Vitafoods Asia 2020 ジャパンパビリオン申し込みフォーム

【登録の流れ】基本情報 → 出品要件への同意 → 企業情報・輸出概況 → 商品情報（商品1・2・3） → 送信
ブラウザはGoogle Chromeの使用を推奨します。
入力は2時間以内に行ってください。アクセス後2時間が経過すると、入力したデータが消えてしまいます。
${ボタン:保存}

貴社・団体名 ：

記入例 ： 株式会社貿易商事

「株式会社」「一般社団法人」等もご記入ください。
「(株)」「(一社)」等の略称は使わないでください。

貴社・団体名（カナ）：

記入例 ： ボウエキショウジ

「カブシキガイシャ」「イッパンシャダンホウジン」等は記入不要です。
全角カタカナでご記入ください。

出品形態 ：
出品の形態を下記3つの中からお選びください。
単独の企業・団体として出品する、最も一般的な形態。
自治体・業界団体等が傘下の企業・団体（＝孫出品者）を取りまとめて出品する形態。
自治体・業界団体等（＝代表出品者）の傘下で出品する形態。

単独出品 ：
代表出品 ：
孫出品 ：

会期中の会場入り ：
新型コロナウイルス感染拡大への対応として、本事業では出品者様の会場入りを任意としています。
現時点での、会場入りに関するご希望をお選びください。
本設問への回答は、出品者選考に影響しません。また、実際の会場入りを強制／保証するものではありません。

次に進む

提出いただいた情報は、本事業運営のために利用するとともに、ジェトロ内のデータベースに登録し、関連事業、ジェトロ及びJFOODOからの連絡のために利
用します。また、ジェトロホームページや本事業に関するプレスリリース等において、企業情報や出品物情報等を公開する場合がございます。
データベースに登録した情報のうち、社名、ホームページアドレス、商品名、商品写真、商品分類、商品用途及び国内小売価格をバイヤーに提示し、ジェトロ
が日本商品を所望するバイヤーに紹介するために利用します。
お客様の個人情報は、ジェトロ個人情報保護方針に基づき、適正に管理運用します。
ご登録いただいた関心情報に基づき、ジェトロの各種イベント、サービスのご案内を致します。

お客様がこのページから送信される情報は、SSL（Secure Socket Layer）暗号化
通信により保護されています。
Wildcard SSL
Certificate
Copyright (C) 1995-2020 JETRO. All rights reserved.
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孫出品者数 ：

社

孫出品者一覧 ：

記入例 ： ●●食品株式会社／合名会社××食品工業／▲▲貿易有限会社
前に戻る
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出品要件への同意
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責任をもって孫出品者への事務連絡を行う。
はい

いいえ

本事業に関して発生した孫出品者の損害及び不利益について責任を負う。
はい

いいえ

本事業に関して孫出品者と第三者との間で紛争等が生じた際には、自らの責任と費用負担においてこれを解決する。
はい

いいえ

自ら及び全ての孫出品者が、出品案内書記載の「出品の要件」を満たしていることを保証する。
はい

いいえ

出品案内書の内容、条件を予め孫出品者に周知し、その同意を得ている。また、自らも出品案内書の内容、条件に同意している。
はい

いいえ

選考の結果、孫出品者が出品できない可能性があることについて了解している。
はい

いいえ

本事業に関して、孫出品者に対し営利活動（出品料の徴取、提供するサービスに関する実費を超える費用の請求等）を行わない。
はい

いいえ

自社出品物の有無
あり（孫出品者に加え、自らも商品を出品する）

なし（孫出品者のみが商品を出品する）

前に戻る
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入力担当者情報
姓

名

担当者氏名
ジェトロと事務的なやりとりをする方の氏名をご記入ください。

メールアドレス：
担当者メールアドレス
確認用再入力：

記入例 ： 03-3582-5546

担当者電話番号

半角文字でご記入ください。
日本以外の番号を記入する場合は、国番号からご記入ください（「＋」は記入不要）。

バイヤー向け企業情報（バイヤーに公開します）
所在地
業種
OEM・ODM製造について

OEM製造可能

ODM製造可能

どちらも対応不可

記入例 ： Boeki Syoji

社名（英字）

半角文字でご記入ください。

Surname（姓）：
担当者氏名（英字）

Given name（名）：
貴社に興味を持ったバイヤーが連絡すべき方の氏名をご記入ください。
ご記入ください。

半角アルファベットで

記入例 ： 贸易商事

社名（簡体字）

簡体字中国語の社名表記がない場合、記入不要です。

姓
担当者氏名（簡体字）

名

記入例 ： 铃木华子

貴社に興味を持ったバイヤーが連絡すべき方の氏名をご記入ください。
記入は任意です。

バイヤー向けメールアドレス

メールアドレス：

確認用再入力：

バイヤー向け電話番号

商談可能な言語

記入例 ： 81-3-3582-5546

半角文字でご記入ください。
国番号からご記入ください。日本の国番号は81です。
「＋」は記入不要です。市外局番の1ケタ目にある「0」は取ってください。

日本語

英語

中国語（普通話）

ホームページアドレス

商談を希望する業種

Importer

Wholesaler / Distributor

Manufacturer

Supermarket / Chain Store

Department Store

Restaurant / Catering Service / Hotel

E-commerce

前に戻る
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