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はじめに 

 

 東南アジア諸国の中でシンガポールとマレーシアの次に発展しているタイは、経済発展と同時並行し

てこれから高齢者社会が進むと言われています。この社会現象に伴って高齢者関連ビジネスの機会は非

常に大きいと推測され、市場へ挑もうとしているタイ起業家や関連企業が少なくない現状です。ただ

し、タイ企業や起業家にとって高齢者ビジネス市場が未知な世界であり、商品開発はもちろん、サービ

ス内容の充実など、どのようにビジネス展開すべきかが事業家にとって不安なポイントです。   

 このような状況は、高齢者ビジネス市場に経験豊富な日系企業にとって大きなビジネスチャンスにな

ると考えています。投資や技術・ノウハウ提供などタイ企業と様々なコラボレーションを行うことによ

って、今後日系企業の事業拡大につながるのではないでしょうか。 

 本調査では、現在タイ高齢者ビジネス市場で事業を行っている現地企業を取り上げ、サービス関連企

業と商品関連企業で分類し、それぞれの事業内容と海外企業との協業の可能性についてヒアリングを行

いました。 

 本報告書が、タイビジネスをご検討される皆様への一助となれば幸いです。 
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＜ジェトロのヘルスケア分野における海外展開支援のご案内＞ 

ジェトロのサービス産業部ヘルスケア産業課では、バイオ医薬品関連、医療機器、健康長寿関連製品・

サービス等の海外展開を、海外見本市での商談機会の設定などを通じてサポートしております。各種 

サービスのご案内は以下ウェブサイトをご覧いただくか、お問い合わせ先までご連絡ください。 

（ジェトロ ライフサイエンス分野の取組のご案内） 

https://www.jetro.go.jp/industrytop/life_science/  

（お問い合わせ先） ジェトロ  市場開拓・展示事業部  海外市場開拓課  

(2019年 4月より部署名が変更になりました) 

03-3582-8351 / healthcare@jetro.go.jp 

https://www.jetro.go.jp/industrytop/life_science/
mailto:healthcare@jetro.go.jp
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シニア向けサービス提供会社 

1.U.N.S. ナーシングホーム（Universal Nursing Home） 

会社名 ユニバーサル・ナーシング・ホーム株式会社 

Universal Nursing Home Co.,Ltd 

業種 老人ホーム、寝たきり介護、医療サービス提供 

会社設立 サムットプラカーン県バーンボー郡ルワムチャイプラチャーラック

病院経営グループにより、設立（2016年） 

資本金 5,000,000 バーツ 

売上 6,941,117 バーツ（2017 年度） 

屋号 ユニバーサル・ナーシング・ホーム（Universal Nursing Home） 

連絡先

情報 

住所 サムットプラカーン県バーンボー郡バーンボー副郡第 4村 168/25 番

地 

電話 +662-708-7571, Hotline +6662-118-9815 

Fax Non 

E-mail Unh-9@hotmail.com 

URL www.unh.co.th 

サービ

ス形態 

サービスの特

徴 

-高齢者、リハビリ患者および慢性疾患高齢者患者の健康管理を中心

とし、標準化されたシステム及び緊急時には受け入れ態勢のある病

院があり、24 時間体制でケアする病院を擁する 

-医師、看護師、及び高卒あるいはそれに相当する者に対して職務従

事前に 1年間研修を受けさせる 

部屋数/患者受

入可能ベッド

数 

提供数 部屋数 VIPルーム 70室/ 70床 

                  特別ルーム 2ベッドルーム 8室 / 16 床 

          特別ルーム 3ベッドルーム 8 室 / 24 床 

        相部屋 16 ベッドルーム 2 室 / 32 床 (男女別) 

院内サービス -医師・看護師 24時間体制 

-リハビリセンター 

-水治療センター 

-レクリエーションセンター 

-タイマッサージルーム 

アクティビテ

ィ 

-入居者リラックスのために朝の托鉢僧への喜捨 

-リラクゼーションマッサージ及び理学療法 

-娯楽レクリエーション 記憶力維持のためのゲーム 

-リラクゼーション音楽鑑賞 

従業員数 全従業員 50名以上（詳細非開示） 

サービス

利用料 

VIP ルーム 48,000 バーツ／月 週 2回の無料リハビリ含 

相部屋 12 床 28,000 バーツ／月 週 1回の無料リハビリ含 

相部屋 3 床 38,000 バーツ／月  週 1回の無料リハビリ含 

備考 日系企業パートナー希望者との面談意思のあるものの、正式な折衝

前の事前の企業情報の提供は不可 

mailto:Unh-9@hotmail.com
http://www.unh.co.th/
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2.ジン・ウェルビーイング（Jin Wellbeing）  

