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アジア最大‘アジア金融フォーラム 2011’視察ツアー
激動する世界の成長市場アジアのハブ「香港」で開催！

香港 3・4 日間

2011 年 1 月 16 日(日)出発

ご旅行代金 【成田発着】 ￥１２４，０００～￥１５５，０００
【関西発着】 ￥１２３，０００～￥１５４，０００
エコノミークラス席利用 1 名様一室 /お一人様あたり（燃油サーチャージ除く）

≪アジア金融フォーラム 2011≫開催概要







日程 ： 2011 年 1 月 17 日（月）～18 日（火）
会場 ： 香港コンベンション＆エキシビジョンセンター
主催 ： 香港特別行政区政府、香港貿易発展局
参加対象者 ： 金融関係者、市場関係者、企業役員、企業財務担当者、当局・政府関係者
入場料 ： 一般 US＄800（HK$6,200）（ツアー代金に含まれております）
主なスピーカー（予定）
 アンソニー・ボルトン：フィデリティ・インターナショナル、投資部門代表
 柳傳志：レジェンド・ホールディングス会長兼社長、レノボ社取締役
 ロバート･マンデル：コロンビア大学教授（ノーベル経済学賞受賞者）
 パトリック･ラウフラウブ：スイス金融監督局 CEO
 玉木林太郎：日本国財務省財務官
 王建宙：中国移動通信社（チャイナモバイル）執行取締役兼会長
 肖鋼：中国銀行会長 他、多数参加予定
※写真はイメージ

アジア金融フォーラムとは
国際金融会議である「アジア金融フォーラム（以下 AFF）」は、香港特別行政区の創設 10 周年を記念して 2007 年に第 1 回目が
開催され、世界の経済界、金融界、政界の最も影響力を持つリーダーたちが常に多数参加してきました。前回の第 3 回フォーラ
ムでは、各国からの参加者数は過去最多の 1500 名以上となりました。また、31 の国や地域から来た 370 名以上のジャーナリ
ストによって広く報道されました。第 4 回目となる 2011 年１月開催の AFF2011 では、最新のマーケット・インテリジェンスや洞察
だけでなく、銀行家、機関投資家、ファンド・マネージャー、ビジネスリーダー、大手企業管理職や政策決定者をはじめとする幅
広い分野の専門家との出会いや、ネットワーク構築の為の機会を提供します。メインプログラムでは、次の世界通貨といわれる
人民元（RMB）や成長機会をもたらすグリーンコンセプトなど、現在最も注目されるテーマも取り上げます。
ご注意
アジア金融フォーラムへご参加希望の方は、事前の申込登録が必要です。ツアー申込書と別途、ＡＦＦ申込用紙にご記入をお願いします。

 『 アジア金融フォーラム 2011 』視察ツアー
日付
4 日間 3 日間
〈１〉
〈１〉
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1/16
(日)
(日)
〈2〉
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(火)
〈４〉
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スケジュール
成田・関西（16:40～19：30 予定）発✈✈香港へ
香港（20:05～23:40 予定）着
到着後、ご宿泊ホテルへご案内致します。

〈2〉
1/17
(月)

終日：『アジア金融フォーラム 2011』参加

×

終日：『アジア金融フォーラム 2011』参加

ツアーポイント




アジア金融フォーラム（AFF）入場料込(US$800/HK$6,200)

ご希望により香港 IR カンファレス 1/18(午後)開催の外国人機
関投資家(日本株担当者)との個別ミーティングアレンジ（別途申込）
■□□

ご要望に応じてフライト・ホテルのアレンジ可能（別途料金）
 延泊アレンジ可能（別途料金／最大 10 日）
H.I..S.香港支社が安心の 24 時間日本語サポート

■□□
ホテルより空港までご案内いたします。
香港（11：15～13：30 予定）発✈✈帰国の途へ・・
成田・関西（15:40～18：30 予定）着
空港到着、通関後、解散
■□□
●上記スケジュールは 2010 年 11 月現在のものです。
●現地事情や航空会社等の諸事情により予告なく変更になる場合がございます。
〈3〉
1/18
(火)

