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第 5 回アジア未来会議ご連絡 

会議ご参加の皆様

参加登録手続きと早期割引(7 月 31 日まで)について 

参加者は全員以下の手順に従って参加登録手続きをし、「参加の確定」を必ずしてください。手続きが完了すると

参加登録完了の自動通知メールが届きます。

1 AFC オンラインシステムに、ご自身の ID とパスワード（PW）を使ってログインしてください。 

http://www.aisf.or.jp/AFC/2020/registration/ 

（ID と PW がわからない方は「よくある質問」をご覧ください） 

2 「参加者として登録する(Register as Participant)」をクリックしてください。 

2.1 参加形態の中から最も適した項目を選択してください。下記のカテゴリー外の料金が発生した場合の追

加分料金は、AFC 会議当日に会場でお支払いいただきます。 

2.2 登録費の種類については以下のチャートをご覧ください。この登録費には予稿集、ウェルカムパック、会

期中の昼食、コーヒー、懇親会参加の費用が含まれます。滞在費とスタディツアーは別料金です。

2.3 論文(または小論文、作品)の提出のみで会議へ参加しない場合の参加登録費は 180 ドルです。 

2.4 2 つ以上の論文やポスターを提出される場合には、追加 1 件につき 100 ドル（11,200 円）の追加料金が

加算されます。

2.5 オブザーバーとしての参加(発表なし)の場合も、一般参加者・エコノミー参加者・地元参加者の登録をし

てください。この登録費には予稿集、ウェルカムパック、会期中の昼食、コーヒー、懇親会参加の費用が含まれま

す。滞在費と見学会・スタディツアーは別料金です。

参加形態 早期割引

(7/31 まで) 

通常価格

一般参加者(常勤職の方) US$320 

（35,840 円） 

US$400 

（44,800 円） 

エコノミー参加者(学生、非常勤職の方) US$240 

（26,880 円） 

US$300 

（33,600 円） 

不参加者で論文掲載費(論文掲載のみ希望の方) ― US$180 

（20,160 円） 

地元の参加者 US$160 US$200 

地元の学生参加者 US$80 US$100 

AFC 奨学金、AFC 特別補助金、SGRA セッション補助金の受

給者、優秀論文賞受賞者（宿泊を含む）

― ― 

招待講師及び討論者（宿泊を含む） ― ― 

ラクーン会会員、AFC 委員及びスタッフ（宿泊を含む） ― ― 

＊AFC オンラインシステムでは金額をドル表記にしています。日本の銀行から振り込む場合には上記をご参照く

ださい。1US ドル＝112 円で換算しています。 

http://www.aisf.or.jp/AFC/2020/registration/
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＊以下の項目は AFC 会議会場でお支払いください。「1 日のみ参加（発表なし）」はオンラインシステムへの事前

登録は不要です。「１日のみ参加（発表なし）」の方のお名前は参加者リストに記載されず、参加証明書は発行さ

れませんので予めご了承ください。

1 日のみ参加(発表なし：食事及び懇親会を含まない) (現地にて支払い) 1 日 $10 

懇親会（パーティー）参加費 (現地にて支払い) 1 回 $30 

3. ページ下の「Step 2 へ進む：イベントと項目の選択(Proceed to Step 2: Event and Item Selection)」をクリックして

