAND GEMS LTD., PART.

919/604 JEWELRY TRADE CENTER BUILDING, 50TH FLOOR, SILOM RD., SILOM, BANG
RAK, BANGKOK 10500

02-237-5186

　 1973 　年

状況説明

Copyright© 2018 JETRO. All rights reserved. 
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

店舗数

企業属性

所属業態 取扱製品 有力判断

   宝飾団体・組合    ゴールド      輸出入業務従事

   インポーター    シルバー    日本製品取扱経験あり

（輸入代理店）    プラチナ
日本香港タイ宝飾フェ

   アにて仕入れ実績あり

   商社    ダイヤモンド
日本のジュエリーメーカ

   ーとの取引に関心あり

   代理店・卸売業者・小売    ジェムストーン    (具体例：　　　　　 )

   ブティック
(   色石、 真珠、  
翡翠) 仕入れ規模※

    ファッション・ショ       
    ールームオーナー

   ファッションジュ        
    エリー

   大量 

   デパート（百貨店）
（価格帯：1,300 - 
1,550 THB）

   一般 

    買付代理店、代理人、     
    デザイナー

   ファインジュエリー    少量

（価格帯：10,000-                
          300,000THB）

N/A

UNIVERSAL CHAINS CO., LTD.

191 RAMA 3 RD., YANNAWA, BANGKOK, THAILAND 10120

02-649-0000

www.universal-chains.com
N/A

N/A

国内　　店舗、国外　　店舗（主な都市名：Hong Kong　　　　　）

         タイ　       外資（国名：　　　　　　　　　　）

状況説明

Copyright© 2018 JETRO. All rights reserved. 
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造
  ゴールド 
/ホワイトゴールド

ジュエリ
  ー什器・包装

   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

2,000,000                    　THB

    タイ   　外資（国名：香港）

   有り（国名：香港、台湾、中国、ベルギー、ニューヨーク）　       無し

状況説明

A.A. Rachminov Diamonds BKK Co., Ltd.

Jewelry Trade Center Building, 20th floor, 919/255 Silom Road, Silom, Bangrak,
Bankok

66-2-233-2558

http://www.aarachminov.com/

　　2014   年

MR. Emanuel Rephaeli

Copyright© 2018 JETRO. All rights reserved. 
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：              )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

10,000,000                    　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：アメリカ、イタリア）　       無し

状況説明

AFFINITY JEWELRY CO., LTD.

666 MOO 3, BANGPOOMAI, MUENG, SAMUTPRAKARN 10280

02-323-2688

-

　　2012   年

MR. MIEAN CHEN

Copyright© 2018 JETRO. All rights reserved. 
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

  2,000,000   　THB

    タイ   　外資（国名：イラン　　　　　　　）

   有り（国名：                     ）　       無し

状況説明

AHURA JEWELRY CO., LTD.

119 IBS Building, Fl.3, Room 3B2, 3B3, Mahesak, Suriyawong, Bangrak, Bangkok

+662-635-9655

https://www.facebook.com/ahurajewelry3b3/

　 2015 　年

Mr. Ali Knojastenia

Copyright© 2018 JETRO. All rights reserved. 
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：20,000 - 
1,000,000　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

20,000,000                    　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：中東、欧州、アメリカ、アジア）　    無し

状況説明

ALLURE JEWELRY MFG CO., LTD.

24, Mahesak Soi 3, Mahesak Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500

02-635-7301-4

http://allure-jewels.com

　　2003   年

MR. ARJ JANE

Copyright© 2018 JETRO. All rights reserved. 
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(メッキ、鋳造
　等)

   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：70 - 
700　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：350 -
1,750　THB）

27,232,600                    　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：欧州、アメリカ）　　　　　       無し

状況説明

ALMOND (THAILAND) CO., LTD.

31 Moo 14 Bangchan Industrial Estate, Serithai Road, Minburi Bangkok 10510 

02-517-0042-3

www.almond.co.th

　　1987   年

MR. JONATAN MANDELBAM

Copyright© 2018 JETRO. All rights reserved. 
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：10,000～1,
000,000THB）

10,000,000                    　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

有り（国名：アメリカ、イギリス、イタリア、フランス、オーストラリア、日本、中国　）　       
       無し

状況説明

Amorn Gems International Co., Ltd.

226 Mahesak Soi 2, Silom road, Bangrak, 
Bangkok 10500 Thailand

+662-236-7272, +662-236-4251

http://www.amorngems.com/

　　1986   年

Mr. Amorn Amornpongchai

Copyright© 2018 JETRO. All rights reserved. 
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：350 - 
28,000　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：35,000 -
100,000　THB）

1,000,000                    　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：香港、中国、欧州）　 　　      無し

状況説明

Angel Gems Co.,Ltd.

68-68/6 S&B Tower Building, 4th FlooR, Room 408, Pan Road, Silom, Bangrak, Bangkok
10500

+6681-821-1868

-

　　2001   年

Ms. Nattanaporn Saelao
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

50,000,000                    　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：世界中様々な国へ）　　　       無し

状況説明

ANILA GEM INTERNATIONAL CO., LTD.

10/3-5 Moo 2 Leabwaree Rd., Kokfad, Nongchok, Bangkok 10530

02-548-2001-16

www.anilagem.com

　　1985   年

MR. MOHAMMAD UNIT
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：200 - 
10,000  　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

6,000,000                     　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名： ロシア）　 　　　　　　　      無し

状況説明

ANSHI SILVER JEWELRY CO., LTD.

1283/2-3 Soi Charoenkrung 49, Charoenkrung Rd., Suriyawongse, Bangrak Bangkok 10500

02-630-5557

-

　　2009   年

MS. ANTIMA KUMBHAT
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

  10,000,000   　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：                     ）　       無し

状況説明

AQUARIOUS GEMS TRADING CO., LTD.

111 Pramote 1/1, Surawongse Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500

+662-236-5370, +662-236-5371

http://aquariusgems.com/

　 1989 　年

Mr. Wichai Veerasaksri
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

11,000,000                    　THB

    タイ   　外資（国名：非公開）

   有り（国名：フランス）　    　   　　　　　　無し

状況説明

Arpege Co., Ltd.

