
※付 録 : 工業団地 / サービスオフィス / 商工会議所 /
 大使館 / ホテル/ サービスアパート
*Appendix : • Industrial Estates 
 • Serviced Offices 
 • Chambers of Commerce
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カラー広告契約には、
電話帳内ロゴ付き掲載を含みます
※ロゴリスティングのみのご利用もできます

年間12,000Bath（税抜）

お得な年間広告
年間19,700 Baht（税抜）

約1,640 Baht/月から

日本語でも英語でもひける

タイ国内日系企業
日本人の利用する
工業団地・ホテル・
アパート・など 500 箇所

業務内容・住所・TEL・FAX
E-MAIL・URL・日本人代表者名 (役職）・他
掲載基本情報

業種別電話帳

日本国内 ・タイ進出企業の総務／人事担当者
 ・タイ赴任予定者と家族
 ・タイ進出予定企業担当者

タイ国内 ・日本人駐在員
 ・日本人駐在員家族
 ・タイ人及び外国人ビジネスマン

これ一冊でタイの生活・ビジネスはOK!
ワン ＆ オンリー

限りない日本人・日系企業マーケット

タイで唯一の日本語電話帳
日系企業の進出地として近年注目度No.1 のタイ。しかし、
まだまだ入手できる情報量は不足気味。そこで駐在員の
バイブルとして親しまれている「タイ日系企業年鑑」なら、
豊富な情報提供はもちろん、日本人マーケットへの効果
的な広告媒体としても最適です。

タイ人外国人も使う電話帳
電話帳は、日英のバイリンガル表示。日本人ばかりでなく、
日系企業や日本人マーケットに繋がりを持つタイ人や外国
人にも「タイ日系企業年鑑」は利用されております。

7,000 社

今や東南アジアの中心として世界的に注目を集めるタイ。駐在・出張を問わず当地を訪れる日本人は、
毎年増え続けています。1992年にタイで唯一の日本語電話帳として『ハロータイランド企業電話帳』
を出版し、お陰様で第28版の発刊を迎えるに至りました。
2017年度版より『タイ日系企業年鑑』と名称を変え、日本人の皆様にご愛読いただいております。
本誌が貴社イメージアップ・セールスアップの一助となれば幸いです。

バランスのとれた成長を続けるタイには、現在7,000社 
を越える日系企業が進出。現地に滞在する日本人の
数は10万人とも言われています。
訪れる短期出張者・観光客を含めると年間100 万人に
達しようという勢いです。いまや日本人社会は、タイ
最大の外国人市場を形成しています。

! !100 人のコンサルタントに優る情報満載

1   特 徴 2  内 容

3  読 者 層



配布先

広告タイプ カラー、白黒合わせて14タイプございます。 裏面広告料金表をご覧下さい。

（                  　 ）
無 料 配 布： 5 0 ％
書店等販売： 3 0 ％
購　　　読： 2 0 ％

東京堂書店・泰文堂書店・UFMフジスーパー
泰国日本人会・紀伊國屋書店・アジアブックス
ホテル売店

タ イ： 15,000 部
日　本： 2,000 部
その他： 1,000 部

18,000

4   発行部 数

COMM BANGKOK CO.,LTD.
410/120, Surawong Road, Bangkok 10500 Thailand

Tel ：0-2237-4689, 0-2267-9927
Fax：0-2237-7079 
E-mail : info@commbangkok.com

  

発売元

マレーシア・シンガポール
インドネシア・インド・台湾
ベトナム・香港・中国

総発行 部数

部

配布地域 (国）

取り扱い店（タイ国内）

タイ国内
日系企業 / ホテル / 航空会社 / 
日本レストラン / 日系デパート / 
日系銀行 / 泰国日本人会 / 
盤谷日本人商工会議所 / 
在タイ日本国大使館 / 
ジェトロ・バンコク・センター / 
タイ政府観光庁(TAT)
タイ国投資委員会(BOI) / 
商務省輸出振興局(DEP)

