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（敬称略）

役　職　名 氏　　名 会　　社　　名 氏　名 　　　　　会　　社　　名

会　頭 古賀　久三治 丸紅泰国(株)

三 副会頭 棚田　京一 タイ国トヨタ自動車(株)　

  〃 村越　晃 泰国三菱商事会社

役   〃 佐藤　真吾 タイ国三井物産(株)

  〃 野元　毅 パナソニック　マネージメント　タイ　(株)

会 会計理事 三石　基 アユタヤ銀行

総務委員長 前田  恒明 タイ住友商事会社

(部会長) (副部会長)

金属部会 勝田　正樹 JFE スチール（タイランド）（株） 奥苑　一成 新日鉄住金タイランド

機械部会 斉藤　和彦 双日タイ会社(株) 今仲　政幸 エヌ・エム・ビー　ミネベア　タイ　リミテッド 

繊維部会 丁野　良助 東レタイランド

農水産食品部会 高藤　悦弘 タイ味の素(株)

部 金融保険部会 八亀　博 (株）三井住友銀行バンコック支店 三木　晋吉 タイ国東京海上火災保険(株)

運輸部会 宮治　豊 泰国日本郵船(株) 宮部　基 泰国商船三井(株）

生活産業部会 新井　英範 王子製紙(タイランド)(株)

自動車部会 棚田　京一 タイ国トヨタ自動車(株) 吉本　浩之 タイ日産自動車会社 

    〃 （部会長代理） 藤森　正之 泰国いすヾ自動車(株)   長田　展英 A.P.Honda Co.,Ltd

観光広報産業部会 森本　斉 日本航空(株）バンコク支店 山本　一樹　 泰国電通(株)

会 建設部会 土田　正之 SMCC（タイランド）（株） 荒川　和哉 タイ清水（株）

化学品部会 塩井　英喜 AGC フラットガラス・タイランド パブリック （株） 髙部　寛仁 Thai PET Resin Co.,Ltd.

電気部会 野元　毅 パナソニック　マネージメント　タイ　(株) 櫻井　一昌 キヤノン ハイテク タイランド リミテッド

萩原　稔 三菱電機アジア（タイ）

情報通信部会 川島　剛 ＮＴＴコミュニケーションズタイランド(株)

流通小売部会 生田　政光 イオン　タイランド（株） 

商社部会 松本　茂伸 伊藤忠タイ会社

(委員長) (副委員長)

渉外広報委員会 棚田　京一 タイ国トヨタ自動車（株）

　出版担当 藤森　正之 泰国いすヾ自動車(株)   

  広報担当 山本　一樹　 泰国電通(株) 寺井　裕 全日本空輸(株)バンコク支店

　日本・諸外国ﾐｯｼｮﾝ担当　 宮部　基 泰国商船三井(株）

　広報文化連絡協議会担当 森本　斉 日本航空(株）バンコク支店 石田　信夫 泰国川崎汽船（株）

          〃 高樋　毅 三井住友海上火災保険(株)タイ支店

          〃 藤森　正之 泰国いすヾ自動車(株)   

泰日協会学校運営支援委員会 西澤　厚彦 泰倉紡有限公司　 村越　晃 泰国三菱商事会社

佐藤　博文 豊田通商（泰国）（株）

日本語補習授業校委員会 西澤　厚彦 泰倉紡 有限公司　

泰日工業大学委員会 川島　 剛 ＮＴＴコミュニケーションズタイランド(株) 坂田　忠史 テイジンポリエステル(タイランド)(株)

萩原　稔 三菱電機アジア（タイ）

総務委員会 前田　恒明 タイ住友商事会社 佐藤　博文 豊田通商（泰国）（株）

社会貢献委員会 古賀　久三治 丸紅泰国(株) 佐藤　真吾 タイ国三井物産(株)

野元　毅 パナソニック　マネージメント　タイ　(株)

