
 

2017 年 4 月 10 日 

一般社団法人日本能率協会 

 
  

JMA GENBA Management Conference & Award 2017 
in Thailand  

協賛企業募集のお知らせ 

 

協賛メリット   在タイ製造業の生産部門担当者にダイレクトに販促できる機会です！

メリット１：  

メリット２：  

メリット３：  

   ※バックパネル、テーブル、社名板,電源付 

メリット 4：  

 

 

協賛料金   \100,000-/1 社   （税抜）    

 

協賛対象企業  在タイ製造企業に生産機器・システムまたは各種サービスを販促したい企業様
 

この度、2017 年 6 月 2 日（金）に、一般社団法人日本能率協会（JMA）が主催となりタイ・バンコクの BITEC において、

「JMA GENBA Management Conference & Award 2017 in Thailand」を開催します。本催しは、日本製造業の重要生産

拠点である在タイ日系製造企業の第一線監督者による優秀事例の発表と経験・相互交流を通して、これからの在タイ

第一線監督者の役割を認識し、製造現場の管理・監督者としての力量の向上を図るとともに、在日本の第一線監督

者との交流による両国のより一層の現場レベル向上や維持・伝承にともすることを目的に開催します。 

 

≪GENBA Management Conference & Award 2017 in Thailand 開催概要≫                                                             

会 期 2017 年 6 月 2 日（金）  １０：００～17:00 予定  

会 場 ＢＩＴＥＣ （バンコク国際貿易展示場） 

主 催 一般社団法人日本能率協会 

協 力 JMAC Thailand (日本能率協会 タイ関連法人) 

定 員 4００名 

聴講料金 3,200 バーツ/1 名様   

参加対象 （１）ものづくりに関わる第一線監督者、改善スタッフ、現場リーダーの方々 

 （２）ものづくり改善・革新活動を推進するスタッフ、事務局の方々 

※プログラム等詳細は公式ホームページ（ http://jpaward.com/jp/）をご覧ください。         

 

今回、本催しの開催にあたり、広く在タイ製造業に向けて製品・サービス拡販をご検討中の企業様のサービスを広く告知
し、さらに聴講者の方々との交流をいただきたく機会として、「企業協賛」を募集することとなりました 

本資料をご覧の上、企業協賛にご興味ございましたら、お手数ですが 2017年 5月１2日（金）までに下記事務局まで別
添協賛申込書をご返送ください。 皆様のお申込み心よりお待ちいたします。 

敬具 

≪本件に関するお問合せ先≫ 

一般社団法人日本能率協会 KAIKA センター アジア共・進化推進室 担当：上沖・秋川 

〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋 1-2-2- 住友商事竹橋ビル 14F     

TEL;03-3434-6270  FAX : 03-3434-6093   Email ; asia@jma.or.jp 

タイ製造業向けに貴社製品・サービスを拡販・ＰＲをしませんか？ 

 

 

http://jpaward.com/jp/
mailto:asia@jma.or.jp


 

 

 

一般社団法人日本能率協会 アジア共・進化推進室行 

FAX to 03-3434-6093      
お手数ですが 2017 年 5 月 12 日（金）までに上記 FAX 番号までご送付ください。 

 

2017 年  月   日 

 
JMA GENBA Management Conference & Award 2017 

in Thailand  
 企業協賛お申込書 

 
JMA GENBA Management Conference & Award 2017in Thailand 企業協賛（￥１００,０００（消費税抜））を以下の通り申込みます。 
 
≪お申込規定≫ 
※協賛料金は２０１7 年 5 月 31 日（水）までに指定の口座へ銀行振込ください。別途ご請求書を送付させていただきます。 
※本お申込書をご送付いただいたのち、チラシ納品先（タイ）・ロゴデータ送付先等詳細のご案内をさせていただきます。 
※参加者のご都合の悪い場合は代理の方がご参加ください。代理の方が参加いただけない場合もご返金はいたしません。 
※主催団体・共催団体と同業他社からのお申込はお断りする場合がございます。 

 

お申込者情報  

会社名：                                                       

部署・役職名：                                                           

氏名：                                                           

住所： 〒                                                        

メールアドレス：                                TEL：                        

 

シンポジウム無料ご招待 □←上記お申込責任者様とご参加者様が同じ場合は左記に☑をお願いします。 

部署・役職名：                                                           

氏名：                                                           

住所： 〒                                                        

メールアドレス：                                                            

 

★シンポジウム優先申込希望者数 （特別価格 2,000 バーツ/1 名様／通常 3,200 バーツ）をご希望の

場合は以下にご希望人数をご記入ください。  

           名 
 

 

 

 

 

≪個人情報のお取扱いについて≫一般社団法人日本能率協会、JMAC Thailandでは、個人情報の保護に努めております。詳細は領海の個人情報保護方針（http://www.jma.or.jp/privacy/）

をご覧ください。なお、ご記入いただきましたお客様の個人情報は、本催し物に関する確認・連絡および JMA 主催の関連催し物のご案内をお送りさせていただく際に使用させていた

だきます。≪免責事項≫天災地変や伝染病の流行、研修会場・輸送等の機関のサービスの停止、官公庁の指示等の小会が管理できない事由により研修内容の一部変更および中止のため

に生じたお客様の損害については、小会ではその責任を負いかねますのでご了承ください。 

社印 

印 



発表企業募集
GENBA Management Conference & Award 2017 in Thailand

日本製造業の重要生産拠点である在タイ日系製造企業の第一線監督者による優秀事例発表と
経験・相互交流を通して、これからの在タイ第一線監督者の役割を認識し、製造場の管理・監督者
としての力量の向上を図るとともに、在日本の第一線監督者との交流よる両国のより一層の
現場レベル向上や維持・伝承にともすることを目的とします。

GMCA 2017

発表までのガイドライン

主　催 一般社団法人日本能率協会

会　場 BITEC（タイ・バンコク）
会　期

優れた第一線監督者・現場リーダーの現場マネジメントの交流
ものづくり改善技術の維持・伝承・向上のための施策の交流
タイ・日本両国の優れた活動事例の交流

ものづくりに関わる第一線監督者、改善スタッフ、現場リーダーの方々
ものづくり改善・革新活動を推進するスタッフ、事務局の方々

ね ら い

参 加 者

応募については公式サイトよりご登録ください。

GMCA 2017
開催当日 選考された６社がBITECに集結し、発表を行います。

参加者からの投票結果を持って優秀事例発表企業１社が決定します。

応　募

選考会

http://jpaward.com/jp/日本語サイト タイ語サイト http://jpaward.com/　

2017年 6月 2日（金）

応募企業は発表内容を持ち寄り、プレゼンテーションを行っていただき
ます。その中からGMCA大会発表企業６社が選考されます。2017年3月29日

2017年6月 2日

事務局

応募締切2017年2月28日

http://jpaward.com/jp/日本語サイト タイ語サイト http://jpaward.com/　

〒100-0003
東京都千代田区一ツ橋一丁目2番2号
　　　　　　住友商事竹橋ビル14階

TEL：+81-3-3434-1410

FAX：+81-3-3434-3593

E-Mail：seisan@jma.or.jp

一般社団法人日本能率協会
（経営人材センター）
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