
 

 

日本香港協会・香港貿易発展局 共催 

香港フォーラム参加ミッション 2017 

―参加募集のご案内― 

１．ミッション概要： 

香港フォーラムとは、世界 30 カ国/地域に跨る 41 の香港ビジネス協会から構成される香港ビジネス協会世界連盟

（Federation of Hong Kong Business Associations Worldwide）の全メンバーが一堂に会する年 1 回の世界会議です。

香港そして香港を通じての中国本土ひいてはアジア諸国への熱い想いを胸に秘めた方々の結集です。是非皆様方の

ご参加をお待ち申し上げております。https://www.hkfederation.org.hk/hkforum/ 

２．旅行期間： 2017 年 12 月 4 日（月）～12 月 7 日（木）の３泊４日 

３．旅行代金（航空券とホテルの手配旅行代金）：105,000円 （１室１名様利用の場合の 1人様料金）75,000円（１室２名様

利用の場合の 1 人様料金） ＊ホテルのベッドタイプは選択できません（キングベッド、ツインベッド等） 

＊ 旅行代金に含まれるもの       

往復航空券代（キャセイパシフィック航空／エコノミークラス） 

ホテル代金３泊分（ノボテルセンチュリー香港 Novotel Century Hong Kong） 

※フライトをビジネスクラス、スケジュール変更、延泊等をご希望の方は別途お問合せ下さい。 

  ≪ご旅行代金に含まれないもの≫ 

空港税諸税、燃油サーチャージ、航空保険 約￥8,500（燃油サーチャージは変動が生じます） 

＊ 保険、食事､現地交通費などは実費負担とさせていただきます。 

＊ 参加者には、日本香港協会にて各プログラム入場登録／入場証手配をいたします。 

＊ お申し込み後、詳しい日程・費用をご案内申し上げます。費用は概算で変わることがあります。 

＊ また香港フォーラム参加登録料として、別途 HK$1,300（20,000 円）がかかります。但し、早期割引として 10 月 20

日（金）までに登録手続きを完了された場合は、HK$1,000（16,000 円)と割引価格になります。香港フォーラム初参加となる

方に関しては、早期割引の登録料が HK$900（14,000円）となります。また、2回目以降の参加者で初回参加者をご紹介頂い

た場合は HK$850（13,000 円）、45 歳以下の会員の方は HK$850（13,000 円）となります。なお、全国協会交流会（12/4

夜）に参加される方は、参加費用として別途 3,000 円かかりますのでご了承下さい。) 

＊ 延泊代金についてはお問い合わせください。 

４．募集人員： 10 名～（参加人数が 9 名様以下の場合、再見積りとなります。） 

５．参加お勧め対象： 対中進出を検討中／進出中の方 

 進出にあたりパートナーとなる香港企業を発掘したい方 

 多方面から視察し、今後の検討項目としたい方…など 

６．参加資格：  日本香港協会の会員であることが条件ですので、非会員の方には参加お申込と同時 

に入会処理を行いますこと、ご諒承願います。 

７．プログラム： 香港フォーラムのプログラムはすべて英語で行われます。 

 都市 時間 スケジュール 食事 

12/4（月） 羽田 

香港 

10：45 

15：00 

キャセイパシフィック航空（CX543 便）にて香港へ。 

到着後、各自ホテルへ。「全国協会交流会」と懇親夕食会

（参加費別途 3,000 円要）ノボテルセンチュリー香港宿泊 

 

昼：機内 

夜：○ 

12/5（火） 香港 終日 フォーラムプログラムへ参加 

ノボテルセンチュリー香港宿泊 

朝：× 

昼：○ 

夕：× 

12/6（水) 香港 

 