99 Narathiwat Rachanakrarin Rd.,Chongnonsi, Yannawa Bangkok 10120

+662-6782578-9

-

　　2004   年

Ms. Anne-Marie Andre Le Flanchec
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

5,000,000                    　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：アメリカ）　 　 　　　　　　     無し

状況説明

B.V.N. Silver Chain Co., Ltd.

97, 99 , 99/2-6 Ratchadapisek Rd. (Thapra-Taksin), Bukkalo, Thonburi, Bangkok
10600. Thailand

+662-477-9191

http://www.bvnsilver.com/

　　1999   年

Ms. Sopa Bavornvanich
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

2,000,000                     　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：スイス、香港、日本）　　       無し

状況説明

BELLE BAGUE CO., LTD.

106, 108 Narativas Ratchanakarin Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120 

02-681-0468

www.bellebague.com

　　2002  年

MS. TANYALUCK THANAWORRAWATNITI
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：  　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：10,000 -
3,000,000　THB）

2,000,000                     　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：スリランカ、ノルウェー、アメリカ）　    無し

状況説明

BEST EVER CO., LTD.

293/12 Soi Kamchai Lamsuri, Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500

02-266-9643

-

　　2004   年

MS. SORAYA TAHERIAN
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

4,000,000                     　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：香港）　　　　　　　   　　　    無し

状況説明

CHANTHAMANEE JEWELRY CO., LTD.

30-32-34-36 POONMANEE BUILDING, 5TH FLOOR, ROOM NO. 506, MAHAESAK RD., SURIYAWONG,
BANGRAK, BANGKOK 10500

02-234-5767

　　2005   年

MR. TOOSSHA DARADA
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯:60-        
1,000,000THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　　THB）

　　　　   18,000,000        　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：USA,EUROPE　）　       無し

状況説明

 CHINA STONE CO.,LTD.

919/522-523 JEWELRY TRADE CENTER 45TH FL. SILOM RD. BANGRAK BANGKOK, 10500 THAILAND

02-630-0730

www.echinastone.com

　　　1999    年

 MR. LI CHONG JIE

Copyright© 2018 JETRO. All rights reserved. 
35

http://www.echinastone.com/


社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

2,000,000                    　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：欧州、オーストラリア、日本）　 無し

状況説明

Chokas Jewelry Co., Ltd.

246 Sipsamhang Rd. Pranakorn, Bangkok 10200

+662-629-1116

https://chokasgroup.com/

　　2009   年

Ms. Arrissani Techapaibul
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

25,000,000                    　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：アメリカ、オーストラリア）　    無し

状況説明

CHOON JEWELRY (THAILAND) CO., LTD.

179-179/1-19 Soi Mubaansethakij 33, Mubaansethakij Rd., Bangkae Nuea, Bangkae,
Bangkok 10160

02-807-0123

www.choonjewelry.com

　　1990   年

MR. CHAIRATH NOPSANTI
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

4,000,000 THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：                     ）　       無し

状況説明

CNR JEWELRY CO., LTD.

Showroom : 1087 Charoenkrung Road, Siphaya, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
Factory & Head Office :
393-393/1 Charoenkrung Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand

+662-639-1663 to 4, +662-675-0231 to 2

http://www.cnrgroups.com/

　 2004 　年

Mrs. Sunee Lin
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：  　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　　THB）

12,500,000                    　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：欧州、アメリカ）　　　　       無し

状況説明

COLOR GEMS CO., LTD.

329 SOI MITRANUN, TERDDAMRI RD., TANONNAKORNCHAISRI, DUSIT, BANGKOK

02-216-1162-5

http://www.colorgems.biz

　　1981   年

MR. SUTHEP SUTUNYAWINIJ
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：  　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：2,000 -
60,000　THB）

1,000,000                     　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：アメリカ、スイス、香港、中国）　   無し

状況説明

COMETRUE JEWELRY CO., LTD.

Jewelry Trade Center Building; B1 Floor Booth No. JB149 Silom Rd., Silom, Bang Rak,
Bangkok 10500

0876826327

http://www.cometruejewelry.com/

　　2017   年

MR. PRASERT SRISOMSONG
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

  60,000,000   　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：                     ）　       無し

状況説明

CRAFT ART CO., LTD.

459 Moo 6 Rangsit-Pathumthanee Rd., T.Bangpoon A.Muang Pathumthanee 12000

+662-567-5195-9

http://craftart.co.th/

　 1989 　年

Mr. Krit Patarakitthumrong
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：3,000 -
50,000　THB）

15,000,000                    　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：　）　                          無し

状況説明

CUBIC GEMS CO., LTD.

194, SOI SAMAKKHI 42, SAMAKKHI RD., THASAI, MUANG, NONTHABURI 11000

02-980-0995

www.cubicgems.com

　　1995   年

MS. NAWAPANNARATCH TANASINTRAKOOL
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：  　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：4,000 -
1,000,000　THB）

5,000,000                      　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：                     　）　       無し

状況説明

CULLINAN DIAMOND CO., LTD.

121/13 - 14 The Old Siam Plaza Building, Phahurat Rd., Wang Burapha Phirom, Phra
Nakhon, Bangkok 10200

02-222-9897

www.cullinan-diamond.com

　　1981   年

MR. CHARNYUTH ASAWAWEERADECH
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：100-               
         3000THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　　THB）

　　　  3,000,000    THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：欧州、アメリカ、アジア、南アフリカ、北米、南米）　       無し

状況説明

 DAENG FASHION ACCESSORIES CO.,LTD.

 1111 CHAROEN KRUNG ROAD, BANGRAK, SEEPHAYA, BANGKOK 10500, THAILAND

 02-266-4537,266-4538

www.daengfashions.com

　　　　  1991     年

 MISS WANPEN JIRAPISANKOON / MR. SOMCHAI JIRAPISANKOON
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

5,000,000                    　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：ドイツ、デンマーク、
　　　　　オーストラリア、ニュージーランド）　無し

状況説明

De Facto Asia Co.,Ltd.

21/39-40 Soi Soonvijai,Rama 9 Rd.,Bangkapi, Huay-Kwang Bangkok 10320

+662-6414351-2

http://www.defactoasia.com/

　　1997   年

Mr. Worrachart Kowinwipat
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

  5,000,000   　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：                     ）　       無し

状況説明

DER MOND THAILAND CO., LTD.

