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ホーム CALSONIC KANSEI (THAILAND) CO., LTD

コーポレートビジョン

長期にわたる当社の方向性を具体的に表す言葉です。  「グローバルな自動車関連企業として、世界をリードす

る技術革新とものづくりに情熱を持って取り組み、持続可能な社会の実現に貢献します」

ミッション・ステートメント

- グローバル (Global)

 私たちは多様な考え方を尊重し、ダイナミックな行動により、世界有数の自動車部品メーカーとしてのブランドを

構築します。 

- 夢・情熱 (Inspired)

 私たちは、我社の共通の価値観をベースに、誇り、夢、情熱を持つひとつのチームとなります。 

- 世界をリードする革新性 (World Leading Innovation)

 私たちは、創造性とものづくり精神を融合し、高品質の製品とプロセスで、市場をリードする価値をお客さまに提

供します。 

- 持続可能な社会に向けて  (Sustainable Society)

 私たちは、よき企業市民として、株主・地域社会・チーム・メンバーに価値を提供し続けることにより、社会的責任

を果たします。
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会社概要 CALSONIC KANSEI (THAILAND) CO., LTD

会社名  CALSONIC KANSEI (THAILAND) CO., LTD

アドレス
 

700/641 Amata Nakorn Industrial Park Moo 3 Tambol Bankao
Amphur Phanthong, Chonburi 20160, Thailand

電話番号  66 (0) 3821 0129

ファックス  66 (0) 3821 0140

ウェブサイト  http://www.calsonickansei.co.jp

設立年  2001年

資本金  8億5000万バーツ

従業員数  2500人

取締役

 

社長  Hironori Kimura 
副社長(コーポレートオフィサー)  Yukihiro Endo 
副社長（製造＆エンジニアリング）  Hiroshi Ando 
副社長（開発）  Kaoru Ito 
副社長（生産管理）  Shinsuke Takakuwa 
副社長（品質）  Kiyohide Yoshitomi 
副社長（人事＆総務）  Chalavalai Wuthikornkriengkrai 
副社長（財務）  Phayao Limrattanamongkol 
副社長（コーポレート）  Isamu Ono

業務内容
 

カーエアコン、自動車用空調パネル、熱交換製品、吸気および排気システム、速
度メーター計器およびコンプレッサーの製造・販売

主要株主/親会社
 

カルソニックカンセイ株式会社
埼玉県さいたま市北区日進町　2-1917 
郵便番号 331-8501
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製品内容 CALSONIC KANSEI (THAILAND) CO., LTD
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電子製品 空調製品（エアコンシステム）

コクピットモジュール (CPM)・内装製品 熱交換製品

コンプレッサー 排気製品
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