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Global Peace Convention 2012 

モラル・イノベーティブなリーダーシップ 
―健全な家庭、倫理的社会、そして、世界の平和文化の構築にむけて― 

2012年 11月 29日～12月 1日  米国ジョージア州アトランタ 

 

規 約 

申込受付 

 

グローバルピースコンベンション（ＧＰＣ）参加者の申込みはＧＰＣ事務局であるグローバル・ピース・フェ

スティバル財団(以下GPFF) 国際本部を通じて行ないます。2012年10月26日が期限です。 

申込書を E-mail: : ygondo@gpff.jp  または FAX: 03-6416-5436  (GPFFＪａｐａｎ権藤)までお送り下さい。

規約内容や申込方法に質問がありましたら、ygondo@gpff.jp 権藤までお送り下さい。 

また、ＧＰＦＦ国際本部へ直接、オンライン申込で申込みをすることも可能です。 

 

 

参加希望者は、本規約を読み、理解し、遵守することに合意した上で、申込みをして下さい。 

質問のある方は、ＧＰＦＦ国際本部に E-mail もしくは、電話で月から金曜日の午前１０時から午後５時

（Eastern Time）でお尋ね下さい。 

 

 

参加費、ホテル宿泊、食事について 

 

 パッケージＡ:  Day-Guest（ホテル宿泊なし、食事なし）   100 ドル 

参加費はＵＳドルでお支払願います。お支払につきましては、申込用紙の支払い方法をご覧いただ

くか、オンライン申込をクリックしていただければ、お支払方法をご覧になれます。キャンセルにつき

ましては、書面にご記入いただき10月26日より前にご提出いただいた場合は参加費を100％ご返金

致します。10月26日以後につきましては返金できかねますのでご了承下さい。 

 

内 容: 

 11月 30日から 12月 1日までの全てのＧＰＣセッションへの参加 

 

カンファレンス行事中のお食事をご希望の方はお食事クーポンをご購入下さい。 

ランチ：各 60 ドル 

ディナー (11 月 29日歓迎晩餐会、11 月 30 日夕食、12 月 1 日グローバルピースアワード晩餐

会):  各 100 ドル 

 

 パッケージＢ: Day-Guest（ホテル宿泊なし、食事付き）   500ドル 

参加費はＵＳドルでお支払願います。お支払につきましては、申込用紙の支払い方法をご覧いただ

くか、オンライン申込をクリックしていただければ、お支払方法をご覧になれます。キャンセルにつき

ましては、書面にご記入いただき10月26日より前にご提出いただいた場合は参加費を100％ご返金

致します。10月26日以後につきましては返金できかねますのでご了承下さい。 
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内容 

 11月 30日から 12月 1日までの全てのＧＰＣセッションへの参加 

 歓迎晩餐会（11月 29日午後 6時） 

 グローバル・ピース・アワード晩餐会（11月 29日午後 7時） 

 食事 

 ディナー（11月 29日 歓迎晩餐会） 

 ランチとディナー（11月 30日） 

 ランチとディナー（11月 29日グローバルピースアワード晩餐会） 

  パッケージＣ ： Stay-Guest （ホテル宿泊付き、食事付き）  800ドル 

参加費はＵＳドルでお支払願います。お支払につきましては、申込用紙の支払い方法をご覧いただ

くか、オンライン申込をクリックしていただければ、お支払方法をご覧になれます。キャンセルにつき

ましては、書面にご記入いただき10月26日より前にご提出いただいた場合は参加費を100％ご返金

致します。10月26日以後につきましては返金できかねますのでご了承下さい。 

 