ください。

3.1 複数の論文・小論文・ポスター・作品を提出する場合には、該当箇所にチェックをしてください。 

3.2 宿泊をご希望の場合は、ご希望のホテルおよびタイプの部屋にチェックをしてください。 

3.2.1 朝食付き 

3.2.2 全日（4 泊）泊まらない場合、2019 年 11 月 20 日までに通知があれば、日割りで精算します。会

議会場にて返金しますので、登録時にはまず 4 泊 5 日分の指定額をお振込みください。 

3.2.3 滞在費の早期割引はありません。 

3.2.4 AFC 奨学金、AFC 特別補助金、SGRA セッション補助金の受給者、優秀論文賞受賞者、ラクーン

会会員、AFC 委員、スタッフでシングルルームをご希望の方は、差額を自費でお支払いください。 

3.3 ご希望に応じて見学会・スタディツアー(オプション)の項目を選択(事前予約)し参加費をお支払いくださ

い。事前予約と参加費の納入がない場合、会場での参加申し込みは、バスに空きがあった場合のみとなりますの

で予めご了承ください。

見学会・スタディツアーの詳細は以下のサイトをご参照ください。

http://www.aisf.or.jp/AFC/2020/conference-program/ 

追加料金

2 本目以降の論文掲載費 1 本$100 （¥11,200） 

Bellevue ホテル・シングル（1 室 1 人）（会場ホテル） ４泊分 $400 （¥44,800） 

Bellevue・相部屋（1 室 2 人） ４泊分 $200 （¥22,400） 

B ホテル・シングル（1 室 1 人）（エコノミーホテル） ４泊分 $280 （¥31,360） 

B ホテル・相部屋（1 室 2 人） ４泊分 $140 （¥15,680） 

自己手配 ― 

マニラ・ツアー① $75 （¥8,400） 

マニラ・ツアー② $75 （¥8,400） 

タガイタイ・ツアー $85 （¥9,520） 

クラーク・ツアー $85 （¥9,520） 

ケソン・ツアー $75 （¥8,400） 

4. 以下の中からご希望の支払い方法をお選びください。

★主催者が入金を確認するために、参加費の支払いにあたっては、アルファベットの氏名とユーザー番号（４桁）

http://www.aisf.or.jp/AFC/2020/conference-program/
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を必ずお知らせください。

☆招待講師、AFC 委員、ラクーン会会員、スタッフで追加料金のない方は、支払い方法の選択をする必要はあり

ませんが、最後まで参加登録の手続き済ませてください。

A) ペイパル(PayPal)経由(ビザ、マスターカード)

B) 銀行振込

※振込人氏名に加えて AFC ユーザー番号（4 桁）を記入してください。 

日本円で振り込みをする場合は、１ドル＝112 円の為替レートで計算してください。 

振込銀行については、下記リンクをご覧ください。

http://www.aisf.or.jp/AFC/2020/files/2019/05/J_BankTransferInformation.pdf 

C) 上記いずれも不可の場合は、AFC 事務局までご連絡ください。

5. 上記手続きが済めば参加登録は終了です。ペイパル（PayPal）経由でそのままオンラインでお支払いただくか、

請求書をダウンロードして銀行振り込みをしてください。

5.1 ペイパル(PayPal)での支払いをすると領収書がすぐに送信されます。銀行振り込みの場合は、口座確認

後に事務局で領収書を発行するため 1 週間程度かかります。 

5.2 正式な領収書が必要な方は AFC 事務局までご連絡ください。 

5.3 補助金等で支払いの必要がない方も、最後まで登録手続きを進めてください。 

6．キャンセルについて 

6.1 参加費を納入後、2019 年 11 月 20 日まではキャンセル料がかかりません。 

6.2  2019 年 11 月 20 日から 12 月 8 日までは、50％のキャンセル料がかかります。 

6.3  2019 年 12 月 8 日以後は 100％のキャンセル料がかかります。 

6.4  キャンセルは必ず書面で、アジア未来会議事務局（afc@aisf.or.jp）へお知らせください。 

７．空港からの道順、会議スケジュールや地図などの詳細をまとめた「旅の栞」(Infopack)を、2019 年 11月 20日

までに公開します。パラレル・セッション(分科会)のスケジュールは 12 月 10 日までに AFC ホームページ上で発

表する予定です。

８．フィリピン入国のためのビザを取得するために共催のフィリピン大学ロスバニョス校からの招聘状などが必

要な方は、10 月 1 日以後、パスポートの写真のページのスキャンコピー（あるいは写真）を添付して、 

afc2020-visa@aisf.or.jp へご連絡ください。依頼文には必ず氏名、User 番号（４桁）と Submission 番号（3

桁）を記入してください。招聘状は、参加登録と参加費の支払いが完了した方にのみ発行されます。

9．アジア未来会議が発行する公的な文書について下記リンクをご参照ください。 

http://www.aisf.or.jp/AFC/2020/files/2019/05/J_AFC5_About-the-Official-Letters.pdf 

ご質問などありましたら AFC 事務局 afc@aisf.or.jp までご連絡ください。 

第 5 回 AFC 実行委員会 

2019 年 6 月 1 日 
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