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フジクラグループ・タイ復興宣言
2016年４月には長浜会長、伊藤社長、佐藤副社長をはじめとした幹部による洪水復興宣言をすることができました。

従来以上に、「低コストな自動化」と「品質重視の経営」を強力に進め、エレクトロニクスビジネス、コネクタビジネスを

当社の中核事業として全社から頼られる存在となるよう、全員で一丸となって取り組んでいきます。
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タイ王国内向け当社製品の営業を担当
しています。顧客満足を第一に、お客様の
多様なニーズにお応えするべく、営業
活動に取り組んでいます。

FETL バンコク事務所

FETL ランプーン工場

Fujikura Automotive (Thailand) Ltd.

FETL アユタヤ工場

FETL カビンブリ工場

FETL プラチンブリ工場
FETL ナワナコン第1工場
FETL ナワナコン第2工場
FETL ナワナコン第3工場
DDK （THAILAND） Ltd.

当社は、1984年にタイ王国へ進出して以来、今年で32年になります。

2010年4月に、それまで別々に運 営されていた会 社を統 合して、

「Fujikura Electronics (Thailand) Ltd.（以 下FETL)」を設 立しました。

現在タイ王国の当社グループは、バンコクオフィス、FETLの7工場、

DDK (THAILAND) Ltd. 、Fujikura Automotive (Thailand) Ltd. の

2工場を併せ持つ規模となっております。これも、ひとえにお客様の

ご愛顧、パートナーの方々のご支援の賜物と考えています。

2011年10月に、タイ王国における未曾有の洪水により、当時13拠点の

内10拠点が、わずか2週間の内に水没し、壊滅的な打撃を受けました。

その危機的状況下、当時の長浜社長の「必ず復旧・復興させる」という

強い意志の下、グループ一丸となり、尽力して参りました。お客様にも

恵まれ、2015年度には洪水前の規模まで生産量が戻りました。

当社はタイ王国のナショナルスタッフを中心に、さらなる生産性向上、

品質強化を図り、益々お客様から信頼いただける工場を目指します。

2016年10月13日 プミポン・タイ国王陛下崩御
国王陛下が亡くなられたことは、タイ王国及び国民、当社にとっても大きな喪失です。

ここに深い悲しみを持って哀悼の意を表します。

2016年4月 アユタヤ工場での復興宣言の様子 2011年 洪水で水没したアユタヤ工場
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FETL カビンブリ工場
2011年のタイ王国における洪水被害を受け、2013年にBCPの観点から洪水被害のない
立地に設立した最新鋭のFPC工場です。主な生産品目は両面FPCと多層FPCで、アユタヤ
工場に次ぐ生産拠点です。

FETL ランプーン工場
1989年に北部タイ、チェンマイ郊外のランプ―ン北部工業団地に設立されました。
HDD部品、メンブレンスイッチ、各種光部品などの製品を生産しており、各分野における
トップメーカーを目指しています。

FETL アユタヤ工場

FETL ナワナコン第１工場
タイ王国の拠点としては一番古く、1984年に電子ワイヤの生産工場として設立されました。
現在は、高速伝送ケーブル、極細同軸ケーブル、ヒートパイプ、スパコン用水冷製品、CPU補強
部材などを手掛けており、今年からはFPC実装と後加工を開始しています。
今後も、これまで30年以上培ってきた品質と技術力の高さで、新たな製品を供給し続けていきます。

FETL ナワナコン第3工場
1989年に設立された、主にFPCやメンブレンなどの打抜き金型、コネクタなどの精密な
樹脂成形金型やプレス金型、及び治具や部品等を供給している工場です。
今後も、各工場と綿密に連携を取り、お客様の満足を得られる金型・部品の製作に努めていきます。

DDK （THAILAND） Ltd.

FETL ナワナコン第2工場
1988年設立の片面FPC生産工場です。
生産品目は、カメラ・AV・車載用途が主流であり、ISO/TS-16949を取得済みです。

Fujikura Automotive (Thailand) Ltd.

FETL プラチンブリ工場
1995年に設立された、FPCの後工程と部品実装、及びHDD用FPCの生産工場です。
アユタヤ工場とカビンブリ工場へアクセスしやすい所に位置し、アジアハイウェイに面する
交通の要所に立地しています。

1996年1月にグループ会社であるフジクラ電装のタイ拠点として工場設立、2014年2月には
コラート工場を設立しました。自動車電装カンパニーとしてタイ王国で唯一、自動車用ワイヤ
ハーネスを生産し、タイ王国内および日本、ヨーロッパに輸出販売しています。

2000年に設立されたFPCの一貫工場で、現在はタイ王国FPC事業のマザー工場の役割を
担っています。2014年以降、FETLの本社機能も有しています。
有名なアユタヤ遺跡に近いロジャナ工業団地内に位置し、主な生産品目は、両面FPCと多層
FPC及びFPCへの部品実装です。

1988年に電子機器用コネクタの総合生産拠点として設立された一貫生産工場です。
スマートフォンを中心とした電子機器用の各種コネクタを世界中に供給しています。電子化が
進んでいる自動車市場にも力を入れています。　
開発提案から出荷後のサポートまで、トータルソリューションとしてのサービスが強みとなる
よう日々努力しています。
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