1 名 1 部屋ご旅行代金（２泊３日間）
1 名 1 部屋ご旅行代金（３泊４日間）
延泊代金（１泊）

サウスパシフィック
成田発着
関西発着
￥１２４，０００￥１２３，０００￥１３４，０００￥１３３，０００￥１０，０００-

エクセルシオール
成田発着
関西発着
￥１５０，０００￥１４９，０００￥１６４，０００￥１６３，０００￥１４，０００-

リーガル香港
成田発着
関西発着
￥１５５，０００￥１５４，０００￥１７５，０００￥１７４，０００￥２０，０００-

※アジア金融フォーラム期間中、周辺のホテルは、大変、混雑しております。お早めにお申し込みください。
※香港 IPO 倶楽部 会員の方は会員特別割引がございますので、下記、お問い合わせ下さい。
※２人部屋ご希望の方はお気軽にお問い合わせ下さい。
■□ ご旅行条件 □■ ●日程：2011 年１月 16 日（日）～2011 年 1 月 18 日（火）【2 泊３日間】 ／2011 年１月 16 日（日）～2011 年 1 月 19 日（水）【3 泊 4 日間】
●利用航空会社：香港エアー（成田発着）、香港エクスプレス（関西発着）／エコノミークラス席利用
●利用ホテル：サウスパシフィック／エクセルシオール／リーガル香港（１名様１室・部屋指定なし）●食事：朝 2（3 日間）／朝 3（4 日間） 昼 0 夕 0
●最少催行人員：1 名●添乗員：なし（現地係員） ●子供割引：なし ●延泊：可（最大１０日）
●締切期日：2010 年 11 月 30 日（火） ※12 月以降のお申し込みにつきましてはお問い合わせください。
※料金は２・３名１室利用時の１名分の代金となります。
※日本国内空港施設使用料(成田\2,540-、関西\2,650-)、現地出入国税 (\2,030-)、燃油サーチャージ（￥5,000-）を H.I.S.にて別途代行受領させて頂きます。 ※
出入国税、燃油特別サーチャージは 2010 年 11 月 17 日現在の IATA 公示レート（BSR）を参考に算出しております。また、発券時に予告なく増減・新設される場合
もあります。実際の請求額はご旅行をお申込み頂いた時点での換算となります（毎週更新）。
※行き・帰りの送迎を利用しないお客様のご予約は承りません。予めご了承ください。※ベッドに関して：２人用のお部屋には原則的にツインベッドを用意しますが、現地の慣習上ツインベ
ッドの数が少ない場合、カップルでご参加の場合はダブルベッドをご利用いただく場合がございます。カップル以外のお客さまには２台目ベッドをエキストラベッド又はソファベッド（簡易ベッ
ド）をご利用頂くことがあります。尚、簡易ベッドの搬入が夜遅くなる場合もあります。ツインベッドルーム（ベッド２台）又はダブルベッド（ベッド１台）の指定はお受けいたしかねます。
※航空機の座席はエコノミークラスを使用します。※利用航空会社及便名は出発前にお渡しする最終日程表で御知らせいたします。また日程表内の時間は目安であり、実際は表示通り
の時間とならない場合がございます。（その際の返金はございません）

１ 募集型企画旅行契約

旅行条件書 (要旨)

この旅行は、株式会社エイチ・アイ・エスが企画・実施する旅行であり、お客
様は、当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内
容・条件は、別途お渡しする旅行条件書（全文）、ご出発前にお渡しする最終
旅行日程表（確定書面）によります。

２ 旅行のお申込みと契約の成立
当社所定の旅行申込書にご記入のうえ、下記申込金を添えてお申込みいた
だきます。電話でお申込みの場合、当社が予約の承諾を通知した日から起
算して３日以内に申込金をお支払いいただきます。旅行契約は当社が契約
の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立いたします。

旅行代金の額
３０万円以上
１５万円以上３０万円未満
１５万円未満

申込金（お１人様）
６０，０００円 以上旅行代金まで
３０，０００円 以上旅行代金まで
２０，０００円 以上旅行代金まで

お申込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読み下さい。
旅行契約の取消日
旅行開始日の前日から起算して
４０日前～３１日以前
３０日前以降～３日前以前
２日前～旅行開始日

特定日に
開始する旅行

特定日以外に
開始する旅行

旅行代金の１０％

無料

旅行代金の２０％
旅行代金の５０％

旅行開始後または無連絡不参加
旅行代金の１００％
特定日：4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7

４ お客様の確認事項
（１）現在お持ちのパスポートが今回の旅行に有効かどうか、渡航先のビザの要
否などをご確認のうえ、ご自身の責任においてご旅行に必要なパスポー
ト、ビザをご用意ください。
（２）渡航先の「海外危険情報」「海外感染症情報」をご確認ください。
海外安全ホームページ http：//www.pubanzen.mofa.go.jp/
感染症情報ホームページ http：//www.forth.go.jp/

３ 取消料

５ その他

お客様は次の取消料をお支払いいただくことで、いつでも旅行契約を解除出
来ます。

（１）コースに明示されていない場合はエコノミークラスを利用します。
（２）より安心してご旅行いただくために、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて、
海外旅行傷害保険のご加入をお勧めします。

【視察企画のお問い合わせ】
株式会社フィナンテック (米国 NIRI 会員)
香港 IPO 倶楽部 事務局 担当：小田・山崎・手塚
TEL：03-3560-5444（平日：09:00～18:00）FAX：03-3560-5445
E-Mail：hkipo@finantec-net.com
http://www.hongkongipo.jp/

【旅行企画／実施】
株式会社エイチ・アイ・エス
海外団体旅行営業グループ〔新宿営業所〕 担当：有坂
〒163-6011 東京都新宿区西新宿 6 丁目 8 番地 1 号
住友不動産新宿オークタワー 11Ｆ
TEL：03-5908-3220（平日：09:30～18:00 土日祝：休み）
※H.I.S.の他の店舗でのお申し込みは出来ませんので、ご了承下さい。
観光庁長官登録旅行業第７２４号 総合旅行業務取扱管理者：木村方則

