
                                                   

 
 
 
 

 
首記メッセにご出展いただき有難うございます。 
今回のご出展がグローバル･マーケットにおける貴社ビジネス発展の一助になればと願っております。 
私どもメッセ・デュッセルドルフ・ジャパン(MDJ)では出展者の皆様に対し、より良いサービス提供の向上に努めていきたいと

考えております。つきましては以下のアンケートにご協力いただければ幸いです。お手数おかけ致しますがご協力宜しくお願い

致します。 

【今回の出展に関して】 
①今回出展での全般的ご感想 

[              ]  

※ 上記ご回答いただいた内容をMDJのウエブサイトや発行媒体（ファイナルレポート、デュッセルNEWSなど）に掲載を希

望しない場合には、「掲載不可」と併せてお書きください。 
 

②今回の出展の目的（複数回答可） 

 □ 新規顧客開拓  □ 新規販社開拓  □ 製品市場調査  □ 既存顧客との商談  □ 既存販社との商談 

 □ 企業プレゼンスの向上  □ その他（                                 ） 

 

③今回の出展目的の達成のため、事前に取り組んだことをお書きください（例：事前のアポ取り、DMなどでの出展告知など） 

[              ]  

 

④今回の出展でのビジネス上の成果（下記より一つお選びください） 

 □ 非常にあった  □ 少しあった  □ 今後の商談次第  □ 特になかった 

 

⑤ ④で「非常にあった」または「少しあった」と回答された方へ。差し支えなければ今回の出展でのビジネス上の成果をお書

きください。 

[              ]  

 

⑥ ④で「特になかった」と回答された方へ。今回の出展でのビジネス上の成果がなかった要因は何だと思われますか。 

[              ] 
 

 

【メッセ･デュッセルドルフ・ジャパン（MDJ）サービスALLIANCE に関して】 
サービスALLIANCE は出展者の皆様の出展準備に関わる負担の軽減に努め、より効果的な出展をしていただくことを目的に、

MDJがその品質とこれまでの実績を認定した業者を一元的にご紹介するサービスです。 

①  MDJのサービスALLIANCEをご存知でしたか？   □ はい   □ いいえ 

②  以下のALLIANCEメンバーで今回ご利用された業者がありましたら該当する業者にチェックを入れてください。 
旅行代理店 スタンド装飾業者 

 （株）アイ･エム･アイ ジェイエッチシー（株）   （株）トラベルパートナーズ  （株）シンクロ （株）ノイ  （有）ウエルカム 

運送業者 VAT 還付業者 

 西濃シェンカー（株） ブルーライン（株）    メリディアン（株）  ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｳﾞｧｯﾄ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ社 

印刷物作成 

 プリンテックス（株） 

 
A「スタンド装飾業者」「運送業者」へ○をつけられた方は下の③へお進み下さい。 
上記A以外の方へ以下お尋ねします。 
④ 次回MEDICAでのALLIANCEメンバーご利用希望の有無 
旅行代理店     □ 有   □ 無   □ 未定       スタンド装飾業者  □ 有   □ 無   □ 未定 
運送業者      □ 有   □ 無   □ 未定        VAT還付業者    □ 有   □ 無   □ 未定 
③ 以下ご利用された「スタンド装飾業者」「運送業者」についてお尋ねします。 
A. スタンド装飾業者 
■ □ ㈱シンクロ ／ □ ㈱ノイ ／  □（有）ウエルカム（ご利用業者を○で囲んでください） 
■ 上記業者選定の理由を下記よりお選び下さい（複数可） 

（□ 丁寧  □ 迅速  □ 価格  □ デザイン  □ その他 [具体的に                ] ）  
■ 以下の4項目、該当箇所を○で囲んでください。 
【対応】                          【品質】 
□満足  □やや満足  □普通  □やや不満  □不満  □満足 □やや満足 □普通  □やや不満  □不満 
【価格】                    【    次回ご利用希望の有無】 
□満足  □やや満足  □普通  □やや不満  □不満  □有   □無   □未定 

■ 今回ご利用されての業者へのご意見･ご要望などありましたら[ ]内へお書き下さい。 

[           ]  
 

B. 運送業者 
■  □ 西濃シェンカー㈱ ／ □ ブルーライン㈱ （ご利用業者を○で囲んでください） 
■ 上記業者選定の理由を下記よりお選び下さい（複数可） 

（□ 丁寧  □ 迅速  □ 価格  □ デザイン  □ その他 [具体的に                ] ） 
■ 以下の4項目、該当箇所を○で囲んでください。 
【対応】                          【品質】 
□満足  □やや満足  □普通  □やや不満  □不満  □満足 □やや満足 □普通  □やや不満  □不満 
【価格】                    【    次回ご利用希望の有無】 
□満足  □やや満足  □普通  □やや不満  □不満  □有   □無   □未定 

 
■ 今回ご利用されての業者へのご意見･ご要望などありましたら[ ] 内へお書き下さい。 

[            ] 
裏面のアンケートにもご協力お願いします。 

MEDICA 2016 出展者アンケート 
出展社名（                 ） 



 

【主催者Messe Düsseldorf GmbH 及びMDJ への要望】 
① 主催者へのご要望（MDJから主催者へ申し伝えます） 

 [           ] 

       

② 会期中会場でMDJが配布した「DIRECTORY OF JAPANESE EXHIBITORS」は貴ブースの集客に効果がありましたか？ 
    □ はい   □ いいえ   □ どちらともいえない 

 
③ MDJが配布した「日本国旗」は貴ブースの集客に効果がありましたか？ 
 □ はい   □ いいえ   □ どちらともいえない 
 
④ MDJが提案した「JAPANロゴ」を今回ご利用いただいた方へお尋ねします。 
 「JAPANロゴ」は貴ブースの集客に効果がありましたか？ 
 □ はい   □ いいえ   □ どちらともいえない 
 
⑤ 今後MDJに対し希望するサービス （希望項目を○で囲んでください） 

□ セミナー開催（関心のあるテーマ ⇒            ） 
□ 翻訳･通訳   ・より効果的出展のためのアドバイス 
□ デュッセルドルフが州都のNRW 州への拠点設置や同州の企業、研究機関などへのコンタクト希望（＊その場合、

NRW ジャパンをご紹介します。）・その他 

   （                              ） 
 
⑥ 次回の出展希望の有無 

      □ 有   □ 無   □ 未定 
 

【World of MEDICA へのご関心】 
Messe Düsseldorf GmbHではMEDICA以外にも下記のメディカル･フェアを世界の成長市場で開催･共催しています。 

 
【主催】 
□ Medical Fair Thailand 2017 （2017年9月6日～8日） バンコク 
□ Medical Fair Asia 2018 （2018年9月） シンガポール 
□ Medical Fair India 2017 （2017年4月6日～8日） ニューデリー 
□ Medical Fair India 2018 （2018年3月16日～18日） ムンバイ 
□ Medical World Americas 2017 （2017年 秋） ヒューストン 
□ MEDICAL FAIR – St. Petersburg 2017 （2017年10月） サンクトぺテルスブルグ 

【共催】 
□ Hospitalar 2017 （2017年5月16日～19日） サンパウロ 
□ ZDRAVOOKHRANENIYE 2016 （2016年12月5日～9日） モスクワ 
 
上記、出展に関心のあるフェアにチェックを入れてください。出展に関します資料を送ります。 
またMEDICA会期中、以下のブースが上記フェアのインフォメーション･ブースとなっております。関心のある場合に

は直接お出かけください。    ホール 7.0 ブースNo. 07A01 担当 Paolo Bonvecchio / Mr. 
 

 
ご協力有難うございました 
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