DMC2020 第二十回中国国際金型技術と設備展示会
『海外 VIP バイヤープログラムについて』
中国国際金型技術と設備展示会振興会

～ご案内～
事務局では、出展者及び来場者へのサービス強化として、
「海外 VIP バイヤープログラム」を導入してお
ります。
この制度は、出展企業にとって特に重要な見込み海外の顧客、即ち製品購入権限のある役員・購買責任
者や、実際に製品を取り扱い、購入に関与する技術部門を招待し、出展企業とバイヤーのよりよい交流
や遣り取りを促進し、海外 VIP バイヤーの購買意欲とご当地メーカーの製品や生産能力にマッチングし、
出展企業にとって有益となる優良来場者がご入場いただくことを主たる目的としております。
是非ご活用ください。
ご利用の流れ
1. 事前申請[海外 VIP バイヤーによる登録作業の上、開催前（5/22 まで）に事務局へ申請してください。]
2. 海外 VIP 来場者証発行[来場当日に専用カウンターにて海外 VIP 来場者証をお渡しします。]
各手順の詳細
1. 事前申請制
a) 海外 VIP バイヤーによる事前登録制となります。登録は無料です。
※登録内容によっては、お受けすることができない場合もございますので、予めご了承下さい。
b) 海外 VIP バイヤー登録申請書の提出
登録用紙に下記の必要事項をご記入の上、事務局までメールにてご提出下さい。
◆ 提出先 中国国際金型技術と設備展示会事務局
zhangshuyuan@siec-ccpit.com
※メールの件名を、
「海外 VIP バイヤー登録」としてください。
c) 申請期限：2020 年 5 月 22 日（金）
2. 海外 VIP 来場者証発行
来場当日には、プリントアウトした[海外 VIP 登録用紙]に必要事項を記入し、名刺を貼り付けて専用
カウンターにご提出下さい。
※当日、登録用紙・名刺のご提出が無い場合は、海外 VIP バイヤーの特典がご利用できない場合も
ありますのでご注意下さい。
3. 海外 VIP バイヤー ～特典～
1) DMC2020 開催期間中の四日フリー宿泊(少なくとも 4 ツ星ホテル)をご招待いたします。
2) フリーシャトルバスと地元交通機関がご利用いただけます。
3) 展示会場での専用ラウンジがご利用いただけます。
4) 事前に来場者証を用意しておりますので、スムーズにご入場が可能です。
5) 商談スペースとしてご利用可能なプライベート区画もご用意しております。
6) DMC2020 マッチメーキング大会にご参加いただけます。
7) DMC2020 ご当地工場見学ツアーにご参加いただけます。
8) DMC2020 開会式とレセプションディナーにご招待します。
9) 展示会でのフリー通訳サービスもご利用可能です。
10) VIP 来場者のビザー申請もサポートします。
※ ご案内の内容は 2020 年 3 月 12 日（木）時点の概要となっております。
都合により内容に変更または中止する場合がございますので、予めご了承下さい。
◆お問合せ先：中国国際金型技術と設備展示会事務局 張書源
zhangshuyuan@siec-ccpit.com
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海外 VIP バイヤー登録申請書[書式 1]
以下の通り、展示会の海外 VIP バイヤー登録を申請いたします。

貴社名：
お名前：
住所：
部署：

役職：

TEL:

E-MAIL:

来場目的と仕入れ希望

来場予定日：

⚫
⚫
⚫
⚫

月

日（

）

下記期日までに申請された海外 VIP バイヤー来場証をご用意いたします。
VIP 登録専用カウンターにて本申請書と登録用紙を併せてご提出下さい。
海外 VIP 登録用紙に必要事項をご記入の上、名刺を貼り付けてください。名刺の貼り付けが無
い場合は、海外 VIP バイヤー来場者証を発行できません。
受け取った海外 VIP バイヤー来場者証に名刺を併せて、ホルダーに入れてご入場下さい。

提出先

中国国際金型技術と設備展示会振興会
zhangshuyuan@siec-ccpit.com

提出期限：2020 年 5 月 22 日（金）
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海外 VIP バイヤー登録申請書[書式 2]
「以前の DMC 中国国際金型技術と設備展示会のご来場がありますか。」
□ はい（回数＿＿回） □いえ
「所在地をお選びください。」
□北海道地区 □東北地区 □関東地区 □北陸地区 □中部地区
□近畿地区（大阪府） □近畿地区（大阪府以外） □中国・四国地区
「貴社が該当する業種」
□ 金型メーカー □成形金型メーカー

□金型・成形兼業

「該当する分野または関連する分野[1]」 (複数回答可)
□プレス金型 □鍛造金型 □鋳造金型 □ダイカスト金型
□ゴム金型 □ブロー金型 □粉末冶金金型 □その他

□九州・沖縄地区

□部品加工メーカー

□ガラス金型

□商社

□その他

□プラスチック金型

「該当する分野[2]」 (複数回答可)
□自動車・自動車部品関連 □半導体・電子機器関連 □家電・通信機器関連 □食品・医療・バイオ関連
□商社関連 □航空・宇宙関連 □文具 □玩具 □建設・建材 □研究・教育関連 □公社・官公庁 □その他
「該当する所属部署」
□経営・経営企画 □購買 □営業・販売
□生産管理 □品質管理 □情報システム
「該当する役職」
□ 代表・経営者 □役員

□研究・開発 □設計 □製造 □生産技術
□マーケティング □総務・経理 □その他

□部長・次長 □課長

□係長・主任

「所属する企業の規模は？」
□10 人未満 □10〜49 名 □50〜99 名 □100〜499 名
□5000〜9999 名 □10000 名以上

□一般社員

□500〜999 名

□その他

□1000〜4999 名

「来場の目的は？」
□業界動向リサーチ □最新製品リサーチ □設備更新・製品購入・選定のための情報収集
□設備導入・製品購入を決定するため □出品企業との商談 □新規取引先・提携先を探すため
□競合他社の情報収集
「貴社の設備導入・製品購入・選定に関してどのように関与されていますか？」
□ 設備導入・製品購入を決済する □設備導入・製品購入を選定・提案する □関与しない
「今後、貴社の事業にとって重要となるキーワードを お教えください。」
例：複合加工、微細加工、ナノテクノロジー、自動化、航空など 【

お名刺を貼り付けていない場合、
VIP 来場者証を発行できません。

名刺
貼り付け

】

