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SMTA華南ハイテクカンファレンス2012

静電気防止技術フォーラム

主催者：

主催者：

2012年8月27~30日 深圳会展センター

後援者：

2012年8月28日 10:30~15:30

SMTA華南ハイテクカンファレンス2012はNEPCON
South Chinaと併設で開催いたします。
■■ ハイテクカンファレンスでは、世界のトップクラス
の専門家が電子取り付け/製造業/テクノロジーロ
ードマップ/商業的な問題/新興技術/実技向上/無
鉛化/などについての論文を発表します。

NEPCONシアター (Hall 1)

カンファレンススケジュール

「静電気作業区域の技術要求」(GJB3007-2009)
の宣伝と貫徹

■

SMTA香港アニュアルゴルフトーナメント
8月25日 08:00~17:00
東莞市清渓鎮銀利外商ゴルフ倶楽部

ハイテク設備技術セミナー
8月28日~29日 10:30~15:30 会場
8月30日 10:30~12:30 会場
SMTエンジニア認定コース
8月28日~30日 09:00~17:00 608A会議室
SMTA香港アニュアル朝食レセプション
8月29日 07:30~10:00
深圳ritzcarltonホテル３階大宴会ホール
ハイテク技術セミナー/ハイテク設備技術セミナーの話題
■■ 環境技術
■■ 先進技術
■■ 振興技術
SMTエンジニア認定コース
２日
このコースは３日間のSMTプロセスのワークショップで、
目と３日目に試験が行われます。本コースは基礎コースでは
ないため、試験では代数の知識が必要です。但し、試験の
際、コンピューターの使用が可能です。試験合格者にはSMTA
によるSMTプロセスエンジニアの資格が授与されます。
お問い合わせ及び申し込みは下記メールアドレスに
お願いいたします。メールアドレス：peggy@smta.org

「電子製品製造とシステム静電気防止測定通用規
範」(SJ-T10694-2006) の宣伝と貫徹について

イオン静電気除去器の技術分析について

2012年END CHINA自動車電子技術フォー
ラム
主催者：

後援者：

「皆で信用を分かち合う」電子部品買い
付け商談会

SMTeハイレベル人材英雄会および学
校企業間商談会

2012年8月29日 13:30~16:30

2012年8月30日 09:30~15:00

技術交流区域 (Hall 2)

NEPCONシアター (Hall 1)

今回の買い付け商談会は売買双方を対象に中国電子
供給メーカーネット、深圳電子商会と無線電技術有限
会社が無料で開催する大量買い付け商談・交流のた
めのプラットフォームです。商談会はNEPCON South
Chinaの会場内で開催いたします。
売買双方が面と向い、交流して商談ができます。バイ
ヤーには供給メーカーの比較と選別をしていただき、
効率的かつ迅速で適合可能な信用できる供給メーカー
を見つけていただけます。供給者には公平な競争環境
で、迅速に成約するチャンスを獲得していただきます。
参加するバイヤーには多くのプレゼントをご用意してお
り、会場内でTablet PCなどの賞品が抽選で当たります。

SMTe 2012アニバーサリー 第十回会員
友誼会

励展博覧グループ、中国国際貿易促進委員会電子情
報業種分会、深圳市拓普達公司の共催で、華南十周
年へのプレゼントとして、
「SMTeハイレベル人材英雄
会」を創設し、業界のエリートをお呼びして交流、討
論していただきます。企業と人材の完璧なマッチング
の場を提供し、交流ルートを拡大します。主な活動は
以下の通り：
■■ 企業が技能型人材エリートへのニーズの発表
■ SMTエリート人材の自己アピールと技術改善案の
展示
■■ 中国電子業種技能教育トレーニング学校と企業
との商談会
同時に会場内では、SMT技術が中国に参入してから
の26年の歴史の回顧、これからの傾向についての展
望、NEPCONが中国に入ってから22年の歴史、拓普達
の10年以来の回顧等も展示します。

