日本ポーランド国交回復６０周年記念

ポーランド・ウッチ市投資セミナー・交流イベント
POLAND- Gateway to European Business
Application Form/申込書
2017 年 9 月 14 日－15 日開催のウッチ市投資セミナー・交流イベントに参加を申し込みます。(2017 年 8 月 14
日（月）までに、下記連絡先宛にメールで当申込書をご送付ください。)
th

th

Herewith I apply for POLAND – Gateway to European Business taking place on 14 – 15 of September
th
2017 in Łódź/Poland. (Please return this application form to the following person by E-mail by 14 of
August (monday) 2017.)

（申込先）To :

Eri Iwamoto（岩本恵理、日本語可）, Fortak & Karasiński Legal Advisors

Tel: +48 510 860 103 (Direct)

E-mail: e.iwamoto-bukowian@fandk.com.pl

この部分は英語で記入をお願いいたします。Please fill in this part in English!
Title

Mr./ Ms.

Nameお名前（漢字とローマ字で）

(First Name)

Contact

(Mobile)

連絡先

Company name

(Surname)

(Email)

会社名

Participant’s position
Company Address

役職名
会社住所

Industry represented by your
company 産業種類

Ex.)Finance, Manufacturing, Electronics etc…

Q. What is your main purpose in participating in this business event? (Please check on your choice)
___ Advance research for the possibility in setting up a manufacturing base
___ Advance research for the possibility in setting up a service base
___ Finding cooperation partners, subcontractors or representatives in Lodz/Poland
___ Gathering information on the general investment information of the country
___ Others (

Urząd Miasta Łodzi
Departament Prezydenta
Biuro Obsługi Inwestora
i Współpracy z Zagranicą

ul. Piotrkowska 104a
90 – 926 Łódź

tel.: +48 42 638 59 39
fax.: +48 42 638 59 40

www.uml.lodz.pl
e-mail: boi@uml.lodz.pl

以下、日本語でご回答ください。

参加者

（氏名）

（企業名）

□ 日本から参加

□ ポーランド国内から参加

（選択ください）

□ ポーランド以外の欧州都市から参加（都市名：

）

□ その他（国、都市名：

）

ホテル

□ 14 日夜のウッチ宿泊（市役所が確保する）を利用します

（選択ください）

□ 14 日ウッチ宿泊は必要ありません（自身の負担で予約・宿泊負担します）
往路：

ウッチ往復
バス

□ 14 日 9 時ワルシャワ中心部発の専用バスを利用します
□ 14 日 10 時ワルシャワ・ショパン空港発の専用バスを利用します
□ 専用バスは利用しません、自身の交通費負担でウッチ会場（EC1）に到着します

（往復路ともに選
択ください）

復路：
□ 14 日 15 時 30 分ウッチ発ワルシャワ行き専用バスを利用します
□ 専用バスは利用しません、ウッチで解散します

交流イベントでマッチングを希望する企業のプロフィール

投資をお考えの場合、投資の種類：
□ Greenfield

□ Brownfield

□M&A（買収先を探す場合は希望をお書きください

）

当イベントで期待すること

（注意事項）
※提出頂く個人情報は、セミナー・イベント開催のために使用され、後援組織やセミナー・工場視察協力企業の要望に応じて
提出される事があります。参加者はそれに同意したものとみなされることをご了承ください。
※天災、テロなど、主催者側の責任に帰することができない事由により、本イベントが中止・変更された場合、参加者各自で
手配された航空券、ホテル代などのキャンセル料に対して、主催者側は負担をいたしません。また、参加者の都合により本イ
ベントに不参加となった場合も同様となりますので、ご了承ください。

上記の内容で参加を申し込みます
2017 年

月

Urząd Miasta Łodzi
Departament Prezydenta
Biuro Obsługi Inwestora
i Współpracy z Zagranicą

日

氏名_______________________________________________________________________

ul. Piotrkowska 104a
90 – 926 Łódź

tel.: +48 42 638 59 39
fax.: +48 42 638 59 40

www.uml.lodz.pl
e-mail: boi@uml.lodz.pl