内容 

 アトランタ・マリオット・マーキース・ホテルでのご宿泊（2 名様 1 部屋、11 月 29 日チェッククイン、

12月 2日チェックアウト） 

 11月 30日から 12月 1日までの全てのＧＰＣセッションへの参加 

 歓迎バンケット（11月 29日 午後 6時） 

 グローバルピースアワードバンケット（12月 1日 午後 7時） 

 食事 

 ディナー（11月 29日 歓迎晩餐会） 

 ランチとディナー（11月 30日） 

 ランチとディナー（12月 1日グローバルピースアワード晩餐会） 

 朝食は含まれておりません。 

 上記以外のお食事につきましては各自でお召し上がりください。 

 空港送迎（11月29日到着時、12月2日出発時） 

 

 宿泊 

 ホテルご宿泊は原則2名部屋（ツインルーム）です。空室がある場合は、1名部屋（シングルルー

ム）を追加費用3泊300ドルでアレンジ可能です。 

 本大会期間前後の2名部屋（ツインルーム）のご利用は1泊100ドルです。 

 本大会期間前後の1名部屋（シングルルーム）のご利用は1泊200ドルです。 

 特別なご用意が必要な場合は、参加申込用紙にてご要望ください。各2名様の部屋割りは、事

前のリクエストがない限りホテルご到着時に決定されます。ルームメートのリクエストは申込用

紙に記入できます。 

 基本パッケージには各部屋で使った諸雑費（ドリンク、スナック、電話、ルームサービスなど）は

含みませんのでお客様のご負担となります。 

 ホテルでのチェックに際にカードまた現金にて保証金（デポジット）が必要となります。 

 ホテルの建物内は完全禁煙となっております。喫煙はホテル外の指定された喫煙可能エリアに

てお願い申し上げます。 

 ホテルに直接の予約は避けて下さい。お問い合わせにつきましては、ygondo@gpff.jpまでご連

絡下さい。  
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 10月26日までにお支払いがない場合は、ホテル宿泊の自動的に取り消されます。 

 チェックイン時間: 午後4:00   チェックアウト時間: 午後12:00 (正午) 

 

 ホテル および大会会場  

アトランタ・マリオット・マーキース・ホテル 

住所: 265 Peachtree Center Avenue, Atlanta, Georgia 30303, USA 

Tel: (1) 505-521-0000, Fax (1) 404-586-6299 

http://www.atlantamarquis.com 

 

グローバル・ピース・コンベンション（ＧＰＣ）事務局 

住所:  GPFF, 9320 Annapolis Road, Lanham, MD 20706 USA  

Tel:  (1) 202-369-1870、Fax:  (1) 877-354-3155 

E-mail: register@globalpeaceconvention.org   

 

航空手段 

フライトのご予約は各自で行っていただきます。 

アトランタご到着およびホテルチェックインは11月29日ですが、歓迎晩餐会は午後6時に始まります。コ

ンベンション公式行事は12月1日の夜に終了しますので、ご出発は12月2日となります。日時を考慮して、

フライト予約をして下さい。  

 

フライトのご予約につきましてはGPFF の旅行代理店「Go World, Inc.」でも受け付けております。参加申

込時の情報に従って旅程を組ませていただきます。 生年月日と旅券番号を必ずお伝え下さい。事前の

保安検査の都合必要となります。 

 

大会公式旅行代理店Go World, Inc. が貴殿の旅行のお手配をさせていただきます。 

 

公式旅行代理店:  

Go World, Inc. 

担当 Franco Mayoya  

Ｔｅｌ: (1) 212-967-8080 Ｆａｘ: (1) 610-673-7322 

Email: Conference@goworldinc.com 

 

ビザ 

米国へのビザが必要な際は、ygondo@gpff.jp にご連絡下さい。 

 

言語 

会議は、英語で行われ、選択した言語で（通訳者の状況に応じて）通訳があります。通訳が必要な場合

は、登録フォームに記載してください。 

 

オプションとしての観光 

本大会では観光は企画しておりません。観光を希望する方は公式日程の前後でホテルのトラベルデス

クでお尋ね下さい。費用は自己負担となります。 
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紛失時の保障と賠償 