会社名 トンブリ・ヘルスケア・グループ株式会社（上場会社） 

Thonburi Healthcare Group Public Company Limited 

業種 ヘルスケア共有施設付き居住用コンドミニアム 病院併設 

会社設立 親会社トンブリ・ヘルスケア・グループ株式会社（上場会社）：

1994年設立 

病院事業を 40 年以上タイ国内で行っているトンブリ病院グループに

よりジン・ウェルビーイング事業は 2017 年に開始  

資本金 849,080,000 バーツ 

売上 2017年度のグループ連結決算収入 5,532,781,918 バーツ 

ジン・ウェルビーイング部門に関しては 2019年度に 販売開始予定 

屋号 ジン・ウェルビーイング・カントリー（Jin Wellbeing Country） 

連絡先

情報 

事業所在地 郵便番号 12120 パトゥムタニ―県クローンルアン郡クローンヌン

グ副郡パホーンヨーティン通り側道 

( 第 2添付表参照) 

本店所在地 郵便番号 10900 バンコク都チャトゥチャック区チャトゥチャック

副区ガンペーンペット２通り 518番地 

電話 +662-157-1390, +662-802-9999 

Fax Non 

E-mail Non 

Line@ @Jinwellbeing 

URL http://www.jinwellbeing.com 

Facebook https://www.facebook.com/jinwellbeing/ 

サービ

ス形態 

サービスの特

徴 

「リタイア世代向けのニューシティー」コンセプトにより 

 タイ国最大の大型シニア向け住宅事業立ち上げ 

敷地面積 140 ライ（22万 4 千平米）内に 

-住居建物 7階建 1,300戸（43-63㎡） 

-「高齢者ケアセンター」棟 

-「クラブハウス&ウェルネスセンター」棟 

を擁する 

本事業は米国の 2018年度「Environments for Aging Design 

Showcase2018 」賞コンペにより受賞 

院内サービス 1 レクリエーション関係 

- フィットネス施設 

- ゲームルーム 

- 読経ルーム 

- レクリエーション及び多目的ルーム 

- スイミングプール 

- 農園及び樹園エリア 

- ペット用公園 

- 池 

- 児童公園 

- ブランコ 

- サイクリング 

http://www.jinwellbeing.com/
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- 車イス用通路 

- アクティビティ広場 

- 石治療広場 

2医療サービス関係  

- デイケア及び老人ホーム（ナーシングホーム）サービス提供

のシニア向け診療所 

- 一般及び専門治療科 

- リハビリ療法 

- 病院については設立予定 

3 特別追加サービス計画 

- 住宅販売 

- 引っ越しサービス 

- ビザサービス 

- 旅行サービス 

- 娯楽サービス提供 

- 個人向けアシスタンスサービス 運転手 荷物持ちなど 

- 遺産管理サービス 

従業員数 全従業員数 事業完成後 300 名以上想定 

サービス

利用料 

部屋代 本年度の当初 500ユニットの販売価格は 350万バーツスタート 

（3月末までのプロモーション価格） 

医療パッケー

ジ 

公式には未定 

備考 -現在は事業販売開始初期段階 

-2月から 4月は内部の方針に関する情報開示は不可 理由として

は、不動産デベロッパー他社が同様の事業を準備しているため 
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3.エルダリークラブ・ナーシングホーム シニアケアハウス（Elderly Club Nursinghome） 

会社名 エルダリークラブ・ナーシングホーム有限会社 

Elderly Club Nursing Home Limited Partnership 

業種 老人ホーム及び小規模リハビリ施設 

会社設立 タイ人 2名により 2015 年に設立 

外国人との合弁無 

1 Mr.ウォラポット・ニラワチャラワン 

2 Miss.ラッチャチョン・センマー 

資本金 500,000 バーツ 

売上 1,086,113 バーツ(2017 年度) 

屋号 エルダリークラブ・ナーシングホーム（Elderly club Nursinghome） 

連絡先

情報 

事業所在地 郵便番号 10160 バンコク都バーンケー区バンケーヌア副区ガーンチ

ャナーピセーク通りエバーグリーンシティー504/253 番地 

本店所在地 郵便番号 10160 バンコク都バーンケー区バンケーヌア副区ガーンチ

ャナーピセーク通りエバーグリーンシティー504/253 番地 

電話 +6687-589-0234 

Fax Non 

E-mail Non 

URL Non 

Facebook www.facebook.com/ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ-ศศศศศศ-Elderly-club-

nursinghome-1465771210408807 
事業形

態 

サービスの特

徴 

-小規模なためシニア全員に目が行き届き、面倒を見ることができる 

-施設を家庭のように便利で心地よい家にする  

-同じ住宅地内に 2拠点あり 

サービス -入居者リラックスのために朝の托鉢僧への喜捨 

-リラックスマッサージ及び理学療法 

-娯楽レクリエーション、記憶力維持のためのゲーム   

-ウォーキング 

従業員数 全従業員 49名 

ケアワーカー 42名 

事務及び経理 2名 

メイド及び保

守修繕 

5名 

サービス

利用料 

住居費 相部屋 16,000 バーツ／月（要介護度による）。日額 1,000 バーツ／

月。最低 7日間～ 

VIP ルームツイン 25,000 バーツ／月。日額 1,500バーツ／月。 

最低 7日間  

VIP ルーム 1部屋 個室 50,000 バーツ／月 

VIP ルーム 2部屋 個室 40,000 バーツ／月 

本料金には食事、住居費及び施設でのレクリエーションを含む 

医療費 -入居者自身の常備薬は自分で用意すること 

-緊急時には病院に搬送し、その場合の費用は実費による 

備考 -過去に日系企業が事業参加を希望して連絡してきたが断った経歴有 

-タイ企業外国企業を問わず合弁事業の計画無 

-昨年度は満床のため、自社による事業拡大計画あり 
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4.シニアケア・ナーシングホーム（Senior Care Nursing Home）  

会社名 シニアケア・ナーシングホーム株式会社 

Senior Care Nursing Home Co., Ltd. 