日本国内
タイ国政府観光庁事務所
（東京/大阪/ 福岡）
タイ王国大使館 / 
タイ王国大使館経済・投資部（BOI）
タイ国政府貿易センター / 
タイレストラン / 
バンコク銀行 / 
社団法人：日・タイ経済協力協会（JTECS）
社団法人：日泰貿易協会 / 日本タイ協会 
アセアンセンター / 
アジア太平洋資料センター
その他海外関係団体・協会 / 語学学校

5   発売価格     780 バーツ（予価）
6   広告お申込み締切
        2021 年  9月 30 日

7   発行日
        2022 年  1 月末（予定）

インド日本 中国

マレーシア香港 インドネシア台湾シンガポール

ベトナムタイ
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●英語社名/店名
●日本語社名/店名
●紹介文（業務内容ほか）
●日本人代表者名・役職
●住所
●営業時間　● 電話　● ファックス
●日本語窓口　● E-mail
● 支店・出張所、その他関係施設

Category

Company Name
Alphabtical sorting

Page No.

日英バイリンガル表示の
社名、業種別のさくいん
English & Japanese index

Information included in listing
会社／店舗情報の表記

Advertiser's Introductory
“JAPANESE COMPANIES IN THAILAND” is the only publication of its kind to enter the offices and home of
Japanese expatriates in Thailand. It provides the Japanese with a greater understanding of Thailand in useful
details. Its target audience goes beyond the expatriates to include the Japanese investers, business travellers
in Thailand too.
Since 1992 “JAPANESE COMPANIES IN THAILAND” has been well known to the Japanese community in Thailand 
for 27 years among the several generations.
Each edition proved to be a monumental success helping the Japanese community to be more productive at work and 
have a better quality of life. “JAPANESE COMPANIES IN THAILAND” is now into the production of 28th edition.

1   Advantages
"JAPANESE COMPANIES IN THAILAND"
effectively puts you in touch directly
with the Japanese market in Thailand.

■ Size of market
100,000 Japanese expatriates, 7,000 Japanese
companies and nearly 1 million visitors annually.

■ Awareness
A high awareness amongst the Japanese of the
publication and its information filled value.

■ Permanence
Available 24 hours a day, 365 days a year.

■ No wastage
A significant and worthwhile medium to promote
your company.

■ No competition
The only such publication in native language.

An accomplishment no other directory
in publication can achieve. 

2   Contents & Features
"JAPANESE COMPANIES IN THAILAND"
is comprised of Telephone Directory. 

Over 7,000 shops and companies listing which cover 500
categories with both Japanese and English references.

    Japanese Companies 7,000  Entries

    Famous Shops for Japanese     500  Entries

Data which included in listing
 Detail of Bussiness / URL
 Japanese Representative & Title
 Address / TEL / FAX / E-MAIL / etc.

Entries

3   Readership
Japanese residents in Thailand
Japanese visitors and tourists to Thailand
Leading Japanese corporations
Business people in Japanese market
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A significant and worthwhile medium to promote
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The only such publication in native language.

An accomplishment no other directory
in publication can achieve. 

2   Contents & Features
"JAPANESE COMPANIES IN THAILAND"
is comprised of Telephone Directory. 

Over 7,000 shops and companies listing which cover 500
categories with both Japanese and English references.

    Japanese Companies 7,000  Entries

    Famous Shops for Japanese     500  Entries

Data which included in listing
 Detail of Bussiness / URL
 Japanese Representative & Title
 Address / TEL / FAX / E-MAIL / etc.