2012年8月29日 09:00~16:00
2012年8月29日 09:30~16:30
NEPCONシアター (Hall 1)
EDN CHINAは今年Nepcon展示会とふたたび協力を
し、共同で「2012年自動車電子フォーラム」を開催し
ます。半導体及び部品供給のリーディング企業を招い
て、自動車電子の発展について討論します。
講演者は、飛兆半導体、富士通電子、Freescale、
LeCroy、CSR、徳洲儀器等業界の先進ICと部品メーカ
ー及び業界の専門家です。自動車電子の最新技術、製
品とソリューションについて解説していただきます。

深圳会展センター 牡丹ホール
深圳拓普達情報有限公司が励展博覧グループおよび
中国国際貿易促進委員会電子情報業種分会と一緒
に、盛大なSMTeアニバーサリーおよび第十回会員友
誼会を開催します。同時に「中国電子業種技能教育ト
レーニング」を初開催します。
この活動を通じて、会員が詳細情報を分かち合い、
業界全体の成長を目指します。更に初めて大学と交流
し、SMT専門職業技能教育トレーニング、SMT職業技
術人材の育成、輩出についての交流の場となります。

NEPCONファンクラブへのお礼
SINAのミクロブログ、QQグループの協力により、累計
点数に応じてプレゼントを交換できます！

エンジニアサロン•「SMTの家」会員交
流会
2012年8月30日 09:30~12:00

ご来場を
お待ちして
おります！
華南地区全面展示電子
製造全体産業チェーン
に関する盛会
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ハイテク技術セミナー Ⅰ Ⅱ
8月28日 10:30~15:25 314、316会議室
ハイテク技術セミナー Ⅲ
8月29日 10:00~15:25 316会議室

国内と国外標準化管理での差異について

会場内イベント
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技術ワークショップ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
8月27日 09:00~17:00 314、316会議室

主なスケジュール

会場内イベント

技術交流区域（Hall 2）
主題：SMTHOME2012新規版をいかに活かすか
励展博覧グループと中国国際促進委員会電子情報業
種分会が心よりで要請を出します。再びSMTの家の
フォーラムの版主および会員とNEPCON展示会現場
で交流にきてください。SMTの家の会員であれば、誰
でも前もって申し込みが可能であります。具体の申し
込み関連事項はSMTの家フォーラムトップ申し込み情
報を読んでください。SMTの家はSMT業種の最大なオ
ンラインフォーラムであり、目前450,000以上の会員
を持っています。
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第十八届华南国际电子生产设备暨微电子工业展

NEPCONファンクラブの会員が会場内でSINAミクロ
ブログ、QQグループと交流し、さらに多くのNEPCON
ファンの獲得を目指します。参加者全員に素敵なプレ
ゼントをご用意しております。

*すべてのイベントの最終のスケジュールはその場で
発表された内容に準じます。

主催者

E

www.nepconsouthchina.com

8月28日 10:00~17:00 8月29日 09:30~17:00
8月30日 09:30~16:30

グローバル電子分野の有名ブランドが集中

華南地域で規模最大、歴史が
一番長い、全面的に電子製造
専業チェーンの最新製品と技術
を展示する貿易と買い付けのプ
ラットフォームであり、3日間の
展示会で電子生産製造者とア
ウトソーシング者に供給メーカ
ーを見つけ、市場情報を収集、
勉強する最適なプラットフォー
ムを提供します。

グローバル電子分野の有名ブランドが集中
38000平方メートルの展示会現場で、22の国家と地
区からの500社以上のトップクラスの企業が集中に登
場します。1000種類以上の電子製造生産設備、テス
ト、測定製品および関連部品が現場で展示します。
電子製造チェーン全体の素晴らしく演出

電子製造チェーン全体の素晴らしく演出

表の貼ること以外、NEPCON South Chinaでは、テス
トと測定、溶接、電子製造自動化、静電気防止、道具
およびロボット、機器視覚等の分野をカバーし、全面
なソリューション策を提供します。
業種のホットポイントを注目し、市場の傾向を掌握
家電、ノートコンピューター、情報電子等伝統な
ホット業種と自動車電子、医療電子、LEDなど新し
い分野の関係設備製品および関連技術。
■■ 数多くのSMT分野の有名メーカーがLED分野の関
係設備および関係技術を展示。
■■ 静電気防止専門区域がデビューし、静電気技術
フォーラムが同期開催。
■■ 電子製造自動化展の出展会社が工業自動化技術
と製品の電子製造業でのアプリ案を展示。
■■