業種 老人ホーム及び小規模医療施設 

会社設立 タイ人 2名により 2012 年に設立 外国人との合弁無 

1 Miss. ナンティヤー・ペートヤーノン 

2 Miss.ジラポーン・スッジャーノン 

資本金 2,000,000 バーツ 

売上 2017 年度 1,764,781 バーツ 

屋号 シニアケア・ナーシングホーム（Senior care Nursinghome） 

連絡先

情報 

住所 郵便番号 10700 バンコク都バンコクノーイ区バーンクンスィー副区ソ

イ・ジャラーンサニットウォン 37 511/211 番地  

電話 +662-864-5738 

Fax Non 

E-mail Non 

URL http://www.seniorcarenursinghome.co.th 

事業形

態 

サービスの特

徴 

シニア、リハビリ期の患者および慢性疾患のシニアなどの健康ケア 

24 時間体制の救急看護体制および緊急時の受け入れ先病院とのコンタ

クトあり 

リラックスできる静かな環境 

現在バンコク都内に 3拠点あり 

1 ソイ・ジャランサニットウォン 34 

2 ソイ・ジャランサニットウォン 13 

3 ソイ・スワンパック 1   

サービス -入居者リラックスのために朝の托鉢僧への喜捨 

-リラックスマッサージ及び理学療法 

-娯楽レクリエーション、記憶力維持のためのゲーム   

-ウォーキング 

-要介護者の看護ケア、胃瘻、人工肛門など 

従業員数 全従業員数 各部門約 10名ずつ、計 30名 

サービス

利用料 

部屋代 相部屋は 15,000-25,000 バーツ／月  

食事代、部屋代、センターでのリハビリ活動を含む  

それ以外は入居者の親族負担 

医療費 入居者自身の常備薬は自分で用意すること 

緊急時には病院に搬送し、その場合の費用は実費による 

備考 現在のところ外国人投資家との合弁は無く、また、考えていない。理

由としては外国人との合弁の経験がないため。しかしながら、連絡が

あれば検討したい 
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5.アイケア・シニアーズ・ホーム（iCare Seniors Home） 

会社名 アイケア・シニアーズ・ホーム株式会社 

I Care Seniors home Co., Ltd. 

業種  小規模老人ホーム及び標準看護提供施設 

会社設立 タイ人 2名により 2017 年に設立 外国人との合弁無 

1 Mr.オヤワット・イサラーングーン・ナ・アユタヤ― 

2 Miss.パンナラピー・ルンジェーンスワン 

資本金 1,000,000 バーツ 

売上 最新の財務諸表未提出 

屋号 アイケア・シニアーズ・ホーム（iCare Seniors Home） 

連絡先

情報 

住所 郵便番号 10250 バンコク都スワンルワン区スワンルワン副区ソイ

シリターウォン 466番地  

電話 +6692-614-9542 

Fax Non 

E-mail icareseniorhome@gmail.com 

URL https://www.icareseniorshome.com/ 

Facebook https://www.facebook.com/icareseniorshome 

事業形

態 

サービスの特

徴 

高齢者の看護専門看護師によりサービスを提供している この分野

での 10 年以上の経験と家族の一員のように感じさせるコンセプト 

サービス 1 施設滞在者向けのアクティビティ 

-理学療法 

-娯楽レクリエーション 

-ウォーキング 

-要介護者の看護ケア 胃瘻 人工肛門など 

2 在宅訪問ケアデイサービス 

現在 2拠点 

1 ラマ９世通り店 

2 ラートプラオ店 

従業員数 全従業員 20名 

ケアワーカー 17名 

事務及び経理 1名 

メイド及び保守

修繕 

2名 

サービス

利用料 

住居費 全室相部屋。月極のみ受け入れ可能  

15,000– 25,000 バーツ／月（要介護度による） 

本料金には食事、住居費及び施設でのレクリエーションを含む 

医療費 

 
入居者自身の常備薬は自分で用意すること 

緊急時には病院に搬送し、その場合の費用は実費による 

備考 -現在事業拡大計画あり 

-日系企業からパートナーとしてコンタクトがあれば関心あり。形態

としては日系企業名で会社を設立し、ロジ関係、タイ語版のウェブ

サイト、タイ人スタッフ及び看護師の面倒を弊社が見るというもの

を考えている  

-外国人との合弁の場合、弊社のオーナーは株主として名前を表に出

すのは都合が悪い 

https://www.icareseniorshome.com/


タイ国高齢者向けサービス・商品販売企業展開事例 調査 

 

Copyright (C) 2019 JETRO. All rights reserved   7 
 

6.アジア・ナーシングホーム（Asia Nursing Home） 

会社名 アノマー・ヘルスケア株式会社 

Anoma Healthcare Co., Ltd. 

