
下記 FAX宛に送信ください。

FAX 048-525-6052
出展申込書 (9月 18日 (金 )まで)

企業名

住  所

電 話

FAX

E―Mail

事業内容

代表者

連絡担当者

使用電力 ※1

交流希望業種
アピールタイム

の希望 ※2 有

連絡事項

※ ¬ 届け出のない場合は電源を設置できません。都合により希望電力が得られない場合がございます。

例 :パ ソコン1台 :20w  (l kwな どの大きめの容量は事前にご相談 ください。)

※2ア ピールタイムを設け、自社のブース紹介と交流を望む業種などのお話を5分 間程度していた

だきます。 希望する場合は、有にOを お願いします。   *申 込多数の場合は抽選です。

送信先 埼玉県産業技術総合センター北部研究所 技術 H事業化支援室

〒360-0031 熊谷市末広2-133   担当 坂田、石井、竹内

TEL:048‐-52 1 -‐ 06 ¬ 4   E―mail: kouryukai20150saitama― itcn.jp

※3申込書様式はホームページからダウンロードできます。 http://www saitama― itcn jp/

第12回 埼玉北部地域技術交流会

食品関連産業も参加、新たな展開を目指す企業が集結

日時 :平成27年 11月 5日 (木)10:00～ 16:30

開催場所 :ものつくり大学

講 演 会 :lH我が社の新たな挑戦 (仮題)

～これからのプロジェク ト展開について～
ハイアールアジアR&D株式会社

2.食品工場の衛生管理について
～お客様へ安全に居けるために～

埼玉県産業技術総合セン

食品・
◆開催内容

製品、ポスター、チラシ等による出展と交流

商談 (会場内)、 個別ブースアピール、

金融相談、技術相談、研究相談、講演会

◆講演会日時

平成27年 11月 5日 (木)10:30～ 12:00

◆講演会会場

ものつ くり大学 体育館 行田市前谷333番地

◆申込期限

平成27年 9月 18日 (金 )

◆申込方法
「出展申込書」に記入の上、FAX又はEメ ールで。

(ホームページからダウンロー ドできます。)

◆出展料
1ブース 5,000円 (指定口座へ振込 )

(県外出展者は 10,000円 とな ります。 )

◆問い合わせ先

埼玉県産業技術総合センター北部研究所

技術 日事業化支援室
TELi0 4 8-521-0614
FAX:048-525-6052
URL http://www.saitama― itcn.jp/

E―mail : kouryukai201 50saitama― itcn.jp
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◆主 催
埼玉北部地域技術交流会実行委員会
埼玉県産業技術総合センター

◆共 催
(公財)埼玉県産業振興公社
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「第12 □ 埼玉北部地頭技術交流会出展要領」

開催場所について

。 会場篭 :ものつくり大学 体育館

● 住 所 :〒 361-O038 埼玉県行田市前谷333番地

2. 出展費用について

県内出展者については、1ブース、 す。指定□座に振込をお願いいたします。ま

た、主催者が展示・ 装飾で用意するもの以外の経費は、出展者の負担となりますので、ご注意くだ

さい。振込を確認次第、正式な申込みとさせていただきます。なお、指定回座は下記のとおりです。

埼玉縣信用金庫 寄居支店 普通 2693409
埼玉北部地戦技術交流会実行委員会 会計 新井茂雄

県外出展者については、10,OOO円 となります。同じく指定回座に振込をお願いいたします。

3. 展示・装飾

展示台 1合 (ク ロス掛け)・ 椅子 2脚・バックパネル・ 出展企業銘板・ 電源 100V(希 望者の

み)を用意いたしますので、ご自由にお使いください。

※ 会場内には、インターネット回線はございませんので、ご了承ください。

4。  会場内の出展ブース位置

会場内のブース位置については、全体の調整を図りながら事務局で決定させていただきます。

(出展企業の皆様には、搬入日の 10日前までには、展示ブース位置をご案内いたします。)

5. 搬 入搬 出 スケ ジ ュール 予 定

(1)搬入スケジュール

●平成27年 11月  4日 (水) ≪前日≫

14:OO～   出展物搬入開始

17:OO  前日搬入終了

※ 前日に設営される方は、17:OO までに、設営を終了してください。

混雑しますので前日の搬入にご協力ください。0平成27年 11月 5日 (木) ≪当日≫

8:30～    出展物搬入開始

9:30   当日搬入終了

※ 出展の方は、開催当日の 9:30 までに、設営を終了してください。

6. 禁止・注意事項

0 会場内での危険物・火気等の使用は堅くお断りいたします。

ご希望の電力量を確保できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

大学及び主催者が不適当と判断する物について、持ち込みをお断りする場合があります。

大学及び主催者が不適当と判断する行為について、お断りする場合があります。

● 知的所有権、各種権利及び音楽著作権等を侵害するおそれのある行為や出展は、堅くお断り

いたします。

7. 出展者のう白
し
様へのお願い

◆後、関係各団体に来場のご案内をするとともに、情報誌にも広報を依頼しますが、お知り合い

の企業や従業員の方ノマにも来場を勧めていただきますようご協力をお願いいたします。

※ 開催時間内の撤収作業は他の来場者のご迷惑になりますので、堅くお断りいたします。

当日、宅配便による荷物の輸送をお者えの方は、注意事項がございますのでお手数ですが、

事務局までご連絡ください。

０
　
　
●
　
　
●

(2)搬出スケジュール

●平成27年 11月 5日 (木 )

閲会後 (16:30～ )

≪当日≫

搬出開始

5,OOO

～ 講演会のご案内 ～

日 時 :平成27年 11月 5日 (木) 10:30～ 12iOO

場  所 :会場内特設コーナー (150席 )

内  容

1.我が社の新たな挑戦 (仮題)

～これからのプロジェクト展開について～
ハイアールアジアR&D株式会社

2.食品工場の衛生管理について

～お客様へ安全に届けるために～

埼玉県産業技術総合センター北部研究所

食品・パイオ技術担当

※ ガイドブック登録票はなくなりました。