ROOM 131 1st FLOOR SIAM SHOPPING CENTER

+662-129-4355、+662-129-4356、+662-129-4357

http://www.dermond.co.th/

　 1992 　年

Mr. Soonthorn Pipatweerawat

Copyright© 2018 JETRO. All rights reserved. 
46

http://www.dermond.co.th/


社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：  　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　　THB）

　 1,000,000  　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：シンガポール、フィリピン、日本、中国）　   無し

状況説明

 DHANU ART AND DESIGN LTD.,PART.

 5/5 M00 14 CHONGDAN BOPHOI KANCHANABURI 7103,THAILAND

 086-445-2554

　 2011  年

 MR.TANOODECH GIRDWISEDSING
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：              )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

N/A

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：欧州、アメリカ、中東）　       無し

状況説明

DIAMRUSA CO., LTD.

66/7-10, Soi Pramote (Yasu), Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500

02-237-8563-5

www.diamrusa.com

N/A

N/A
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：  　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　　THB）

　9,000,000　THB

    タイ   　外資（国名：　　イタリア　　　　　）

   有り（国名：イタリア）　     無し

状況説明

 DONNA GEMMA JEWELLRY CO.,LTD.

 GEMOPOLIS44/2-5 MOO 4,SUKAPIBAN 2 RD,SOI 31,DOKMAI,PRAWET,BANGKOK 10250,THAILAND

 02-727-0466-8

www.donnagemma.com

　 2015   年

 ALESSANDRO COMERO
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

  4,000,000   　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：                     ）　       無し

状況説明

ESSEL INTERNATIONAL CO., LTD.

729/160-165 Ratchadapisek Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok

+662-683-9500

-

　 1986 　年

Mr. Luechai Sritirakul
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(メッキ以外の
工程は全てやる
)

   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：88 - 
700　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

100,000,000                   　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：欧州、アメリカ、アジア、南アフリカ）　       無し

状況説明

EVERSHINY JEWELRY CREATION CO., LTD.

13/20 Moo 12 Phutthamonthon Sai 5, Raikhing, Sampran, Nakornpathom 73210

02-431-0058

https://www.evershinyjewelry.com/

　　1992   年

MR. U SUN JAN

Copyright© 2018 JETRO. All rights reserved. 
51

https://www.evershinyjewelry.com/


社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

4,000,000 THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：                     ）　       無し

状況説明

EXPERT GEMS MANUFACTURING CO., LTD.

17/9 Srijan, Watmai, Muang Chantaburi, Chantaburi

+6639-303-318

https://www.facebook.com/expertgems/

　 2003 　年

Mr. Thongsak Jintakarnrerk
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：  　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　　THB）

 4,000,000  　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名:アメリカ、フランス、イギリス、ドイツ、ポーランド）　       無し

状況説明

FIRST VICTOR CO.,LTD.

11/401-404 LERDPATTANA NUA,RIMKLONGBANGKOK RD.,BANGKOR,CHOMTONG,BANGKOK
10150,THAILAND

02-476-0528-9

www.firstvictor.com

   1988   年

SUNEEPORN THANUSUWANNASAK
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

1,000,000                    　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：欧州）　 　　　　　　　　　      無し

状況説明

Gee Up Co., Ltd.

15/49 Soi.Bangraknoi 2 , Ratchaphruek Rd. , Bangraknoi , Maung , Nonthaburi 11000

+6689-412-9580

-

　　1997   年

Mr. Jakkrit Dokangkarp
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：              )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

150,000,000                   　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：アジア、欧州）　　　　       無し

状況説明

GEM PRODUCTION CO., LTD.

99 Soi Kasaemsun 3, Rama 1 Road, Wangmai, Phathumwan, Bangkok 10300

02-612-5578-86

http://www.gem-production.com/

　　1993   年

MR. TANUT SUKSAWAT
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

N/A

N/A

   有り（国名：シンガポール、香港）　  　     無し

状況説明

Gems Heritage

-

+6686-347-7058

https://www.gemsheritage.com/

N/A

N/A
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

50,000,000                    　THB

    タイ   　外資（国名：非公開）

   有り（国名：スカンジナビア）　　　  　　     無し

状況説明

Georg Jensen (Thailand) Ltd.

138 Moo 1, Tonpao, Sankamphang, Chiangmai 50130

+6653-960-214 / +6653-960-215

https://www.georgjensen.com

　　1998   年

Mr. Mark. Stewart Robinson 
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

N/A

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：                     ）　       無し

状況説明

HAUS OF JEWELRY

N/A

+6691-771-4287

https://www.hausofjewelry.com/

　 1989 　年

Ms. Yolwaree Sathyanawin
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：10,000 - 
90,0000　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

24,000,000                    　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：ドバイ）　　　　　　　　　       無し

状況説明

H.V. JEWELS CO., LTD.

301 SOI RATCHADAPISEK 6, RATCHADAPISEK (THAPRA-TAKSIN) RD., BUKKALO, THONBURI,
BANGKOK 10600

02-476-0832-3

https://www.hvjewels.com

　　2004   年

MR. ASOKEBAI MOHUNBAI SAKREEYA
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：              )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

10,000,000                     　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：欧州）　    　　　　　　　　　   無し

状況説明

HIGH END COLLECTIONS CO., LTD.

303/12-13  Soi Sathupradit 19, Sathupradit Rd., Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120

02-674-3550-51

http://www.highendcollection.com

　　2005   年

MR. AMIT BEERAMEEWARN
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：100 -
90,000　THB）

60,000,000　　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：中国、日本、欧州、アメリカ）　  無し

状況説明

HONG FACTORY CO., LTD.

180,182,184 Soi Charoenkrung 42/1, Bangrak, Bangkok, 10500

02-235-2222

www.hongfactory.com

　　1993   年

Mr.Tuanghong Roipang
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠) (シルバージュエリー)

  (具体例：OEM受託の希望)

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

60,000,000                    　THB

    タイ   　外資（国名：中国）

   有り（国名：韓国、インド、中国、アメリカ）　　　  無し

状況説明

Hsin Yi Co., Ltd.

