
アジア通販サミット（Asia Direct Marketing Vision 2017）

ツアー開催のご案内

　9月 6日～ 9月 8日に中国・重慶にて、アジア通販サミット（Asia Direct Marketing Vision2017）が開催
されます。このイベントは、日中韓三国の業界団体である、日本通信販売協会（JADMA）、中国電子商会（CECC）、
韓国オンライン・ショッピング協会（KOLSA）による共同開催で、業界間の交流拡大を目的としており、
昨年は日本・福岡で開催しました。
　9月 7日には三国からそれぞれ基調講演が行われ、日本からは JADMAの 阿部 嘉文会長 ( オルビス代表取締役社長 )、
株式会社テレビ東京ダイレクト、ヤマトホールディングス株式会社 、株式会社スクロール 360 各社の担当者に
ご講談頂く予定になっております。
　JADMAでは大会参加ツアーを実施いたしますので、裏面の詳細をご覧の上、ぜひ参加をご検討下さい。

JADMA行　FAX：03-5651-1199             　　　　大会参加ツアー申し込み書 　

※3名様以上の場合はコピーしてご記入ください。
※ご不明な点は事務局までお問い合わせください。（TEL：03-5651-1155）
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（重慶 3日間コース /成都・重慶 5日間コース )
※上記いずれかのコースを○で選択ください
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【日程】　2017 年 9月 6日（水）～ 9月 8日（金）

成田国際空港から重慶国際空港へ移動

着後 : 現地ガイドの出迎えを受けホテルへ

ウェルカムディナー  ( 重慶 Yuzhou Hotel )

アジア通販サミット（Asia Direct Marketing Vision 2017）

ツアー内容詳細 ( 重慶 3日間 )

【ツアー企画】　公益社団法人 日本通信販売協会（JADMA）
【実施会社】　㈱ JTB コーポレートセールス

【行程】（予定）

≪成田発≫　CA158　   成田　  8：55→15：25　重慶

●9月 6日（水）

8：40 ～ 18：00

18：00 ～

終日講演会 ( 重慶 Yuzhou  Hotel)

フェアウェルパーティー　( 重慶 Yuzhou Hotel )

●9月 7日（木）

重慶国際空港から羽田空港へ着後解散
CA4137  重慶　8：55→11：35  北京　/  CA6707 北京 15：35→20：00 羽田 

●9月 8日（金）

【ツアー参加費】（お一人様）　

JADMA会員　成田出発　300,000 円※ 詳細は実施会社へお問い合わせ下さい。

※燃油サーチャージ等により、参加費を若干変更させていただく場合がございます。

※ツアー代金に含まれるもの　往復航空券、宿泊代（重慶 Yuzhou Hotel 2 泊）、食事代 (朝食 2日、昼食 1日、夕食 2日 )
　大会参加費 JADMA会員 240 ドル / 一般 300 ドル、送迎バス代、通訳代、ガイド代

【申込方法】　大会参加ツアー申し込み書にご記入後、JADMA事務局まで FAX をお送りください。

【申込締切】　2017 年 8月 10 日（木）

★日本からの講演者 ( 予定 )

 ◆オルビス株式会社 代表取締役社長 阿部 嘉文　氏
　　

8：55 ～

 
　　

 ◆株式会社スクロール 360 常務取締役 高山 隆司　氏
　　

 ◆ヤマトホールディングス株式会社 ご担当者様
　　

 ◆株式会社テレビ東京ダイレクト ご担当者様
　　



【日程】　2017 年 9月 4日（月）～ 9月 8日（金）

アジア通販サミット（Asia Direct Marketing Vision 2017）

ツアー内容詳細 ( 成都・重慶５日間 )

【ツアー企画】　公益社団法人 日本通信販売協会（JADMA）
【実施会社】　㈱ JTB コーポレートセールス

【行程】（予定）

●9月 4日（月）

●9月 5日（火）

●9月 8日（金）

【ツアー参加費】（お一人様）　

JADMA会員　成田出発　280,000 円※ 詳細は実施会社へお問い合わせ下さい。

※燃油サーチャージ等により、参加費を若干変更させていただく場合がございます。

※ツアー代金に含まれるもの往復航空券、宿泊代（成都 2泊・重慶 2泊）、食事代 ( 朝食 4日、 昼食 3日、夕食 3日 )
　大会参加費 JADMA会員 240 ドル / 一般 300 ドル、送迎バス代、通訳代、ガイド代

【申込方法】　大会参加ツアー申し込み書にご記入後、JADMA事務局まで FAX をお送りください。

【申込締切】　2017 年 8月 10 日（木）

17：25 ～ ≪成田発≫　NH947   成田　17：25→22：20 成都

9：00 ～ 15：00

夕食後　　　　　　  四川劇鑑賞 ( 希望者のみ )  鑑賞後、ホテルへ

視察 ( 成都インハナ・ジェトロ成都事務所・イトーヨーカドー )

※昼食は市内レストラン

●9月 6日（水）

9：05 ～ 11：12 中国鉄路高速にて重慶へ。昼食後市内視察

19：00 ～ ウェルカムパーティー ( 重慶 Yuzhou Hotel )

●9月 7日（木）

8：40 ～ 18：00
終日講演会 ( 重慶 Yuzhou Hotel )

フェアウェルパーティー ( 重慶 Yuzhou Hotel )18：00 ～

CA4137  重慶　8：55→11：35 北京　/  NH962 北京 15：35→20：00 羽田、着語解散

★日本からの講演者（予定）
 ◆オルビス株式会社 代表取締役社長 阿部 嘉文　氏
　　 ◆株式会社テレビ東京ダイレクト ご担当者様
　　 ◆ヤマトホールディングス株式会社 ご担当者様
　　 ◆株式会社スクロール 360 常務取締役 高山 隆司　氏
　　

8：55 ～
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