業種 -高齢者の看護学校 

-老人ホーム 

-シニア向け専門医療器具 

-24時間体制での救急車完備 

会社設立 -タイ人の創立者 Mr.トンチャイ・チョークタノームサップにより

2016年に設立、外国人との合弁無  

-2010年より老人ホーム事業を行っているバンコク・ヘルスケアサ

ービス株式会社の経営者である Mrs.ニッタヤー・チョナイスワンと

の共同経営 

資本金 17,850,000 バーツ 

売上 2017年度 15,425,045 バーツ 

屋号 アジア・ナーシングホーム（Asia Nursing Home）  

連絡先

情報 

住所 バンコク都ラートプラオ区ラートプラオ副区ナカニワート通りソ

イ・ナカニワート 20-8番地  

電話 +6661-442-1555, +6681-699-2653 (ウォラポン、経営者) 

Fax 無 

E-mail asianursinghome@gmail.com 

URL https://www.asianursinghome.com 

事業形

態 

サービスの特

徴 

- 看護師の研修からシニアケアワーカーへの研修、老人ホーム、シ

ニアに関する医療機器事業までシニアに関する一連のサービス提供

することで、必要な器具を一式調達することが出来、緊急時には救

急車も用意している 

- 現在バンコク都および近郊に 3拠点あり 

1 パタナカーン支店 

2 スワンルワン ラマ 9世公園支店 

3 ラームイントラ―支店 

現在建設中の支店 

1 ラートプラオ支店 （ハイエンド支店として建設） 

- 自社のシニアケア研修学校を有するため、事業拡大を速やかに行

うことができる 

-  ISO9001取得済 

サービス 1施設滞在者向けアクティビティ 

- 理学療法 

- 娯楽レクリエーション 

- ウォーキング 

- 要介護者の看護ケア、胃瘻、人工肛門など 

2 在宅訪問ケアデイサービス 

3医薬品及び医療機器の販売及び実演  

4緊急救命処置のための救急車の 24時間サービス  

従業員数 全従業員 60名以上 

ケアワーカー 50名以上 

事務及び経理 約 10名 
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メイド及び保

守修繕 

外部委託 

サービス

利用料 

住居費 以下の 3拠点は月額 25,000-30,000 バーツ 

1パタナカーン支店 

2スワンルワン ラマ 9 世公園支店 

3ラームイントラ―支店 

今年後期開業予定のラートプラオ支店は月額 50,000-60,000 バーツ 

医療費 入居者自身の常備薬は自分で用意すること 

緊急時には病院に搬送し、その場合の費用は実費による 

備考 -現在ラートプラオ支店の事業拡大中 

-日本人との合弁に関心有、現在タイ国内の低コスト老人ホーム事業

は、大変拡大基調であるが、高級分野はまだそれほど開拓されて

いないのでハイエンド分野の高齢者住宅事業で共同経営できる相

手を探している。シニアの方を一貫してケアできるノウハウを有

する会社と是非共同経営行いたい 

-過去には外国企業とコンタクトを取ったことがあるが、契約面で合

意に達しなかったため共同経営には至らなかった。 
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7.ザ・シニア・ヘルス・ケア（The Senior Health Care） 

会社名 ザ・シニア・ヘルス・ケア株式会社 

The Senior health care Co., Ltd. 

業種 シニア対象の病院 

会社設立 タイ人 2名により 1992 年に設立 

外国人投資家まだ存在せず。 

1 Mrs.ナワラット・ワンナプルック 

2 Mr.ジャラームチャート・ワンナプルック 

資本金 3,000,000 バーツ 

売上 2017年度 49,819,999 バーツ 

屋号 ザ・シニア・ヘルス・ケア（The Senior Health Care） 

ザ・シニア病院（The Senior Hospital） 

連絡先

情報 

住所 バンコク都チャトチャック区チャントラカセーム副区ソイ・ラチャ

ダピセーク 44 119番地 

電話 +662-511-0303 

Fax +662-930-0366 

E-mail seniortalk5@gmail.com 

URL http://www.senior.co.th/TH/ 

サービス

提供形態 

サービスの特

徴 

- 病院であるため、サービス水準は高い。特に常時特別のケアが必

要な慢性疾患者および重病者に対しては 24時間体制の医師及び看護

師が対応 

- 慢性疾患者または感染症罹患者を入院時にスクリーニング検査す

ることができ、安全性が高い 

- 緊急時用の医療機器が充実、老人ホームと病院間のスムースな連

携により意思が直ちに患者のカルテを手にすることができる 

- 入居者の容体に変化があった場合、健康診断実施とその結果を連

続して且つ素早く親族に報告することができる 

サービスシス

テム分類 

1 病院はソイ・ラチャダピセーク 44付近にあり、老人ホームとあま

り離れていない 

2 一般老人ホーム及びリハビリ期シニア向け施設 

3 痴呆症シニア向け施設 

4 要介護シニア及び慢性疾患による要看護者向け施設 

従業員数 全従業員数 約 80名（詳細非開示） 

サービス

利用料 

部屋代 -  相部屋代 20,000-28,000 バーツ／月 

-  個室代 25,000-35,000 バーツ／月 

-  デイケアサービス代 1,000-1,500 バーツ／日 

本料金には食事、部屋代、センター内でのリハビリ活動代を含む 

医療費 入居者自身の常備薬は自分で用意すること 

緊急時には病院に搬送し、その場合の費用は実費による 

備考 詳細は非開示 

  

mailto:seniortalk5@gmail.com
http://www.senior.co.th/TH/
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8.ゴールデン・イヤーズ病院（Golden years Hospital） 

会社名 ゴールデン・イヤーズ病院株式会社 

Golden Years Hospital Co., Ltd. 