554 Kanchanapisek Rd.,Bangphai, Bangkhae Bangkok 10160

+662-804-1311

https://www.hsinyigems.com/

　　1988   年

Mr. Kwa Wen Su
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)
(具体例：日本へ自社製品を輸
出し販売したい)

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：100-               
         3000THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　　THB）

　　　  5,000,000    THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：オーストラリア、イスラエル、
イギリス、カナダ、デンマーク、フランス、アメリカ）　　       無し

状況説明

 ICELEA LTD.

123/8-9 MOO 2 SUB-DISTRICT PREAKASAMAI,DISTRICT MUANG,SAMUTPTAKARN 10270,THAILAND

 02-138-0471-2

 http://iceleajewel.com

　　　　 2002   年

 MRS. KUSUMA SEIVERLING, MR. JAMEY BRUCE SEIVERLING
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

8,500,000 THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：                     ）　       無し

状況説明

INTRAMANEE CO., LTD.

98/15 Moo 11 Factory Land 2 Soi 1, Phutthamonton Sai 5 Road
Raikhing, Samphran, Nakhonpathom 73210 THAILAND

+662-482-3226 to 8

http://www.intramanee.com/

　 2014 　年

Mr. Dome Mongkolpradit
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：              )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

1,000,000　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：                     　）　       無し

状況説明

J.P. HANNA CO., LTD.

919/1 Jewelry Trade Centre, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500

+662-881-9615-6, +6698-789-2560

https://www.facebook.com/J.Norman.Powers/

　　2013   年

Mr. Tanakorn Pinij

Copyright© 2018 JETRO. All rights reserved. 
65

https://www.facebook.com/J.Norman.Powers/


社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

53,000,000                    　THB

    タイ   　外資（国名：インド）

   有り（国名：イタリア、香港）　 　　　　      無し

状況説明

Jewelcraft Co., Ltd.

322/62-63, 23rd Floor, Bangkok Gem & Jewelry Tower, Surawong ROad, Sirhraya,
Bangrak, Bangkok Thailand 10500

+662-266-5606

-

　　2014   年

Mr. Paresh Parmani
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：50 - 
5,000　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

1,000,000                    　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：アメリカ）　　　　　　　　       無し

状況説明

Jewelry Center By Darach Co., Ltd.

25-27 Tanao Rd., Bavornniwate, Pranakorn, Bangkok , 10200

+662-629-5269

www.jewelrycenterbydarach.com/

　　2009   年

Mr. Chaiwat Prasartpanyawut
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：100 - 
20,000　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

1,000,000                 　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：アメリカ、ロシア）　 　　      無し

状況説明

K&N Gems-Chanthaburi

27/51 Yanaviroj Rd., ChanthanImit Chanthaburi

+6639-321-559

http://kngems.gemthaisupply.com/

　　2011   年

Mr. Chainarong Maneewetwarodom
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：              )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：100,000 -
6,000,000　THB）

30,000,000                    　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：ドバイ、台湾）　  　　　　　     無し

状況説明

K.M.N. DIAMOND CO., LTD.

237/3-5 Prasumersu Rd., Taladyod, Phranakorn, Bangkok 10200

02-280-2150

www.kwanmanee.com 

　　1992   年

MR. KASEMSAK VICHITKAN
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：真珠)

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：40 - 
2,000　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：40 -
2,000　THB）

2,000,000                    　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：イギリス、オーストラリア）      無し

状況説明

Karen Silver Design Co., Ltd.

555 Pratunam Centre Floor B1 Room B 555/6190-6191 And B555/6200-6201 Ratchaprarop
Road Ratchtewee Makkasan Bangkok 10400

+662-309-6201

www.karensilverdesign.com

　　2010   年

Mrs. Lalana Taweeapiradeemanee
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：              )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

5,000,000                     　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：欧州）　　　　　　　　   　　    無し

状況説明

KIMOLY CORPORATION CO., LTD.

729/113-114 RATCHADAPISEK RD., YANNAWA, YANNAWA, BANGKOK, 10120

02-881-9615-6

　　1992   年

MS. TORPIN TEPKASETKUL
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：25 - 
50　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

5,000,000                     　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：オランダ、デンマーク、　       無し
ドイツ、アメリカ）

状況説明

LAJ ENTERPRISES LIMITED PARTNERSHIP

160/292-295 I.T.F.-SILOM PALACE BUILDING, 16TH FLOOR, SILOM RD., SURIYAWONG,
BANGRAK, BANGKOK 10500

02-235-9300

　　1979   年

MR. ASHOK RACHANIVARAKONKUL
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯:100-           
    1,000,000THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　　THB）

　　　　           　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：アメリカ、韓国、スペイン、フランス、カナダ）　       無し

状況説明

 LANNA SILVER.CM CO.,LTD.

127 CHANG KLAN RD,SUB-DISTRICT CHANGKLAN,DISTRICT MUEANG,CHIANGMAI 50100,THAILAND

+6653-232-890,+6681-952-3551

　 2004 年

 MR. PRAPAN SOJINTARIT
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

6,000,000 THB

    タイ   　外資（国名：インド　　　　　　　）

   有り（国名：                     ）　       無し

状況説明

LOTUS INTERNATIONAL THAI CO., LTD.

50/35 Pan Rd., Silom, Bangrak, Bangkok

+662-235-1680

-

　 1993 　年

Mrs. Sunita Kala
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：              )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

5,000,000                     　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：アメリカ、オーストラリア、アジア）　       無し

状況説明

MARVEL JEWELRY CO., LTD.

84/1-5 Soi Lardpraow 114, Lardpraow Rd., Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310

02-539-6940-4

https://www.marveljewelrybkk.com

　　1990   年

MR. PRACHYATHIT KANBURAPA
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

(価格帯:100-              
      10,000 THB）

   ファインジ         
  ュエリー

(価格帯：100-
      20,000THB）

　　10,000,000  　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：イギリス、アメリカ、スウェーデン、　 　　　　　無し
ポーランド、ネザーランド、インド、日本、香港）

状況説明

 MONPLAISIR FASHION COMPANY LIMITED

250,252 SOI LADPRAO 80/3,LADPRAO RD,WANGTHONGLANG,WANGTHONGLANG BANGKOK 10310
THAILAND

 02-933-6242,0-81-831-4314

　　1988  年

 MISS SANANWAN PONGSRIPETCH, MR. CHI PIN CHIU
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：10,000 - 
500,000　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

3,000,000                    　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：日本）　       無し

状況説明

Oblique Co., Ltd.