業種のホットポイントを注目し、市場の傾向を掌握

新製品および技術が華南地域で率先発布
美亜、Assembleon、オモロン、KIC、ソニー、Nordson、
ZESTRONなどが現場で新製品と新技術を展示し
ます。
同業種で交流の最適なプラットフォーム

新製品および技術が華南地域で率先発布

同業種で交流の最適なプラットフォーム

色々な形式な業種トレーニング、認定コースおよび現
場イベントが同期開催します。28,000名以上の業種専
門者が一堂に集まり、業種での最適な実践を分かち合
います。

同期開催
2012年華南国際電子組立および包装技術展覧会
当展覧会では国内外の各種類の電子組立および包
装設備を展示し、中には組立道具、ロボット、伝達設
備、静電気防止製品等を含め、電子製品の製造企業
に技術ソリューション策を提供し、新しい供給メー
カーを見つけて、競争優勢を高めることにも有効で
あります。
華南国際金属加工技術展覧会
当展覧会が多くの国内外のトップクラスの金属加工
設備と関係製品供給メーカーなどが同時出展しま
す。華南の独特の工業構造に基づいて、今度の展示
会では自動車とモーター車全体および部品製造、自
動車とモーターの冶具、医療設備と電子生産製造分
野を重点とし、同期に「国際自動車エンジニア学会
アジア大会」を開催し、金属加工業種の企業に、一
流の垂直アプリ業種の交流とビジネスプラットフォ
ームを作ります。

問い合わせ先
推薦見学
10名の同僚と同時来場の方には、価値600元のセミ
ナーの無料聴講券一枚と精美プレゼントを差し上げ
ます。
連絡先

高玥（女性）

電話

400 650 5611或010-5763 1818
Linda.gao@reedexpo.com.cn
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NEPCON South China
華南地域で規模最大、
もっとも
全面的なSMTおよび電子製造の
盛会
新しい供給メーカーを見つけ、
市場情報を収集、最新な技術
を勉強するプラットフォーム

会場へのアクセス
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団体のお客様の窓口
香港からのお客様なら深南大道、浜海大道、深圳
西部の港および未来西部通道を経由して入れる
■■ 空港および汽車で来るなら、地下鉄一号線で会展
センター駅までは30分しかかからない
■■ 福華三路の観衆入口を経由して直接入る
■■

一社につき20人以上の団体でご来場の場合、送迎バ
スを手配いたします。深圳および深圳周辺地域限定
連絡先

高玥（女性）

電話

400 650 5611或010-5763 1818
Linda.gao@reedexpo.com.cn

観衆の事前登録
展示会開始まで観衆に特別な付加価値サービスを提
供いたします。
事前登録すれば：
■■ 展示会の2週前、胸に付ける名札をもらい、現場
で列に並んで登録しなくて、直接入る。
■■ 事前登録したら、現場で精美なプレゼントを一つ
もらう。
■■ 現場で無料でCD版会報一部もらい、多くの出展
企業と製品が見られる。
■■ 定期に電子速報をもらい、業種でのリアルタイム
な情報を入手！
■■ 電子速報の抽選に参与でき、価値600元のSMTA
セミナーの聴講券を勝ち取る！
すぐ登録できる方法
www.nepconsouthchina.comで、オンラインで快速登録
■■ 添付ファイルとしての観衆予約登録リストを書き
込み、010-8518 8016にＦＡＸしてください
■■ 直接400 650 5611或いは010-5763 1818まで電
話して登録する
■

同時に、NEPCON展示会のポータルサイトのミクロブログ或いは
QQグループを経由して最新情報をいつでも入手できます！
SINA http://weibo.com/nepconchina
Tencent http://t.qq.com/nepconchina
■ NEPCON QQグループ 172586652
■
■

現場イベントについて
連絡先

童敏褀（女性）

電話

021-2231 7075
karena.tong@reedexpo.com.cn

その他の問い合わせ先
連絡先

頼建紅（女性）

電話

021-2231 7074
nico.lai@reedexpo.com.cn

またはwww.nepconsouthchina.comで最新情報を入手
してください。
もっと多くの素晴らしい同期イベントおよび新設備の
実演があります。皆様のご来場を心よりお待ちしてお
ります。