業種 シニア対象の病院 

会社設立 タイ人 2名により 1994 年に設立 

株主内容非開示 

1.Mr.チャワリット・レーカターノン 

2.Mr.チャーンチャイ・レーカターノン 

資本金 20,000,000 バーツ 

売上 2017年度 21,670,849 バーツ 

屋号 ゴールデン・イヤーズ病院 Golden Years Hospital 

連絡先

情報 

住所 郵便番号 10310 バンコク都フワイクワーン区サームセーンノーク

副区スティサーン通り 55/3 番地  

電話 +662-693-0733 

Fax +662-275-5295 

E-mail gystaff@gmail.com 

URL http://www.goldenyears.co.th 

サービス

提供形態 
サービスの特

徴 

- 病院であるため、常時特別のケアが必要な慢性疾患者および重病

者に対しては 24時間体制の医師及び看護師がケア 

- 慢性疾患者または感染症罹患者を入院時にスクリーニング検査す

ることができ、安全性が高い 

-シニアケア専門の院内研修学校あり 

サービスシス

テム分類 

1 高齢者全般 

2 要介護高齢者 

3 痴呆症高齢者  

4 呼吸器着用の高齢者 

従業員数 全従業員数 医師を含め 100 名以上(詳細非開示) 

サービス

利用料 

サービス料 入居者診察後料金決定 

35,000 バーツ／月以上 

備考 現在のところ合弁に関心なし 

  

mailto:gystaff@gmail.com
http://www.goldenyears.co.th/
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9.ヘルス・アット・ホーム（Health At Home） 

会社名 ヘルス・アット・ホーム株式会社 

Health At Home Co., Ltd. 

業種 アプリによる病人及びシニアのケアワーカー紹介のスタートアップ企業  

会社設立 2016年に設立 

設立者名 カナポン・プーミラッタナプラピン医学博士 

資本金 1,393,390 バーツ 

売上 2017年度 1,452,702 バーツ 

正式な会社よりの情報はないが、2018年度の売上は前年度比で少なくと

も倍増 

屋号 ヘルス・アット・ホーム（Health At Home） 

連絡先情

報 

 

住所 郵便番号 10330 バンコク都パトゥムワン区パトゥムワン副区ジャムチュ

リースクエア 2階 

電話 +662-080-3997 

Fax 無 

E-mail contact@healthathome.in.th 

URL http://www.healthathome.in.th 

Facebook https://www.facebook.com/healthathome.in.th 

サービス

提供形態 

サービスの特

徴 

サービスの提供のコンセプトは、「家こそがシニアが一番快適に住むこと

が出来る場所」である。よって、アプリにより病人あるいはシニアの情報

とケアサービス希望日時を記入し、ケアワーカーを検索しすぐにマッチン

グすることが出来る。 

サービス形態 ‐ 現在のサービスはケアワーカーを家に派遣すること 

- 現在開発中のサービスは以下の通り 

1 病人及びシニアの情報、症状の履歴の管理とアプリを通じた医師による

助言提供  

2 ケアワーカーと患者間のネットワーク構築により、当社の従業員無くし

てケアをできるようにする 但し、登録及び信頼できる明確な履歴調査を

行う 

3 アプリによる健康保険サービスチャンネルの構築 

全従業員

数 

全従業員数 370名 

詳細非開示 

サービス

利用料 

サービス内容 デイサービス 900-2,000 バーツ／日 

月極サービス 27,000-40,000 バーツ／月 

医療費 緊急時には病院に搬送し、その場合の費用は実費による 

備考 - 現在タイ国大手生命保険会社であるタイ生命保険株式会社と提携中 

- 日系企業がまず日本でどのような業務を展開しているか見学を希望、合

弁可能性はその後回答する  

  

mailto:contact@healthathome.in.th
http://www.healthathome.in.th/
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シニアケア商品製造販売企業 

1.  ピシット・メディカル・インターグループ（Pisit medical intergroup Co.,Ltd.） 

会社名 ピシット・メディカル・インターグループ株式会社 

Pisit medical intergroup Co.,Ltd. 