　教育担当 野元　毅 パナソニック　マネージメント　タイ　(株) 澤田　弘之 （株）東芝アジアパシフィック社

水谷　保夫 日立アジア （タイランド)(株)

三石　基 アユタヤ銀行

　社会貢献担当 佐藤　真吾 タイ国三井物産(株) 棚田　京一 タイ国トヨタ自動車(株)　

労務委員会 福住　都三雄 タイブリヂストン(株) 後藤　秀雄 フジクラ･エレクトロニクス・タイランド(株)

編集委員会 寺井　裕 全日本空輸(株)バンコク支店

環境委員会 髙部　寛仁 Thai PET Resin Co.,Ltd. 丁野　良助 東レタイランド

人材開発委員会 坂田　忠史 テイジンポリエステル(タイランド)(株) 吉本　浩之 タイ日産自動車会社 

投資基盤整備委員会 村越　晃 泰国三菱商事会社

　総括兼ＢＯＩ担当 奥苑　一成 新日鉄住金タイランド 長田　展英 A.P.Honda Co.,Ltd

        〃 保住　正保 ジェトロ・バンコク事務所

　外国企業投資関連担当 保住　正保 ジェトロ・バンコク事務所 遠藤　修 (株)みずほ銀行  バンコック支店

        〃 吉本　浩之 タイ日産自動車会社 

　工業団地連絡協議会担当 後藤　秀雄 フジクラ･エレクトロニクス・タイランド(株)

　VISA,WORK PERMIT担当 荒川　和哉 タイ清水（株） 水谷　保夫 日立アジア （タイランド)(株)

　新規進出企業支援 高樋　毅 三井住友海上火災保険株式会社　タイ支店 稲垣　裕 タイ矢崎コーポレーション(株)

中小企業支援委員会 稲垣　裕 タイ矢崎コーポレーション(株)

関税委員会 村越　晃 泰国三菱商事会社 斉藤　和彦 双日タイ会社(株)

水谷　保夫 日立アジア （タイランド)(株)

ROH委員会 三石　基 アユタヤ銀行

税制委員会 遠藤　修 (株)みずほ銀行  バンコック支店 櫻井　一昌 キヤノン ハイテク タイランド リミテッド

法制委員会 村越　晃 泰国三菱商事会社 石田　信夫 泰国川崎汽船（株）

三木　晋吉 タイ国東京海上火災保険(株)

ＧＭＳ委員会 松本　茂伸 伊藤忠タイ会社 今仲　政幸 エヌ・エム・ビー　ミネベア　タイ　リミテッド 

ＥＤＣ委員会 野元　毅 パナソニック　マネージメント　タイ　(株) 萩原　稔 三菱電機アジア（タイ）

ＦＤＣ委員会 佐藤　博文 豊田通商（泰国）（株）

組織強化委員会 三木　晋吉 タイ国東京海上火災保険(株) 宮治　豊 泰国日本郵船（株）

野元　毅 パナソニック　マネージメント　タイ　(株)

60周年記念事業実行委員会 古賀　久三治 丸紅泰国(株) 寺井　裕 全日本空輸(株)バンコク支店

前田  恒明 タイ住友商事会社

三木　晋吉 タイ国東京海上火災保険(株)

山本　一樹 泰国電通(株)

安全対策委員会 古賀　久三治 丸紅泰国(株) 前田  恒明 タイ住友商事会社

経済調査会 保住　正保 ジェトロ・バンコク事務所 日本貿易振興機構

監　　　事 宮崎　慎也 (株）国際協力銀行バンコク駐在員事務所

　　〃 若林　伸佳 一般財団法人海外産業人材育成協会

事務局長 石井  信行 盤谷日本人商工会議所

2015年度盤谷日本人商工会議所役員一覧表2015年度盤谷日本人商工会議所役員一覧表2015年度盤谷日本人商工会議所役員一覧表2015年度盤谷日本人商工会議所役員一覧表
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