2019 年 9 月 20 日
株式会社 DYM

タイ・バンコクの日系クリニック
制度変更に伴い労働許可証取得/更新時健康診断の料金を変更
日本語通訳常駐で安心・便利
WEB 事業や人材事業、海外医療事業等を行う株式会社 DYM（読み：ディーワイエム、本社：東京都品川区、
代表取締役社長：水谷佑毅）の関連会社である DYM Medical Service Co.,Ltd.（読み：ディーワイエムメディカル
サービス、本社：タイ、バンコク、代表取締役社長：水谷 佑毅）は、タイで展開する『DYM インターナショナルク
リニック』
『DYM Health Check Up Clinic』にて、2019 年 9 月 1 日（日）から労働許可証取得・更新時の料金を変
更しました。

■労働許可証取得/更新用の料金変更
2019 年 8 月 20 日（火）より BOI（Board of Investment/タイ投資委員会）から認可されている企業も労働許可
書の取得及び更新時の健康診断が義務化されました。この制度変更に伴い、当院では労働許可書の取得及び更新
時の健康診断における料金を 2019 年 9 月 1 日（日）より下記の通り改定しました。
労働許可書の取得及び更新時の健康診断料金
【改定前】

500THB（バーツ）/1 人

【改定後】

200THB（バーツ）/1 人

当院をご利用いただいているお客様からは「現地では珍しい日系クリニックで、日本語対応ということもあり、
安心して受診することが出来た」という声をいただいております。
『DYM インターナショナルクリニック』及び『DYM Health Check Up Clinic』は、これからもタイにおける日本
式医療の充実に貢献し、タイに住む日本人の健康推進をサポート致します。
■健康診断内容と注意事項
労働許可書の取得及び更新時の健康診断の問診では、下記の病気を発症・感染しているかどうかを調べます。
・ハンセン病
・結核
・薬物中毒
・アルコール中毒
・象皮病
・梅毒 （ステージ 3）

※当院を初めてご利用の場合は、登録料 200THB が別途発生いたします。
※梅毒の採血有無は在籍されている企業によって異なります。必ず採血の有無を会社の総務ご担当者様にご確認
の上、ご来院ください。
※梅毒の血液検査をご希望の場合、健康診断日の翌日以降に診断書のお渡し、もしくは会社様に郵送でお送りす
ることも可能です。
※当院での問診や検査はタイの保険省が定めている『労働許可証取得に必要な健康診断』に基づいております。
※健康診断当日に、診断書作成からお渡しまで約 15 分でご案内可能です。
■お問い合わせ先・予約方法
ご予約方法

：Web サイト・お電話・LINE にて承っております。下記連絡先までご連絡をお願い致します。

電話番号

：02-107-1039(2 院共通)

LINE ID

：@dymclinic

ホームページ ：DYM インターナショナルクリニック http://dymclinic.com/
DYM Health Check Up Clinic
その他

https://www.dymhealth.com

：週末は混雑が予想されます。平日のご予約をお勧め致します。

■DYM Health Check Up Clinic 概要
主医師

：Dr.Som-O

所在地

：139, RQ49 Mall 4th Floor, Unit 541,

Soi Sukhumvit 49(Klang), Klongton-Nua, Wattana,
Bangkok 10110
診療内容

：一般診療科・小児科・婦人科・健康診断

診療時間

：月～日 09:00～18:00（17：30 最終受付）

休診日

：12 月 31 日、1 月 1 日、1 月 2 日、ソンクラーン

お客様からのお問い合わせ先：＋66（0）2-018-7895
■DYM インターナショナルクリニック

33/1 院概要

主医師

：Dr.Kwan Dr.Noi

所在地

：593/29-41 Soi Sukhumvit 33/1, Sukhumvit Rd.,

Khlong Tan Nua, Watthana, Bangkok 10110
プロンポン駅徒歩 3 分
診療内容

：一般診療科・小児科

診療時間

：平日

9：00～13：00（12：30 最終受付）
14：00～21：00（20：30 最終受付）

土日祝 9：00～13：00（12：30 最終受付）
14：00～18：00（17：30 最終受付）
休診日

：12 月 31 日、1 月 1 日、1 月 2 日、ソンクラーン

電話番号

：＋66（0)2-107-1039

■DYM Medical Service Co.,Ltd.
①商号

会社概要

：DYM Medical Service Co.,Ltd.

②代表取締役社長 ：水谷 佑毅
③設立年月日

：2013 年 9 月

④資本金

：8,000,000 バーツ

⑤本店所在地

：Room S306,79 soi Sukhumvit 39,Sukhumvit Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110

⑥従業員数

：18 名（2018 年 2 月 28 日現在）

⑦事業内容

：日本人向け病院事業

⑧URL

：http://dymclinic.com/

■株式会社 DYM 会社概要
(1)商号

：株式会社 DYM

(2)代表取締役社長 ：水谷 佑毅
(3)設立年月日

：2003 年 8 月

(4)資本金

：5000 万円

(5)売上高

：112.8 億円 （16 期）
、160.3 億円 見込（17 期）

(6)本店所在地

：〒141-0031 東京都品川区西五反田 2-28-5 第 2 オークラビル 3 階（受付）
・4 階・5 階

(7)従業員数

：連結 555 名（ 2019 年 4 月 1 日 現在 ）

(8)事業内容

：WEB 事業、人材事業、研修事業、エグゼパート事業、海外医療事業、
ウェルフェアステーション事業 等

(9)URL

：https://dym.asia/

≪本件に関するお問い合わせ先≫
DYM Medical Service Co.,Ltd.

TEL: ＋66（0）2-107-1039
木本

MAIL: contact@dym.co.th