111 113 115 117 Soi Charoennakorn 60 Sumrei Thonburi Bangkok 10600

+662-476-2733

-

　　2006   年

Mr. Kitichai Sae Tang
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：  　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　　THB）

  1,000,000　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：香港、台湾、アメリカ）　　       無し

状況説明

 ONG JEWELRY DESIGN CO.,LTD.

9 SOI CHAROENNAKHON 49,CHAROENNAKHON RD,BANGLANPOOLANG KHLONGSAN,BANGKOK 10600
THAILAND

+662-862-4883

　2006　　　                            年

 MR.NISAN ONGWUTHITHAM
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：  　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：50 -
4,000 THB）

1,000,000 THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：欧州、ブラジル、アメリカ）　     無し

状況説明

P. STAR COLLECTION CO., LTD.

110/50 SOI POHKAEW 4-4, NAWAMIN, BUNGKUM, BANGKOK, THAILAND 10240

02-024-8885

www.pstarcollection.com

　　2012   年

MS. SAOWANEE TATIYACHOKSAKUL
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：630～7,000
　THB）

3,100,000 THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：アメリカ、欧州、ロシア）　       無し

状況説明

P.S.J.Import-Export Ltd.,Part

59/9 Phayathai Rd. Rachatavee, Bangkok 10400 Thailand

+6681-563-5357

-

　　1979   年

Mrs. Nipa Somkiatweera
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：              )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

2,000,000                     　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：アメリカ、欧州）　 　　　　      無し

状況説明

PANNEE SILVER ORNAMENT CO., LTD.

54 Chakrapong Rd., Taladyod, Phranakorn, Bangkok 10200

02-280-1545

 www.panneesilver.com

　　2001   年

MS. PANNEE LERDSOMPOL
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：              )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

1,000,000                     　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：中東、欧州、日本）　 　　　      無し

状況説明

PETER & BROTHERS GROUP ENTERPRISE CO., LTD.

14-16 Decho Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500

02-635-7112-3

　　1989   年

MR. TAWEERAT RERKDEJMONGKOL
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

5,000,000                     　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：アジア、欧州、日本）　　 　      無し

状況説明

PIYAPOOM JEWELRY CO., LTD.

21/16-17 Soi Sukhumvit 49, Sukhumvit Rd., Klongton-Nue, Wattana, Bangkok 10110

02-260-1171-3

http://www.piyapoom.com

　　1989   年

MR. VIBOON HONGSRIJINDA
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

10,000,000 THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：                     ）　       無し

状況説明

PRECIOUS PRODUCTS JEWELRY CO., LTD.

49/246-249 Bangbon3 Road, Nongkham, Bangkok, Thailand 10160

+662-806-5029, +662-806-5030, +662-806-5753

http://www.preciousproducts.co.th/

　 1994 　年

Mrs. Natetipa Linblad
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

80,000,000 THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：                     ）　       無し

状況説明

PREMIER GEMS TRADING CO., LTD.

1249/123-127 Gems Tower Bldg. 11th Fl., Charoen Krung Rd., Bangrak, Bangkok 10500
Thailand

+662-267-4851-8, +662-233-1942, +662-235-8082-3

http://premier-bkk.com/

　 1982 　年

Mrs. Wantanee Inkatanuwat
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

200,000,000 THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：                     ）　       無し

状況説明

PRIMA GOLD INTERNATIONAL CO., LTD.

12th Fl., Central City Bangna Building, 589 / 64 Bangna – Trad, BKK 10260

+662-745-6111

http://www.primagold.co.th/en/

　 1993 　年

Mr. Preeda Tiasuwan
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：525～70,00
0　THB）

8,000,000 THB

    タイ   　外資（国名：インド）

   有り（国名：香港、アメリカ）　  　　　　     無し

状況説明

Prime Gems (Thai) Co., Ltd.

919/396 Jewelry Trade Center,31st Floor,Silom Rd.,Silom, Bangrak, Bangkok 10500

+662-630-1748、+662-630-1749

https://www.facebook.com/pages/Prime-Gems-Thai-Coltd/263452060436623

　　1996   年

Mr. Ankad Nitesh Randubi
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：50 - 
3,000 THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　　THB）

2,000,000                     　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：欧州、オーストラリア、アメリカ）　       無し

状況説明

PROSILVER JEWELRY CO., LTD.

175 SOI PETCHKASEM 42 YAK 1, PETCHKASEM RD., BANGJAK, PASRICHAROEN, BANGKOK 10160

02-869-5855

　　2015   年

MS. PAWEENA TAWEEAPIRADEEMANEE
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

30,000,000                    　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：中央、欧州、アメリカ、アジア）　       無し

状況説明

PURITY JEWELRY CO., LTD.

2, 4, Soi Charoen Nakhon 53/1, Charoen Nakhon Rd., Banglampulang, Khlong Sarn,
Bangkok 10600

02-862-4437-8

http://www.purityjewelry.net

　　2010   年

MR. POONAM CHAN KOTAREE
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

5,000,000                    　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：欧州、アジア）　  　　　　　     無し

状況説明

RAMA JEWELRY GROUP CO., LTD.

987 1st Fl., Silom Rd., Kwang Silom,Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

+662-266-8654、+662-266-8655、+662-266-8656、+662-266-8657

http://www.ramajewelry.com/

　　1995   年

Ms. Panjaluck Tanunmanee
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

N/A

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：                    ）　       無し

状況説明

Rang Diamond And Jewelry

165/34 Soi Thachalab, Talard Muang Chanthaburi 22000

+6639-333-331

rangdiamond.gemthaisupply.com

N/A

N/A
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

12,000,000                    　THB

    タイ   　外資（国名：非公開）

   有り（国名：中東、欧州）　　　　　　　       無し

状況説明

RATANA SAGAR JEWELLERY GROUP CO.,LTD.