終日 フォーラムプログラムへ参加 

ノボテルセンチュリー香港宿泊 

朝：× 

昼：○ 

夜：○ 

12/7(木) 香港 

羽田 

午前 

16：20 

21：05 

フリータイム 

キャセイパシフィック航空（CX542 便）にて羽田へ。 

朝：× 

昼：× 

夕：機内 

↓↓ 下記は香港が準備しているオプショナルツアーです ↓↓ 

オプション 1： 

12/7～12/9 
 終日 

重慶へのサイドトリップ 

（参加費別途必要です） 

オプション 2： 

12/7～12/9 
香港 終日 

「香港国際フランチャイジングショー」「SmartBiz Expo」「Design Inspire」 

「BIP アジアフォーラム」 

<Tokyo> 

https://www.hkfederation.org.hk/hkforum/


申込書 FAX：03-5210-5860  (日本香港協会 全国連合会宛て) 
お申込みご希望の方は、このページの必要事項をご記入の上、FAX（03-5210-5860）にてご送信ください。 

※キャンセルは11月2日（木）までお受け致しておりますので、ご検討中の方もお気軽にお申し込み下さい。ただし11月3（金）

以降はキャンセル料が発生いたします。 

≪取消規定について：取消金額は１名様あたりの価格を表記しております。≫ 

11 月 3 日～11 月 13 日：￥15,000（1 室 2 名様利用の場合）￥21,000（1 室 1 名様利用の場合） 

11 月 14 日～11 月 27 日：￥30,000（1 室 2 名様利用の場合）￥42,000（1 室 1 名様利用の場合） 

11 月 28 日～12 月 3 日：￥37,500（1 室 2 名様利用の場合）￥52,500（1 室 1 名様利用の場合） 

12 月 4 日：全額 

◆申込締切 ：  早期割引適用の場合  ※2017 年 10 月 20 日（金） 

 本申込書到着後､フォーラム申込書及び詳細スケジュール等をご連絡いたしますので必ずご確認ください。 

ツアー以外で参加される方も、登録が必要となりますので必ず参加申込書を送信して下さい。 

◆参加登録 ： 登録は、お申込後にお送りするフォーラム申込書（個人情報/職業情報申込書とプログラム情報申込書の 2

種類、英語でのご記入有）をご返信頂いたのち、連合会事務局にて行います。※早期割引は登録完了時点での適用とな

りますのでご注意下さい。また、プログラムは先着順で人数制限のあるものもございますので、お早めにお申し込み下さい。 

◆お申し込み／お問合せは日本香港協会 全国連合会 陳までご連絡下さい。 

〒102-0083 東京都千代田区麹町 3-4 トラスティ麹町ﾋﾞﾙ 6 階  

ＴＥＬ：03-5210-5901  ＦＡＸ：03-5210-5860  E-mail：national@jhks.gr.jp 

参加者１ 

Delegate Name 

ご芳名（ふりがな）／会員番号 

 

 

Passport Name 

パスポート記載のローマ字 

 

 

Address 

ご住所 

〒 

 

Telephone 

電話番号 

 

 

Fax 

ファックス番号 

 

 

E-mail 

メールアドレス 

 

 

Company Name 

お勤め先 

部門名／お役職 

  

  

参加者２（ご同伴者など） ※一室 2 名ご利用をご希望の場合は、備考欄にご記入ください 

Delegate Name 

ご芳名（ふりがな）／会員番号 

 

 

Passport Name 

パスポート記載のローマ字 

 

Address 

ご住所 

〒 

 

Telephone 

電話番号 

 

 

Fax 

ファックス番号 

 

 

E-mail 

メールアドレス 

 

 

Company Name 

お勤め先 

部門名／お役職 

 

 

備考欄 （延泊したい、オプションに参加したい、宿泊日数を減らしたい・・などご要望がありましたらご記入下さい）： 

手配旅行代理店情報：株式会社 エヌオーイー 東京支店 (JHKS 担当： 椎野（しいの）) 

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-23-1 住友不動産神田ビル 2 号館 15 階  

TEL：03-3254-7550  FAX: 03-3254-7551 

Email: noe-tokyo@noe-j.co.jp          URL:  http://www.noe-j.co.jp/  

<Tokyo> 


