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マニュアル登録フォーム CONFERENCE REGISTRATION FORM
出席者の詳細 ATTENDEE DETAILS
敬称 Title
名 First name
姓 Last name
会社名 Company name
地位/階級 Position/Rank
電話番号 Phone number
Email

国 Country

期限 // Until
15.10.17

カンファレンス費
PRICE LIST
一般チケット
Regular ticket
学生チケット
Students ticket
政府官僚＆軍当局者
(ランチは含まれていません)
(lunch not included)
マスコミ報道
(ランチは含まれていません)
Media coverage (lunch not included)
エキシビションビジターチケット
Exhibition ticket

Organized by

開始 // From
16.10.17

オンサイト
On site

28,450 ¥ / 250 $

34150 ¥ / 300 $

39840 ¥ / 350 $

17075 ¥ / 150 $

22765 ¥ / 200 $

22765 ¥ /200 $

0¥ / 0 $

0¥ / 0 $

0¥ / 0 $

0¥ / 0 $

0¥ / 0 $

0¥ / 0 $

0¥ / 0 $

0¥ / 0 $

0¥ / 0 $
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ご希望の支払い方法に印をつけてください
Please mark your preferable method of payment
クレジットカード情報 Credit card information
クレジットカード決済承諾書

Credit card authorization form

BILLING ADDRESS
氏名 Full name
会社名 Company
地位/階級 Position/Rank
E - mail
電話番号 Phone number
住所 Address
市 City
州 State
郵便番号 Zip code
国 Country
クレジットカード情報 CREDIT CARD INFORMATION

カードタイプ Card type
カード番号 Card number
有効期限 Expiration date
番号 CVV/CVC Number
カード裏側の署名欄にて（カード署名欄にあるクレジットカード番号に続く最後の3または4桁です）
In the signature area of the back of the card (it is the last 3 or 4 digits after the credit card number
in the signature area of the card)

合計金額 Total amount

$/¥

カード所有者署名 Cardholder signature

Organized by

| E: cyber@cybertechconference.com | W: tokyo.cybertechconference.com

TOKYO

30.11.2017 \\ TOKYO

CYBER | INNOVATION | ADVANCED TECHNOLOGIES | INVESTMENT OPPORTUNITIES

銀行および預金口座詳細

Bank and depository account details

注意：登録フォームに国際送金為替のコピーを添付し、1つのコピーはお手元に保管ください
Notice: please attach a copy of the money order to the registration form and retain one copy for your ﬁles

Cybertech Singapore (CYSING) PTE Ltd.
OCBC bank, branch no. 695, 口座番号 447706001
スイフトコード: OCBC SGSG
、銀行番号 7339 、シンガポール

Cybertech Singapore (CYSING) PTE Ltd.
OCBC bank, branch no. 695
account no. 447706001
Swift Code: OCBC SGSG, bank no. 7339, Singapore.

登録キャンセルポリシー:
全てのキャンセルは以下の電子メールにより実行される必要があります: cyber@cybertechconference.com.
登録費は以下のように返金されます:
2017年10月30日を含む日まで – 銀行手数料35米ドル以下を差し引いた全額返金。
2017年11月23日を含む日まで - 50%返金。
2017年11月23日以降は返金またはキャンセル無し。

Registration Cancellation Policy:

All cancellations must be emailed to: cyber@cybertechconference.com
Registration fees refunds as follows:
Up to and including October 30th, 2017 - full refund less 35 US$ bank charges.
Up to and including November 23th, 2017 - 50% refund.
No refund or cancellations after November 23th, 2017.

請求書は表示された金額にて作成され、下記に記載された連絡担当者に転送されます。
ご質問等ございました際は、以下にて当社にご連絡ください：cyber@cybertechconference.com

An invoice will be prepared in the amount indicated and forwarded to the contact person listed below.
If you have any questions, please contact us at: cyber@cybertechconference.com
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