919/530 Jewelry Trade Center Bld.,45th Floor Silom Rd., Silom,Bangrak ,Bangkok 10500

+662-234-4175、+662-234-4176、+662-234-4177、+662-236-6213

http://www.semipreciousking.com/

　　1992   年

Mr. Rayesh Kumarn Ladtra
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

35,000,000                    　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：多国）　　　　　   　　　　　    無し

状況説明

RCAN JEWELRY CO., LTD.

322/14B, 322/15 SURAWONG WATTANAKAN BUILDING, 11th FLOOR, SURAWONG RD., SI PHRAYA,
BANG RAK, BANGKOK 10500

02-631-7496

　　2008  年

MR. NIRAV RASIKLAL GANDHI
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：10 - 
900　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

4,900,000　　                   　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：多国）　 　　　　　　　　　      無し

状況説明

ROYI SAL CO., LTD.

888/34-35 Phloenchit Rd, Lumpinee, Pathumwan, Bangkok 10330

02-650-9212

http://www.royisal.com

　　2001   年

MR. ROYI GAL
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)
  (具体例： 輸出入業務従事 
)

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：3,000 -
900,000　THB）

15,000,000                    　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：中東、欧州、日本）　　　  　     無し

状況説明

S.V.S. JEWELRY FACTORY CO., LTD.

94-100 Soi Somdetphrachaotaksin 29, Somdetphrachaotaksin Rd., Samre, Thonburi,
Bangkok 10600

02-877-9878

　　1998   年

MR. SUTHEE DOLSOOKKUL
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

N/A

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：アジア）　　　　　　　　　      無し

状況説明

Sarintip Jewelry

558 Jj Mall, 1st Floor Room F221, Kampaeng Phet 2 Road Chatuchak Bangkok 10900

+6689-675-0066

https://www.facebook.com/pg/sarintipjewelry/

N/A

N/A

Copyright© 2018 JETRO. All rights reserved. 
96

https://www.facebook.com/pg/sarintipjewelry/


社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：  　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

2,000,000                    　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：欧州、アメリカ）　    　　 　　  無し

状況説明

SC JAMES CO., LTD.

341/21 Soi Wongsawang 4, Wongsawang Rd., Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800

02-587-6803

www.scjames.com

　　2013   年

MR. CHITTAKORN PRATOOMCHAT
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：  　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

100,000,000                   　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：イタリア、日本、アメリカ、　    無し
香港、オーストラリア）

状況説明

SIGNITY (THAILAND) CO., LTD.

849 Vorawat Building, 16th Floor, Unit 1603 - 1604, Silom Rd. Silom, Bangrak,
Bangkok 10500

02-237-2040

http://signity.co.th 

　　1999   年

MR. KURT ZBINDEN
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：              )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

110,000,000                   　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：欧州、アジア）　 　　　　 　     無し

状況説明

SILVER ICE CO., LTD.

47/30 Moo 4, Gemopolis Industrial Estate, Sukhaphibal 2 Rd., Dok Mai, Prawet,
Bangkok 10260

02-727-0488-9

　　1999   年

MR. WILLIAM NUSEN
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

5,000,000　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：欧州）　   　　　　　　　　　    無し

状況説明

Silvex Co,Ltd.

43/93 Soi Phetchakasem 28,Klong Bangjak Rd.,Pakklongpasicharoen, Pasicharoen,
Bangkok 10130

+662-868-6275

http://www.silvex.co.th/

　　1990   年

Mr. Chaiya Navawattanasap
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：              )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

5,000,000                     　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：欧州）　 　　   　　　　　　　   無し

状況説明

SIRUS TANYA CO., LTD.

5 SOI 1, MUANGKAO RD., PHANAT NIKHOM, CHON BURI, 20140

081-381-2555

www.sirustanya.com

　　2011   年

MR. SIRUS TANYAWATTANAKUL

Copyright© 2018 JETRO. All rights reserved. 
101

http://www.sirustanya.com/


社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：400,000 - 
1,500,000　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

N/A

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：インド、シンガポール、クウェート、香港）　     無し

状況説明

SOMWANG JEWELRY

35/202 Moo 7, Chanthanimit, Mueang, Chanthaburi 22000

039-301-030

https://www.facebook.com/Somwang-Jewelry-596073180424488/

N/A

N/A
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：500 - 
100,000  　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：500 -
100,000　THB）

6,000,000                     　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：非公開             　）　       無し

状況説明

TGS COLOUR GEMS CO., LTD.

1279 Charoenkrung Rd, Suriyawong, Bang Rak, Bangkok 10500

02-233-4696

http://tgscolourgems.com/

　　2005   年

MR. TARUN DARUKA
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

(ルースのジュエリー)
(具体例：ルースのゴールドジ
ュエリー)

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

5,000,000　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：アメリカ、欧州、オーストラリア）　　　無し

状況説明

Thai Silp Jewelry Co.,Ltd.

248 Suriwongse Road Si Phraya Banrak Bankok

+662-233-5658

http://www.thaisilpjewel.com/

　 1991 　年

Mr. Kriang Sriraveevilas
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：700 - 
315,000　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

2,000,000                     　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：アジア、欧州、アメリカ）　　　　無し

状況説明

THAN THONG ARTS CO., LTD.

7/12 Tripetch Rd., Wangburapapirom, Pranakon, Bangkok 10200 

02-881-9615-6

-

　　1997   年

MS. WANLAYA SUWANNAPIROM
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

30,000,000                    　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：欧州、アジア、オーストラリア）　　　　　無し

状況説明

THOMPSON BROTHERS CO., LTD.

392/4-5 Thompson Bldg., Sukhumwit Rd.,Between Sukhumwit Soi 18-20,
Klongtoey,Bangkok 10110 Thailand

+662-259-3451

http://www.thompson-brothers.com/

　　1988   年

Mr. Komsan Opasstaworn
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

5,000,000                    　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：                     ）　       無し

状況説明

Thye Seng Hong

76 Phahurad Rd., Pranakornm, Bangkok, Thailand 10200

+662-623-7879

http://www.thyesenghong.com/

　　2004   年

Mr.Prawit Pongprapat
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：2,000 - 
1,000,000 THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　　THB）

1,000,000                THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：シンガポール）　      　　　　　 無し

状況説明

TUBTIM JADE GEMS CO., LTD.