業種 医療機器及びシニアケア機器輸入販売 

患者及びシニア向けベッド及び車いす製造 

会社設立 タイ人 Miss.スターラット・ゲーチャナウェートにより 2005年設立 

外国人との合弁情報なし 

資本金 3,000,000 バーツ 

売上 2017 年度収入 10,154,070 バーツ 

屋号 ピシット・メディカル（Pisit Medical） 

連絡先情

報 

住所 郵便番号 10240 バンコク都バーンカピ区ホアマーク副区ソイ・クルン

テープクリター7、スワンラーチャー住宅 135番地 

電話 +662-346-9321, +662-346-9337 

Fax +662-346-9311-2 

E-mail pisitmedicalintergroup@gmail.com 

URL https://www.pisitmedicalintergroup.co.th/ 

商品及び

商品販売 

原産地 主に国外より輸入 

原産地不詳 

子会社工場「ピシット・メディカル・ファクトリー」による通常の患

者用ベッド及び車いす製造 

主製品 多岐にわたる製品、主な製品は以下の通り  

- 電動ベッド  

- 電動車いす 

- 車いすトイレ 

- 入浴用車いす 

- つえ 

- 排尿用具  

対象顧客 1 主要対象顧客:小規模医療施設 

2 二次対象顧客：医療及びシニアケア用品小売店舗 

支店 小売目的の支店無し。本店及び製造工場のみ 

従業員数 全従業員数 非開示 

備考 タイにまだ入っていない新製品、或いは、高品質で市場よりも安価な

ものを希望 

  

https://www.pisitmedicalintergroup.co.th/
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2.キン・ユー・ディー（Kin Yoo Dee Co.,Ltd.） 

会社名 キン・ユー・ディー株式会社 

Kin Yoo Dee Co.,Ltd. 

業種 シニア及び病人向け加工食品製造販売 

会社設立 タイ人 Mr.サタワット・アムヌアイルワンスィーにより 2013年設立 

外国人との合弁情報なし 

資本金 5,000,000 バーツ 

売上 2017 年度収入 2,718,767 バーツ 

屋号 キン・ユー・ディー（Kin Yoo Dee） 

連絡先

情報 

 

住所 バンコク都サートン区トゥンワットドーン副区イェンチット通り 73 番

地 

電話 +662-672-5741, +662-672-5742 

Fax Non 

E-mail info@kinyoodee.com 

URL http://kinyoodee.com/ 

商品及

び商品

販売 

 

原産地 自社製造 

主製品 日常食を食べやすいように加工 

例：目玉焼き乗せご飯、濃縮野菜スープ 

対象顧客 主要対象顧客：シニア個人顧客および日常食の摂取不可能な患者 

支店 支店無し。本店及び製造工場（製造場所非開示） 

商品はバンコク内の一流小売店舗にて販売 

例えば、 

- フードランド 

- タイの一流オーガニック製品を扱う店舗であるレモンファーム 

- バンコク都内に支店のある有名薬局  

従業員数 全従業員数 15 名（内訳は非公開） 

備考 -  外国企業との合弁なし。相手側の業務内容把握無しに合弁は行う予

定なし。 
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3.モダンフォーム・ヘルス&ケア（Modernform Health & Care Public Co., Ltd.） 

会社名 モダンフォーム・ヘルス&ケア株式会社（上場会社） 

Modernform Health & Care Public Co., Ltd. 

業種 ヘルスケア家具及び病棟用ベッド、手術用ベッドの製造販売 

会社設立 家具事業を行っているモダンフォームグループにより 2017年設立 

外国人との合弁情報なし 

親会社はタイ国証券取引所上場企業のため、株主は多数  

資本金 230,000,000 バーツ 

売上 2017 年後半にマーケティング及び販売開始 

屋号 モダンフォーム・ヘルス&ケア（Modernform Health & Care） 

連絡先

情報 

 

住所 郵便番号 10250 バンコク都スワンルワン区パタナカーン副区スィーナ

カリン通り 699 番地 

電話 +662-094-9774 

Fax +662-722-8032 

E-mail sales@modernformhealthcare.co.th 

URL https://www.modernformhealthcare.co.th/ 

商品及

び商品

販売 

 

原産地 自社製造 

主製品 1住宅内でのヘルスケア家具 電動ベッドに重きを置く 

2 手術用ベッド 

対象顧客 主要対象顧客 

- 個人高額所得者 

- 病院 

支店 バンコク都内支店 

1 モダンフォーム スィーナカリン支店（本店所在地） 

2 モダンフォーム プルンチット 

3 モダンフォーム ランシット 

4 モダンフォーム CDC ラートプラオ支店 

及び地方に 6支店（チェンマイ、パタヤ、コーンケン、プーケット、

スラータニー、ハートヤイ） 

従業員数 全従業員数 500 名以上 

備考 - 大企業経営者との交渉を希望  

- 直接合弁希望相手が連絡してくるまで日系企業との合弁事業の意思

は開示せず 

  

https://www.modernformhealthcare.co.th/
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4.サマーパン・ヘルス（Samaphan Health Co., Ltd.） 

会社名 サマーパン・ヘルス株式会社 

Samaphan Health Co., Ltd. 