Entries

3   Readership
Japanese residents in Thailand
Japanese visitors and tourists to Thailand
Leading Japanese corporations
Business people in Japanese market

Publisher
COMM BANGKOK CO.,LTD.
410/120, Surawong Rd, Bangkok 10500 Thailand
Tel ：0-2237-4689, 0-2267-9927
Fax：0-2237-7079 
E-mail : info@commbangkok.com

Free copies 50%

自動車部品・オートバイ部品 704社

電気／電子機器・部品 467社

レストラン（日本料理）     350社

機械             340社

商社              243社

化学             252社

食品・農林水産物   237社

201社

金型  181社

AUTOMOTIVE & MOTORCYCLE PARTS

ELECTRICS & ELECTRONICS

RESTAURANTS (JAPANESE)

MACHINARY

TRADING COMPANY

CHEMICALS

FOOD, AGRICULTURAL & MARINE PRODUCTS

DIES & MOLDS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 COMPUTER & INFORMATION TECHNOLOGY

TRANSPORT & LOGISTICS
運送・物流

コンピューター・IT（機器・ソフトウェア）189社

掲載日系企業数の多い業種（全486業種中）
Top 10 bussiness categories (486 categories in total)

収録日系企業数 6,079 社
6,354 Japanese companies

2021年度版収録企業総数
Total listings in 2020 edition

 7,542 社
   8,097 companies

     その他、「不動産仲介・販売」
「人材紹介・派遣」「翻訳・通訳」
「保険」「書店」「工業団地」
「サービスオフィス」

「各国商工会議所」「各国大使館
「ホテル」「サービスアパート」
「インター校」「幼稚園」         
「語学学校」など、          
生活・ビジネスに      
   役立つ情報を掲載



"JAPANESE COMPANIES IN THAILAND"
shall be available to the following:
Members of Japanese association Headquarters in Japan / Leading hotels
Japanese associated companies & Major book shops in Thailand, Malaysia, 
Singapore, Indonesia, China,Hongkong, Taiwan and Japan 

Thailand:
Japanese associated companies 
Japanese association
Japanese chamber of commerce 
JETRO
Japanese embassy
Japanese banks
Japanese departmentstores
Japanese restaurants
TAT, BOI, IEAT, DEP
Leading hotels
Leading airlines

Japan: 
TAT
Thai embassy
Thai restaurants
Bangkok bank
BOI
Thai-Japan associations
JETRO
Asean center
Travel agencies
Language schools 
National library

5   Retail Price  780 Baht
6   Advertisement Booking Deadline  
  30 / Sep. / 2021
7   Expected Date of Publication
  End of Jan. / 2022

Thailand 15,000  copies

Japan 2,000  copies

Others 1,000  copies

18,000
copies 

4   Circulation

Subscription  20%
Through COMM GROUP in Thailand, 
Malaysia, Singapore, Indonesia, 
Vietnam, Hongkong, India, 
China, Taiwan and Japan  

Bookshops 30%
Japanese Association, 
Kinokuniya, Thaibundoh, 
Tokyodo, Asia Books, 
UFM Fuji Super, Hotel Kiosk, etc.

IndiaJapan China

MalaysiaHongkong IndonesiaTaiwanSingapore

VietnamThailand



本誌コンテンツは、紙書籍や電子書籍だけでなく、
オンラインでもご利用されています。
Not only through the books, also accessed from website. 

2021年度実績
2021 results

： 4,694 UU/month
：18,746 PV/month

*Google Books traffic reports

UU
PV

（ユニークユーザー）

（ページビュー）

ทำไมจึงเปน 
Japanese Companies in Thailand?
ในรอบหลายปที่ผานมาประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งกรุงเทพมหานคร กาวไปสูการเปนจุดรวมธุรกิจและการลงทุน
ของเอเซียตะวันออกเฉียงใต สังเกตไดจากชาวญี่ปุนซึ่งเดินทางเขามาเปนจำนวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ปจจุบันนี้มีชาว
ญี่ปุนพักอาศัยในประเทศไทยประมาณ 100,000 คน พนักงานญี่ปุนประจำสาขา, เจาของบริษัทญี่ปุนที่เขามาบุกเบิก
ธุรกิจ, นักทองเที่ยว ฯลฯ เดินทางเขามาปละมากกวา 1,000,000 คน ทำอยางไรชาวญี่ปุนจำนวนมากเหลานี้ จะไม
ประสบปญหาในการติดตอกับคนไทยอันเนื่องมาจากความไมสันทัดทางภาษา “Japanese Companies In Thailand”
คือหนังสือคูมือเพ่ือขจัดความกังวลและเปดลูทางแกปญหาแกชาวญ่ีปุนท่ีทำธุรกิจในตางแดน เราเปนท่ีรูจักของชาวญ่ีปุน
ในประเทศไทยมานานถึง 27 ป ขณะนี้หนังสือ “Japanese Companies In Thailand” กำลังจัดทำฉบับที่ 28