286 RAMA 3 RD. SOI 14, BANGKLO, YANNAWA, BANGKOK 10120

02-451-0485,081-632-2683

－

　　2015   年

MS. PORNTIP KANOKWIJITCHAROEN
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

5,000,000 THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：                     ）　       無し

状況説明

TUETONG GROUP CO., LTD.

72 Moo 6, Soi Sinsakorn, Rama 2 Road, Khok Kham, Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon,
74000 Thailand

+6634-825-154

-

　 2005 　年

Mr. Sermkiat Tuetong
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：              )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

18,000,000                    　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：アメリカ、ドバイ、香港）　       無し

状況説明

UNIFINE CREATIONS CO., LTD.

1249/169-170 Gem Tower Building, 22nd Floor, Chareonkrung Rd., Suriyawongse,
Bangrak, Bangkok 10500

02-268-0440

http://www.unifinecreations.com

　　1995   年

MR. WEENAIKUMAR KAYDEA
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：  　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　　THB）

　　　50,000,000　  THB

    タイ   　外資（国名：インド）

   有り（国名：インド、ドバイ（UAE））　     無し

状況説明

 VIVA COLLECTION CO., LTD.

 41/13-14 SOI SILOM 19, SILOM RD, SILOM, BANGKOK 10500, THAILAND

 02-237-4767-8

　　　　  2000   年

 MR. RIKEN BHIMANI
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：  　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　　THB）

15,000,000　                          　THB

    タイ   　外資（国名：中国）

   有り（国名：非公開　　　　　　　　）　       無し

状況説明

WONDER JEWELRY CO.,LTD.

746 BOROMRAJCHONNEE,BANGBAMRU,BANGKOK 10700,THAILAND

02-881-9615-6

　　1989   年

Mr. Huang Yiting
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

10,000,000 THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：                     ）　       無し

状況説明

WORLDWIDE QUALITY MANUFACTURERS CO., LTD.

116 Moo4 Export Processing Zone 1 (EPZ1) Ladkrabang Industrial Estate,
Chalongkrung Road, Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

+662-326-5901 to 3

http://www.worldwidequality.com/

　 1994 　年

Mr. Suntornthep Lekawanich
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：OEM受託したい)

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：6,000～100
,000　THB）

5,000,000  THB

    タイ   　外資（国名：中国）

   有り（国名：オーストラリア、アメリカ）　    無し

状況説明

Ycp Jewelry Co., Ltd.

32/8 Yenarkart Rd, Tungmahamek, Sathon, Bangkok, Thailand 10120

+662-671-3747

www.ycpjewelry.com

　　2002   年

Mrs. Mayuree Pibullapudom
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

店舗数

企業属性

所属業態 取扱製品 有力判断

   宝飾団体・組合    ゴールド      輸出入業務従事

   インポーター    シルバー    日本製品取扱経験あり

（輸入代理店）    プラチナ
日本香港タイ宝飾フェ

   アにて仕入れ実績あり

   商社    ダイヤモンド
日本のジュエリーメーカ

   ーとの取引に関心あり

   代理店・卸売業者・小売    ジェムストーン
(具体例：ミャンマー産ルビー
、ブルーサファイア)

   ブティック
(   色石、 真珠、  
翡翠) 仕入れ規模※

    ファッション・ショ       
    ールームオーナー

   ファッションジュ        
    エリー

   大量 

   デパート（百貨店） （価格帯： THB）    一般 

    買付代理店、代理人、     
    デザイナー

   ファインジュエリー    少量

（価格帯： THB）

Mrs. Patcharee Loetudomkitphaisan

Bric Jewels Co., Ltd.

1249/148, Gems Tower, 17-th floor, Charoenkrung Road,
Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

+662-267-1163

http://www.bricjewels.com/
　 2007 　年

状況説明

4,000,000   　THB

国内　1　店舗、国外　　店舗（主な都市名：　　　　　　　　　　　　　　）

         タイ　       外資（国名：　　　　　　　　　　）
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)
(具体例：ミャンマー産ルビー
、ブルーサファイア)

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　THB）

4,000,000                   　THB

    タイ   　外資（国名：インド）

   有り（国名：アメリカ、欧州）　　　　　       無し

状況説明

Bric Jewels Co., Ltd.

1249/148, Gems Tower, 17-th floor, Charoenkrung Road,
Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

+662-267-1163

http://www.bricjewels.com/

　　2007   年

Mrs. Patcharee Loetudomkitphaisan
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

店舗数

企業属性

所属業態 取扱製品 有力判断

   宝飾団体・組合    ゴールド      輸出入業務従事

   インポーター    シルバー    日本製品取扱経験あり

（輸入代理店）    プラチナ
日本香港タイ宝飾フェ

   アにて仕入れ実績あり

   商社    ダイヤモンド
日本のジュエリーメーカ

   ーとの取引に関心あり

   代理店・卸売業者・小売    ジェムストーン    (具体例：　　　　　 )

   ブティック
(   色石、 真珠、  
翡翠) 仕入れ規模※

    ファッション・ショ       
    ールームオーナー

   ファッションジュ        
    エリー

   大量 

   デパート（百貨店） （価格帯： THB）    一般 

    買付代理店、代理人、     
    デザイナー

   ファインジュエリー    少量

（価格帯：7,900 - 
200,000 THB）

状況説明

              　THB

国内　1　店舗、国外　　店舗（主な都市名：　　　　　　　　　　　　　　）

         タイ　       外資（国名：　　　　　　　　　　）

MR. WEERAWAT WORAMAKAKUN

GEMORIA SHOP

919/1 Jewellry Trade Centre Building, Room No. B37, B1 Floor, Silom Rd.,
Silom, Bangrak, Bangkok 10500

+6694-654-2562

http://www.gemoria.com/
　      　年
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)
(具体例：日本より既製品を仕
入れ、売る)

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：7,900～200
,000　THB）

                    　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：）　                            無し

状況説明

GEMORIA SHOP

919/1 Jewellry Trade Centre Building, Room No. B37, B1 Floor, Silom Rd., Silom,
Bangrak, Bangkok 10500