業種 サプリメントの製造輸入販売 

医療品及びシニア向け製品製造会社の販売代理店  

会社設立 様々な子会社によりタイ国内で多種にわたる事業（不動産、ITコンピ

ュータ、建設業など）を行うサマーパン・コーポレーショングループ

により 2013年に設立 

資本金 50,000,000 バーツ 

売上 2017 年度の収入 197,826,169 バーツ 

屋号 SamH 

連絡先

情報 

 

住所 バンコク都バーンカピ区クローンチャン副区ソイ・ポーゲオ４7番地 

電話 +662- 018-2100 

Fax +662- 018-2101 

E-mail Mys@samh.co.th 

URL https://www.samh.co.th/ 

商品及

び商品

販売 

 

原産地 サプリメント： 自社製造 

その他商品：タイ国内製造及び国外よりの輸入会社の販売代理店 

主製品 1 サプリメントのブランド名「Le’Paz」 

2 家庭常備医療用品、体温計、血圧計のブランド名「Microlife」 

3 成人向けサニタリー用品のブランド名「Etac」 

4電動車いす「Karma」 ( タイ国内製造の台湾ブランド)の販売代理店 

対象顧客 主要対象顧客 

- タイ国内の個人顧客 

- タイ国内の薬局及びサプリメント販売店 

支店 SamH ポーゲオ・サービスセンター及びショールーム 

全国の大規模百貨店でのブース販売 

従業員数 全従業員数 50 名以上（詳細非開示） 

備考 - コングロマリットのため他業種にわたる 他の業種には外国人との

合弁も有り  

‐ サマーパンヘルスに関しては外国人との合弁は無いが、正式に相

手側企業が連絡してきた際には詳細を話し合いたい 

  

https://www.samh.co.th/
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5.ツアー・ファーサイ（Tourfahsai Co., Ltd.） 

会社名 ツアー・ファーサイ株式会社 

Tourfahsai Co., Ltd. 

業種 シニア向け旅行業  

会社設立 Mr. オンタウィット・クーエカチャイと  Miss.チャターラット・プー

ウィチットのタイ人 2名により 2014年に設立  

資本金 1,000,000 バーツ 

売上 2017 年度の収入 1,548,414 バーツ 

屋号 ツアー・ファーサイ 

連絡先

情報 

住所 バンコク都ミンブリー区ミンブリー副区ソイ・ラムカムヘーン 190 

148/940 番地 

電話 +662-916-6348 

Fax Non 

E-mail Tourfahsai@gmail.com 

URL https://www.tourfahsai.com/ 

Facebook www.facebook.com/tourfahsai 

商品及

び商品

販売 

 

原産地 自社による旅行サービス提供およびツアー企画 

主製品 シニア向け或いはシニアのいる家庭向けツアーサービス提供 

対象顧客 - リタイア世代  

- シニアのいる家庭 

支店 SNS、フェイスブック、ウェブサイトを通じて販売 

バンコク内で開催されるツーリズム関係のフェアーに出店 

従業員数 

 

全従業員数 15 名 

ツアーガイ

ド 

11 名（タイ国内ツアーの場合、さらに調達可能） 

その他 4名 

備考 - 主なデスティネーションはタイ国内および東南アジア近隣諸国 

- 海外旅行もあり。日本及びヨーロッパ  

- 現在スペイン人旅行客向けにタイ国内ツアーを企画提供するスペイ

ンのツアー会社 1社と相互提携中 

- 日本のツアー会社パートナーと観光客の相互交換という形態の協

力を希望。例えば、日本のツアー会社はシニア観光客をタイに送

り込み、ツアー・ファーサイ側は、彼らのタイ国内滞在中の面倒

を見る、或いは同様にタイ人観光客を日本に送り出す 

- シニア旅行客の対応経験が豊富 

 

  

https://www.tourfahsai.com/
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6.ヒルサイド・ロングスティ・アンド・ワリン・ウェルネス（Varin Wellness Club Co., Ltd.） 

会社名 ワリン・ウェルネス・クラブ 株式会社 

Varin Wellness Club Co., Ltd. 

業種 ショップハウス、宿泊施設、スパ  

会社設立 タイ人 Mrs.ワリン・ゴーキアットサティアンにより 2017 年に設立 

ゴーキアットサティアン家はリゾート及びスパ関係の不動産事業を行

っている一族  

資本金 8,104,500 バーツ 

売上 2019 年に販売開始 

屋号 ヒルサイド・カオヤイ（Hillside Khaoyai ） 

商品及

び商品

販売 

 

住所 郵便番号 30130 ナコンラチャーシーマー県パークチョン郡ムーシー

副郡第 4村 369/99 番地 

電話 +6680-369-3591 

 (在カオヤイの宿泊施設及びウェルネスクラブの担当者：ティム氏) 

Fax Non 

E-mail hillsidekhaoyai@gmail.com 

URL https://www.hillsidekhaoyai.com/ 

Facebook https://www.facebook.com/hillsidekhaoyai 

商品及

び商品

販売 

 

原産地 自社開発 

主製品 主製品 長期賃貸住宅 

副製品 スパ、温泉、ウェルネスセンター 

対象顧客 - 50歳以上のシニア 

支店 不動産に関するフェアー出展 

ヘルスケア及びシニアに関するフェアー出展 

ソーシャルメディアによる広告  

従業員数 

 

全従業員数 50 名以上（詳細非開示） 

備考 過去に外国資本との合弁は無いが、日系企業との合弁計画を計画中。

宿泊施設及びセンターなど全施設が完成した際には投資のターゲット

は、タイ国で自然の中でゆったりとロングステイしたい日本人のシニ

アであり、健康ケアのプログラムも充実している。よって、日本人の

シニアとコンタクトを取れる、短期、或いは、3から 6 ヵ月の長期間

滞在する客を送客してくれる日系企業を希望。 

 

  

https://www.hillsidekhaoyai.com/
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7.モーディッシュ（Modish Food Design Co., Ltd.） 

会社名 モーディッシュ・フード・デザイン株式会社 

Modish Food Design Co., Ltd. 

