2019 世界

レアメートルセミナー（中国）
第4回2019/11/27開催

湖南省·長沙（中国）

主催：中国非鉄金属協会
协賛：イギリスレアメートル貿易協会(MMTA)
湖南新華昌科技発展有限会社
湖南省インジウム業創新連盟
株洲科能新材料有限責任会社
国金金属網情報科学技術有限会社

実施：北京安泰科情報股份有限公司
中国非鉄金属協会In-Bi-Ge分会
中国非鉄金属協会Ga-Se-Te分会

開催地：湖南省・長沙（中国）コートヤード バイ マリオット
（Courtyard by Marriott Changsha South）

セミナープログラム（予定）
日付

時間

内容

08:30-20:00

セミナー 受付

08:00-20:00

イギリスレアメートル貿易協会（MMTA）歓迎宴会

08:30-12:00

開会の挨拶·講演

14:00-18:00

講演

18:00-20:00

レアメートルの夜（宴会）

2019/11/27（水曜日）

2019/11/28（木曜日）

セミナー講演プログラム（予定）
時間

内容

08:30-08:45

開会の挨拶
1. 中国非鉄金属協会

2. イギリスレアメートル貿易協会

08:45-10:15

第 1 部 ：マクロ経済部分
1. 世界経済分析と展望

2. 中国レアメートル市場分析

10:15-10:30

休憩

10:30-12:00

第 2 部 ：市場話題部分
インジウム , ビスマス , ゲルマニウム , ガリウム , セレン , テルル市場話題

12:00-14:00

バイキング

14:00-16:30

第 3 部 ：先端·応用部分
1.「新しい材料の導入時期」新材料の発展
3. 韓国インジウム産業の現状
5. タンタル市場の需給

16:30-16:40

休憩

16:40-18:00

第4部 ：市場分析部分
1. ガリウム応用と発展の見通し
3. テルル化カドミウム (CdTe) 太陽電池技術の現状

2. 中国 IGZO ターゲット開発のご紹介
4. 全世界テルル化カドミウム太陽電池市場報告
6. ニオブ市場の現状と分析

2.ITO ターゲット発展の現状
4. セレン高含有農産物開発の現状

※9/9現在の予定です。人事異動や国際情勢等の今後の状況により、講演者や講演内容など等が一部変更になる可能性がございます。
※講演者の講演とセミナー資料の内容は全て英語と中国語でございます。（英語同時通訳があり）

参加対象
役人·メートル生産メーカー社長（副社長）·貿易会社社長（副社長）·セールスマネジャー·仕入れマネージャー·分野専門家·大学研究員
※このセミナーは有料セミナーでございます。

参加料金

2019/11/10 まで

2019/11/11 から

USD/ 名

1,000

1,200

※参加料金はホテルの料金を含まない。

※11/27宴会（夜）や11/28バイキングと宴会（夜）や英語同時通訳の料金含みます。
※11/27宴会（夜）や11/28バイキングと宴会（夜）や英語同時通訳の料金含みます。
ご開会の前日から起算して7日前からのお取消しには取消料がかかります。
取消料

2019/11/18 まで

2019/11/19-2018/11/26

2019/11/27 から

0%

50%

100%

x

o

o

セミナー電子資料

※領収書について
弊社より電子領収書をメールで送いたします。
電子領収書は、原則としてセミナー終了後、1-2週間ほど経ってからの発送となりますのでご了承ください。
領収書とは国際間のインボイス（invoice）です、ご留意ください。

セミナーお申し込みフォーム
メールアドレス：01063971955@antaike.com

連絡先:

劉

麦

社名 ※ 必須
社名（英語）
会社所在地 ※ 必須

郵便番号

メールアドレス※必須

参加人数

金属事業

In □

会社事業

鉱山□

料

金

氏

名

Bi □
精錬□

Ge □
加工□

Ga □
貿易投資□

Se □

Te □

Cd □

研究□

メディア□

他□

Ta&Nb □

2019/11/11まで

_________ 名 ×1,000 USD/ 名 = __________USD

2019/11/12 から（或は受付時）

_________ 名 ×1,200 USD/ 名 = __________USD

職

務

電話番号

FAX 番号

他□

メールアドレス

料金の総計額
ツインルーム
（568CNY/ 日 •1 部屋）_____ 部屋数（朝食あり）
チェックイン日 ：2019 年 __ 月 __ 日
コートヤード バイ
チェックアウト日 ：2019 年 __ 月 __ 日
ダブルルーム
（568CNY/
日
•1
部屋）
_____
部屋数
（朝食あり）
マリオット
（Courtyard
by Marriott Changsha ※ お支払いは宿泊当日、ホテルのフロントにて直接現金でお支払いください。
South）
※ チェックインが 18 ：00 以降になる場合は必ずスタッフ（劉 麦）メールへご連絡ください。チェックインが 18 ：00
を過ぎても連絡なしの場合、自動キャンセルとなります。ご注意ください
Bank of America, N.A. New York Branch
CHIPS ABA NO:
CP0959
FEDWIRE NO:
FW026009593
SWIFT ADDRESS:
BOFAUS3N

お支払方法

For credit to
CHINA CONSTRUCTION BANK
BEIJING BR. JINANSUBBR.
SWIFT CODE ：PCBCCNBJBJX
外国送金
Account Number: 1101 4310 1002 2000 1466
Beijing Antaike Information Co., Ltd
Room 201, 12B Fuxing Road, Haidian District, Beijing, People's Republic of China

連絡先：
劉

麦（日本語）

メールアドレス：01063971955@antaike.com
331270388@qq.com
liumai_reakinzoku@163.com
公式サイト（中国語）：http://www.chinainbige.org/
http://www.chinagasete.org/
公式サイト（英語）：http://www.antaike.com/
ホテル所在地： Zhengtangpo Road, Yu Hua, 410004 長沙市, 中国