+6694-654-2562

http://www.gemoria.com/

　　   年

MR. WEERAWAT WORAMAKAKUN
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

店舗数

企業属性

所属業態 取扱製品 有力判断

   宝飾団体・組合    ゴールド      輸出入業務従事

   インポーター    シルバー    日本製品取扱経験あり

（輸入代理店）    プラチナ
日本香港タイ宝飾フェ

   アにて仕入れ実績あり

   商社    ダイヤモンド
日本のジュエリーメーカ

   ーとの取引に関心あり

   代理店・卸売業者・小売    ジェムストーン    (具体例：　　　　　 )

   ブティック
(   色石、 真珠、  
翡翠) 仕入れ規模※

    ファッション・ショ       
    ールームオーナー

   ファッションジュ        
    エリー

   大量 

   デパート（百貨店） （価格帯： THB）    一般 

    買付代理店、代理人、     
    デザイナー

   ファインジュエリー    少量

（価格帯： THB）

状況説明

  1,000,000   　THB

国内　　店舗、国外　　店舗（主な都市名：　　　　　　　　　　　　　　）

         タイ　       外資（国名：　　　　　　　　　　）

MR. ONGARJ SANTIASAWARAPORN

LA MOLLA CO., LTD.

278 ROOM NO. 402, 4TH FLOOR, SILOM RD., SURIYAWONG, BANG RAK, BANGKOK 10500

+662-268-2142

www.lamolla.co.th
　 2011 　年
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)
(具体例：輸出向けのバイヤー
と取引をしたい)

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：3,500 -
175,000　THB）

1,000,000                     　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：スペイン、ドイツ）　 　　      無し

状況説明

LA MOLLA CO., LTD.

278 ROOM NO. 402, 4TH FLOOR, SILOM RD., SURIYAWONG, BANG RAK, BANGKOK 10500

+662-268-2142

　　2011   年

MR. ONGARJ SANTIASAWARAPORN
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

店舗数

企業属性

所属業態 取扱製品 有力判断

   宝飾団体・組合    ゴールド      輸出入業務従事

   インポーター    シルバー    日本製品取扱経験あり

（輸入代理店）    プラチナ
日本香港タイ宝飾フェ

   アにて仕入れ実績あり

   商社    ダイヤモンド
日本のジュエリーメーカ

   ーとの取引に関心あり

   代理店・卸売業者・小売    ジェムストーン    (具体例：　　　　　 )

   ブティック (   色石、 真珠、 翡翠) 仕入れ規模※

    ファッション・ショ       
    ールームオーナー

   ファッションジュ        
    エリー

   大量 

   デパート（百貨店） （価格帯:500-9,000THB）    一般 

    買付代理店、代理人、     
    デザイナー

   ファインジュエリー    少量

（価格帯：　　　　THB）

   25,000,000  THB

国内　1　店舗、国外　　店舗（主な都市名：　　　　　　　　　　　　　　）

         タイ　       外資（国名：　　　　　　　　　　）

状況説明

 MRS. SUNUNTA SUBHAPHOSIRI

 LEATHERMINE CO.,LTD.

 11 MOO 6,BANGKHUNKONG,BANGKRUAI,NONTHABURI 1130,THAILAND

 02-432-4888

    1984   年

Copyright© 2018 JETRO. All rights reserved. 
122



社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯：  　THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯：　　THB）

　　 25,000,000  THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：アメリカ）　    無し

状況説明

 LEATHERMINE CO.,LTD.

 11 MOO 6,BANGKHUNKONG,BANGKRUAI,NONTHABURI 1130,THAILAND

 02-432-4888

　　 1984   年

 MRS. SUNUNTA SUBHAPHOSIRI
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

店舗数

企業属性

所属業態 取扱製品 有力判断

   宝飾団体・組合    ゴールド      輸出入業務従事

   インポーター    シルバー    日本製品取扱経験あり

（輸入代理店）    プラチナ
日本香港タイ宝飾フェ

   アにて仕入れ実績あり

   商社    ダイヤモンド
日本のジュエリーメーカ

   ーとの取引に関心あり

   代理店・卸売業者・小売    ジェムストーン    (具体例：　　　　　 )

   ブティック
(   色石、 真珠、  
翡翠) 仕入れ規模※

    ファッション・ショ       
    ールームオーナー

   ファッションジュ        
    エリー

   大量 

   デパート（百貨店）
（価格帯：1,000-                 
          20,000THB）

   一般 

    買付代理店、代理人、     
    デザイナー

   ファインジュエリー    少量

（価格帯：10,000-                
          300,000THB）

 MRS. PRATHANA PHASURAKUL

 METAMOPHOSE CO.,LTD.

400 1ST FL. SOI LADPRAO 101/1 YAK9,KLONGJUN, BANGKAPI, BANGKOK 10240 THAILAND

02-370-2690, 098-476-9697

 www.metampphosejewelry.com

　 2004 　年

  1,000,000   　THB

国内　1　店舗、国外　　店舗（主な都市名：　　　　　　　　　　　　　　）

         タイ　       外資（国名：　　　　　　　　　　）

状況説明
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社名

所在地

電話番号

URL

設立

法人代表

資本金

企業属性

輸出実績

事業業態 取扱製品 取扱製品（その他） 有力判断

製造   ゴールド 
ジュエリ

  ー什器・包装
   輸出入業務従事  

   組み立て   シルバー    設備・工具   日本企業との取引経験あり

   石留め   プラチナ    ジュエリー部品
日本企業からの生産委

 託実績あり

   研磨   ダイヤモンド    機械類
日本香港タイ宝飾フェ

 アにて仕入れ実績あり

   検品   ジェムストーン    その他
日本のジュエリーメー

 カーとの取引に関心あり

   その他
(  色石、 真珠、        
    翡翠)

   (　　　　)   (具体例：　　　　　 )

(         )
   ファッショ         
  ンジュエリー

（価格帯:1,000-            
       20,000THB）

   ファインジ         
  ュエリー

（価格帯:10,000-
      300,000THB）

　  1,000,000   　THB

    タイ   　外資（国名：　　　　　　　）

   有り（国名：　　　　　　　　　　　）　       無し

状況説明

 METAMOPHOSE CO.,LTD.

400 1ST FL. SOI LADPRAO 101/1 YAK9,KLONGJUN, BANGKAPI, BANGKOK 10240 THAILAND

02-370-2690, 098-476-9697

www.metampphosejewelry.com

　　　　2004     年

 MRS. PRATHANA PHASURAKUL
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