業種 レストランおよび配膳業 

会社設立 2016 年に 4名のタイ人により設立  

1 Miss. アイリンラダー・シンハシラーラック 

2 Mr.ガルタチャイ・ソーパーゴン 

3 Miss.サーニット・ウィチャーンシワグン  

4 Mr.ナッタポン・アワサチターノン 

外国人との合弁無 

資本金 1,000,000 バーツ 

売上 2017 年度収入 1,785,096 バーツ 

屋号 モーディッシュ・フード・デザイン 

（Modish Food Design） 

連絡先

情報 

住所 バンコク都サートン区ワットドーン副区チャン通り 1/1 番地 

電話 +6690-919-7414 

Fax Non 

E-mail info@modishfooddesign.co.th 

URL http://www.modishfooddesign.co.th 

Facebook https://www.facebook.com/modishfooddesign/ 

商品及

び商品

販売 

 

原産地 自社生産 

主製品 調理済み食品 

対象顧客 - 50歳以上のシニア 

- 患者 

- 健康的な食事を摂る若者 

支店 モーディッシュ・フード・デザイン チャン通り店 

およびソーシャルメディア経由での販売 

従業員数 全従業員数 13 名 

調理従事者 4名 

事務及び給

仕 

2名 

配達員 7名および不足時には外部委託 

備考 - 外国人との合弁無かつ合弁の計画無 日系企業が関心を持ち、興味

深い提案をする場合は是非協議したい 
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8. SCD オートシート（SCD Autoseat Limited Partnership） 

会社名 SCD オートシート有限会社 

SCD Autoseat Limited Partnership 

業種 自動車用シート 車内内装設計 

会社設立 タイ人 2名により 2011 年設立  

1 Mr.スチャート・ガンハー 

2 Mrs.リウワン・ガンハー 

外国人との合弁無 

資本金 1,000,000 バーツ 

売上 2017年度収入 4,674,136 バーツ 

屋号 SCDオートシート（SCD Autoseat） 

連絡先

情報 

住所 バンコク都バーンボーン区クローンバーンボーン副区ソイ・プラヤ

ー・モンタートゥ・イェーク２8番地 

電話 +6681-919-6359 

Fax +662-899-8068 

E-mail scd2556@hotmail.com 

URL http://www.scd-autoseats.com 

商品及

び商品

販売 

 

原産地 自社生産 

主製品 要介護の乗客のためのワンボックスカー用電動シート 

対象顧客 - 60歳以上のシニアのいる家庭 

- 自動車及び電動シート販売の販売協力自動車ショールーム 

支店 SCD オートシート バーンボーン店 

従業員数 全従業員数 30 名（内訳は非公開） 

備考 - 原材料は輸入だが製造はタイ国内 

- 輸入原材料はまだ日本からは調達してない 

- 日系企業とのパートナーは希望しないがシニアあるいは患者の利便

性を高める自動車改造に関する素材および新技術の売込は歓迎 
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9.ワンナカーン・メディカル（Wannakarn Medical） 

会社名 ワンナカーン・メディカル株式会社 

Wannakarn Medical Co., Ltd. 

業種 医療機器及びシニア向け消耗品販売 

会社設立 2017 年にタイ人 2名により設立  

1 Mr.ノパラット・サートプム 

2 Miss.ガニカー・ラートキティアモングン 

外国人との合弁無し 

資本金 1,000,000 バーツ 

売上 2017 年度収入 4,035,943.43 バーツ 

屋号 ワンナカーン・メディカル（Wannakarn Medical） 

連絡先

情報 

住所 バンコク都バーンボン区バーンボン副区ガンチャナーピセーク通り

5/99 番地 

電話 +6663-959-6335 

Fax +662-061-5264 

E-mail Wannakarn01@gmail.com 

URL https://www.wannakarnmedical.com/ 

商品及

び販売 

商品原産地 タイ国内および外国より輸入 

主要製品 医療器具及びシニア向けサポート機器 

対象顧客 - バンコク都内の老人ホーム 

-  寝たきりの患者及び 60歳以上のシニアのいる世帯 

支店 ワンナカーン・メディカル・バーンケー店 

従業員数 全従業員数 8名。営業及び店頭販売員。その他はオーナーが行っている 

備考 - 新製品を希望 

- 外国企業で、医療及びシニア関連製品を扱う中規模代理店を希望 

 

 

  

https://www.wannakarnmedical.com/
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