1   จุดเดนของหนังสือ 
     Japanese Companies in Thailand ?
- ทุกอยางที่ชาวญี่ปุนตองการรวมเปนหนึ่งเดียวอยูภายในเลม
 เพื่อธุรกิจที่สมบูรณแบบในประเทศไทยตลอด 365 วัน
- คนหาขอมูลไดเพียงปลายนิ้ว หนึ่งเลมที่บาน สองสามเลม
 ที่สำนักงาน ตลอดเวลาคุณอยูลอมรอบตัวพวกเขา
- ทำใหธุรกิจของคุณอยูในการรับรูของชาวญี่ปุนและ
 บริษัทญี่ปุนในประเทศไทย
- เราพิมพเปนภาษาญี่ปุนจึงเขาถึงผูอานไดมากกวา
- เรามีทีมงานปรับปรุงเนื้อหา จัดพิมพใหมทุกป
 เพื่อขอมูลที่ทันสมัย

2   หนังสือ Japanese Companies in 
     Thailand คืออะไร ?
รายนามโทรศัพทที่ลงขอมูลไวถึง 2 ภาษา คือ ภาษา
ญี่ปุนและภาษาอังกฤษเพื่อความสะดวกในการใชงาน
รวบรวมรายชื่อของ
บริษัทญี่ปุน 7,000 ราย
รานคาสำหรับชาวญี่ปุน 500 ราย
ขอมูลประกอบดวย ประเภทธุรกิจ, URL, ชื่อและตำแหนง
ของพนักงานชาวญี่ปุน, ที่อยู, โทรศัพท, แฟกซ, อีเมล ฯลฯ

3   ใครคือผูอานหนังสือ 
     Japanese Companies in Thailand ?
•  ชาวญี่ปุนที่พักอาศัยในประเทศไทยทุกรูปแบบ
•  นักธุรกิจ
•  นักลงทุน
•  เจาของบริษัทญี่ปุนที่เขามาบุกเบิกธุรกิจ
•  พนักงานญี่ปุนประจำสาขา
•  นักธุรกิจไทยที่สนใจทำธุรกิจกับชาวญี่ปุน  ฯลฯ



ไทย 15,000 เลม    ญี่ปุน  2,000 เลม
อื่นๆ   1,000 เลม ประเทศไทย :

• บริษัทญี่ปุน 
• สมาคมญี่ปุน 
• หอการคาญี่ปุน 
• เจโทร
• สถานฑูตญี่ปุน 
• ธนาคารญี่ปุนสาขาประเทศไทย
• หางสรรพสินคาญี่ปุน 
• รานอาหารญี่ปุน 
• การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
• สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
• นิคมอุตสาหกรรม 
• กรมสงเสริมการสงออก 
• โรงแรมชั้นนำ
• สายการบิน

ประเทศญี่ปุน :
• องคการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
• สถานฑูตไทย
• รานอาหารไทย 
• ธนาคารไทยสาขาประเทศญี่ปุน
• สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
• สมาคมไทย-ญี่ปุน 
• เจโทร 
• องคการอาเซียน 
• บริษัททัวร
• โรงเรียนสอนภาษา 
• หอสมุดแหงชาติญี่ปุน

บริษัท คอมมบางกอก จำกัด
410/120 ถนนสุรวงศ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร.  : 0-2237-4689, 0-2267-9927
แฟกซ   : 0-2237-7079
E-mail : info@commbangkok.com

