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世界の中のアジア ～地域協力の可能性～ 

INFOPACK	 
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ABOUT ASIA FUTURE FORUM	 

アジア未来会議は、日本で学んだ人、日本に関心の

ある人が集い、アジアの未来について語る＜場＞を 

提供することを目的としています。 

  会期:    2013年3月8日(金) 9日(土) 10日(日) ( 3日間)  

  会議場:  タイ国バンコク市 Centara Grand at Central Plaza 
     Ladprao Bangkok 

  宿泊：  一般 はCentara Grand Ladprao（会議場と同じ） 
  　　　　若手研究者は Iyarin Hotel  



+ Centara Grand at Central Plaza �
Ladprao Bangkok	 
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Iyarin @ Tuk Chang Hotel
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到着：3月7日、8日 

  日程をTravel Formで知らせてください。（出迎えが不要な人もFormを送ってくださ
い） 

  バンコクSuvarnabhumi空港では、Baggage Claimの18番のベルトの後ろにAFCカウン
ター（TCEB Counter）があります。Donmuang Airportは出口を出た後、右に進み
AFCサインを探してください。 
迷子になった時は緊急連絡先に電話してください。 

  到着したら、参加者はまず、Centara Grand１階のロビーのAFC受付で、受付をしてく
ださい。 
受付に誰もいない場合、AFCオフィスは中2階にあります。 

  Iyarinに泊まる人もまずCentaraでて受付を済ませてください。7日の夕方に着く場合は、
夕食をしてからIyarinに行きます。(夜遅い場合はホテルへ直行して翌日受付てくださ
い。） 

  ７日／８日以外の日に着く場合は１階のタクシー乗り場（ゲート４、７）からレシートを
もらいタクシーで会場に来てください。AFC受付の際にタクシー代を弁済します。 
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3月8日（金） 

  ０９：３０　  開場 

  １０：００  開会式（1階ボールルーム） 

  １０：３０  基調講演（1階ボールルーム） 

  １２：００  ランチ 

  １４：００  第１セッション（中2階会議室） 

  １５：３０  コーヒーブレーク 

  １６：００  第２セッション（17:30終了） 

  １８：３０  歓迎会（地下１階プールサイド） 
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3月9日（土） 

  ０９：００　第１セッション（中2階会議室） 

  １０：３０　コーヒーブレーク 

  １１：００　第２セッション 

  １２：３０　ランチ 

  １４：００　第３セッション 

  １５：３０　コーヒーブレーク 

  １６：００　第４セッション（17:30終了） 

  １８：３０　歓送会（BCCホール：Central Plaza５階） 
        （優秀論文賞等の表彰式） 
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３月１０日（日） 

  ７：００/１３：００　遠足出発（ロビー集合） 

　　　　　　希望のコースを予約してください。 

  ９：００ー１２：００　 

　　懇談会「グローバル時代の日本研究の現状と課題」 

　　　（Grand Centara 中2階会議室） 

  その他終日自由 

　　　　（昼食と夕食はホテルの食券を渡します） 

  空港までの送迎時間を、AFC受付で確認してください。　 
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Browsing Conference Agenda�
セッションのスケジュールは下記の方法でオンラインでご覧ください。	

1. AFCウェブページからログインする 

2.「Browse Conference Agenda」をクリック 

3. 左上の「Table View 」をクリック 

4. 隣の「Print View with header」をクリック 
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ギフト 

  プログラムと要旨集は冊子で、ProceedingsはCDおよびUSB
メモリーで参加者全員にバッグと一緒に渡します。タブレット
端末をお使い方はUSBアダプターをご持参ください 

  会議期間中、必ず名札をつけてください。 
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発表に関して 

  会議室にはスクリーンとプロジェクター（VGAポート）があります。コ
ンピューターは持参してください。 

  コピー機はAFCオフィスにあります。 

  2012年12月31日までにオンライン投稿された論文160本の中から20本
を優秀論文賞として表彰します。優秀論文は2013年度中に出版する優秀
論文集に収録されます。 

  各セッションから1名、優秀発表賞を表彰します。（座長の推薦） 

  数名の優秀ポスター賞を表彰します。 

  表彰式は歓送会で行います。 
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食事 

  朝食は部屋代に含まれています。レストランにはいる時に部屋番号を
聞かれます。 

  昼食の食券は、セッションが終わる時に会議室の出口でスタッフが渡
しします。ホテル内の５つのレストランを選んでいただけますが、メ
ニューは決まっています。 

  7日(木)の 夕食券は、AFC受付で、10日（日）の夕食券は午後3時以
後にAFCオフィスでお渡しします。 

  8日(金)歓迎会はホテルのプールサイド(屋外) 、9日(土)歓送会は、
Central Plaza5階のBCCホールです。両日とも18:30からです。 
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便利な情報1 

  インターネット 
  ロビーでWifiが無料で使えます。 

  無料のアカウントが1人につき1つ提供されます。 

  会議室での接続は不安定です。 

  もし食事や健康に関してなにか特別なことがありましたらAFCスタッフに
前もって伝えてください。 

  その他のホテルサービスは実費でご利用ください。  

  タイの電圧は220Vです。プラグの形は右の図を 
ご参照ください。 
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便利な情報２ 

  屋外は非常に暑い(30℃～35℃)ですが、屋内は冷房が相当きつくて冷えます。
屋内ではジャケットやカーディガンが必要です。 

  遠足でお寺に行く時には、半ズボン、ノースリーブは避けてください。 

  遠足で屋外に行く場合には、日焼け止め、虫よけ、サングラス、水分補給を忘
れずに。 

  緊急時の病院での治療費は先払いとなりますので予備のお金を持っておくこと
をお勧めします。  

  $1は約30バーツです. 
  水のボトル: 10バーツ 
  アイスクリーム: 20バーツ 

  Tシャツ: 200バーツ 



+
緊急時連絡先	 

  Mook (英語、タイ語)
  Email: noomook@gmail.com
  Tel: 081 622 6701 

  Hayato (日本語、英語）
  Email: hayato.imanishi@gmail.com
  Tel: 087 773 0713

  Pok （英語、タイ語)
  Email: p.ckies@gmail.com
  Tel: 080 910 2209

  AFC オフィス (日本語、英語)
  Email: afc@aisf.or.jp
  Tel:

  今西: 083 444 3503
  石井: 088 652 6842
  太田: 083 444 3289
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ENJOY 