参加者は、独自で旅行保険を手配する責任があります。 ＧＰＣ（および他のスポンサーや主催組織）は、

私有財産の損失（例えば、失われた荷物など）の、または個人的な病状については責任を負いかねま

す。海外旅行保険に関しては健康保険提供会社を相談し、緊急時に必要とされる全ての必要書類（医

師の正確な連絡先情報、処方内容等これらを含め、かつ限定されるものではない）を準備してください。 

 

プログラムセッション参加における規約 

互いに尊敬し合う場を大切にしながら、全ての参加者は、講演者が障害なく講演する権利を尊重するこ

とに同意します。大会参加者は指定された時間に質疑応答を行ってください。 

 

参加申込みには以下の内容にご同意の上お申し込み下さい: 

1. ＧＰＣ（とその他の主催者団体）は、私物の損害や紛失対しては責任を負いかねます。 

 

2. ＧＰＣ（とその他の主催者団体）が適切と思われるプロモーションや情報活動の使用目的で貴殿の肖

像と/または肉声を含む写真・スライド・ビデオテープ・録音及びそれらに順ずるものを利用すること

を同意します。 

 

3. 貴殿は大会期間中、主催国及び参加者の宗教的信仰、他の文化に対して常に敬意を払います。 

 

4. 貴殿は「プログラムセッション参加における規約」に同意します。 

 

5. 貴殿は緊急の医療事態の場合、ＧＰＣスタッフが医療手当てを行うことに承諾します。 

 

6. 海外渡航では不可避的なリスクが伴い、ＧＰＣに起因または、ＧＰＣへの参加に関連して生ずる損傷、

損失、損害賠償請求（これらに限定されない任意の）に対しては、ＧＰＣ、取締役、役員、代理人、職

員および関連組織に対するあらゆる請求を放棄することを貴殿は理解し、同意します。 

 

7. 貴殿は本大会プログラム参加中に、ＧＰＣ、その取締役、役員、代理人、職員、学生、住民、および

その関連団体に、いかなる金融債務または他の損害賠償、及び、弁護士費用を含むまたすべての

負債、請求、訴訟、判決、損失から、およびそれらに対する、貴殿ご自身が他の人や財産へ起こした

いかなる損害または危害、個人的に被るかもしれない負債、損害または傷害から生じる費用に関し

て弁護、免責、および無害保持することに同意します。 

 

8. プログラム参加に関するまたは本契約の解釈への紛争がある場合は、そのような不一致は、大韓

民国の法律に従って決定しなければならないことに同意します。 

9. この放棄および負債責任の免責の条件は、参加者が本件を完全に理解することを表し、以前また

現在のＧＰＣと参加者が理解する取決めに優先し、ＧＰＣと参加者双方の書面による同意なし、書面

または口頭にかかわらず、変更または修正されません。 

 

10. 貴殿は本契約の任意の条項または本契約の側面が、強制できないものであることが判明し、本契

約の残るすべての条項は完全な効力に残ることに同意します。 
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11. 貴殿は会議規約、放棄および負債責任の免責を熟読し、完全にこの文書の内容を理解します。さら

にお客様が放棄および負債責任の免責を実行する前に貴殿の選択の弁護人と相談する機会を有

することを確認し同意します。貴殿は、この放棄および負債責任の免責は、貴殿と、貴殿の生存者、

相続人、後継者、および譲受人に拘束されることに確認し、同意します。 

貴殿は放棄および負債責任の免責は、過失、補償、保留無害契約の責任を含みしかし、これらに限

定されないことへの負債から解放であることを認識し、貴殿の自由意志のそれに同意するものとしま

す。この放棄および負債責任の免責は、本大会プログラムと関連して実行されうる契約または放棄

を、付随的に取り消し、又は変更されることはありません。 

 

12. 貴殿は以上情報を全て読み、すべての前節の条項に同意しました。 

 

今後の参考のために、本書類を保管してください。 


