海外展示会ご担当者様

出展社募集のご案内

METALEX VIETNAM 2019
WELDING VIETNAM 2019

2019 年 10 月 10 日(木)〜12 日(土)
サイゴン・コンベンションセンター

□資料請求

貴社名：

□＿＿＿小間で出展検討

所属：役職：

□ロースペース

氏名：

□パッケージブース

住所：

□出展を検討するので、詳細が知りたい
□出展に伴う費用の概算が知りたい

TEL/FAX：

名刺

E-mail：

株式会社アクト・インターナショナル （日本事務局）
東京都港区南青山 2-9-18 青山 ACT ビル２A
Tel：03-5770-5581 Fax：03-5770-5583
（担当：川下）E-mail : akikokawashita@actinter.co.jp

KWS/KWS

開催要項
名称：

METALEX VIETNAM 2019
(International Machine Tools and Metalworking Technology Exhibition)

WELDING VIETNAM 2019
会期：

2019 年 10 月 10 日（木）〜 12 日（土）、9：00 AM - 17：00 PM

会場：

サイゴン・コンベンションセンター
Saigon Exhibition ＆ Convention Center （SECC）

主催：

REED TRADEX COMPANY

設立年度：

2007 年（2019 年第 13 回開催）

出展製品：

機械、金属シート、溶接テクノロジー、工場オートメーション、
ポンプ、バルブ、金型、鋳造、測量機器、工作機器具設備 他
鍛造、鋳造

出展料金：

出展登録料金として一社あたり￥30,475 (US$265) に加え、
下記いずれかの小間スペース使用料金。
ロースペース ￥51,750（US$450）／㎡
36 ㎡よりお申し込み頂けます。
スタンダードパッケージブース ￥63,250 (US$550)/㎡
9 ㎡よりお申し込み頂けます。
パッケージに含まれるもの：（イメージ図は次ページ参照）
スペース・カーペット・左右後ろ壁・社名板・折り畳みイス（２）
インフォメーションカウンター（1）・40W 蛍光灯（2）・
220V/５A(2 口)ソケット（1）
＊ 9 ㎡の２面オープンをお申し込みの場合のみ、別途コーナーチャージ
¥17,250（US$150）が加算されます。
＊ 全て US$ = 115 円のレートで換算しています。
＊ 上記出展料に 10％の税金（VAT）が加算されます。
＊ 上記出展料の他、業務手数料がかかります。

申込み期限：
申込み先：

2019 年 5 月 17 日（金）
株式会社 アクト・インターナショナル
東京都港区南青山２-9-18 青山 ACT ビル２A
Tel: 03-5770-5581 Fax: 03-5770-5583
担当：川下 E-mail: akikokawashita@actinter.co.jp
KWS/KWS

スタンダードパッケージブース

3Mｘ3M (9 ㎡ )

パッケージ備品：
・カーペット（グレー）
・左右後ろ壁 *1
・社名板（グレー地 + 白文字）
・インフォカウンター（1）
・折りたたみ椅子（2）
・鍵付きキャビネット（1）
・40W 蛍光灯（2）
・ゴミ箱
・220V / 5A (2 口）ソケット（1）
*1 小間位置により左右壁がなくなる可能性あり
（角小間等）

※ブースデザインは変更する可能性がございま
す
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SECC (TT Hoi Cho &
Trien lam Saigon)

HCMC,Vietnam

EXHIBITOR PROFILE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flame welding, surfacing and oxygen cutting machinery and equipment
Machinery and equipment for welding, surfacing and arc cutting
Thermal spray machinery and equipment
Resistance welding machinery and equipment
Machinery and equipment for pressure welding (friction, diffusion, cold, ultrasound welding)
Machinery and equipment for other methods of welding, cutting and soldering
Additional and auxiliary materials
Robots, manipulators and accessories for welding technologies
Other elements, machines and consumables for welding
Metal bonding machines
Welded structures, sub-supplies of welded parts
Research, services and institutions in welding, cutting, soldering and metal bonding

Co-located with:
2 0 1 9

2 0 19
Organized by:

Local partner:

Exhibit space is open for reservation. Vietnam
+84 28 3822 4915 Thailand
+66 2 686 7299
metalexvietnam@reedtradex.co.th
www.metalexvietnam.com
metalexvietnampage