คณะผูจัดทำและผูรับโฆษณา

แจกฟรี 50%4   ยอดพิมพจำนวน    18,000 เลม

5   ราคาจำหนาย  780 บาท

6   กำหนดการจองพื้นที่โฆษณา
     หมดเขต 30 กันยายน 2563

7   กำหนดวางตลาด
     ประมาณปลายเดือนมกราคม 2564

จำหนายรานหนังสือ  30%
จำหนายตามรานหนังสือในประเทศไทย เชน สมาคมญี่ปุน,
คิโนคูนิยา, ไทยบุนโด, โตเกียวโด,  เอเซียบุค,  ยูเอฟเอ็มฟูจิ 
ซุปเปอร และ รานหนังสือในโรงแรมชั้นนำ

จำหนายโดยตรง  20%
บริษัท คอมมบางกอก จำกัด และ COMM GROUP ใน
มาเลเซีย, สิงคโปร, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, จีน, อินเดีย,
ฮองกง, ไตหวัน และญี่ปุน

อินเดียญี่ปุน จีน

มาเลเซียฮองกง อินโดนีเซียไตหวันสิงคโปร

เวียดนามไทย



COMM BANGKOK CO., LTD.
410/120 Surawong Road., Bangrak, Bangkok 10500

＊カラー広告契約には、電話帳内ロゴ付き掲載を含みます。
＊広告位置を特別ご指定の場合は10％の追加料金となります。
＊翻訳料：内容によりご相談に応じます。
＊ブリードの場合は、各辺に7㎜の余白を取って下さい。

>> All color advertisement comes with logo listing in directory.
>> 10% loading charge for specific position.
>> Translation fee : Subject to text complexity.
>> Bleed : Allowance 7mm on each side. Vertical
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 表４全ページ B 212,000Back Cover (Full-Page)

 表２全ページ B 171,000Inside Front Cover (Full-Page) 

 中１全ページ B 154,000 210 × 297 ㎜Inside Page 1 (Full-Page)

 表３全ページ B 133,000Inside Back Cover (Full-Page)

 全ページ B 111,000Normal Full-Page

 １／２ページ  (横） B 67,500 180 × 132 ㎜Normal 1/2 Page (Horizontal)

 ）縦（ ジーペ２／１ B 67,500 85 × 267 ㎜Normal 1/2 Page (Vertical)

 全ページ B 71,200 210 × 297 ㎜ Normal Full-Page

 ）横（ ジーペ２／１ B 43,800 180 × 132 ㎜Normal 1/2 Page (Horizontal)

  ）縦（ ジーペ２／１ B 43,800 85 × 267 ㎜ Normal 1/2 Page (Vertical)  

  １／３ページ B 32,500 180 × 85 ㎜ Normal 1/3 Page

  １／４ページ B 26,100 85 × 132 ㎜ Normal 1/4 Page

  １／６ページ B 19,700 85 × 88 ㎜ Normal 1/6 Page

  ロゴ･リスティング B 12,000 電話帳に自社のロゴがつきます。
 Listing with Logo  LOGO with your listing.

＊Not including VAT

＊Not including VAT

＊Not including VAT

CO
LO

R
 B

LA
CK

 &
 W

H
IT

E
広告料金表

2022 JAPANESE
COMPANIES IN THAILAND 2022  

Advertisement Rate

For more information

TEL. 0–2237– 4689 , 0–2267–9927  •  FAX. 0–2237–7079      
E-mail : info@commbangkok.com

日本語での
お問い合わせ

タイ語での
お問い合わせ

Head Office Tel. 0-2237-4689

Japanese
English

Thai
English 松 永 matsunaga@commbangkok.com

09-5108-6134

Achara  achara@commbangkok.com
Wanphen  wanphen@commbangkok.com

松 野 matsuno@loxinfo.co.th
08-1634-1732


