2010 HBS Japan Trip Reception: May 28th, 2010
2010 Japan Trip will be coming later this month! This year, 44 students have signed up for the
trip. Due to the economic recession, the number may have declined, but their interests in the
Japanese culture, values, and business holds true. HBS students from the class of 2011 and few
incoming students from the class of 2012 are eager to connect with alumni/ae during their visit.
We ask you to support HBS students by sharing your experience with the group or if you cannot
make it to the party, please support by monetary donations in support of the HBS Japan Trip.
This year, due to the decrease in the number of sponsors and the strong yen, students have to
bear a high cost for the trip and we are seeking as much support from the HBS Club of Japan.
Please mark your calendar today!

Date & Time: May 28th, 2010(Fri) @7:00Venue: Grand Hyatt Tokyo Ball Room
6-10-3 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032
http://tokyo.grand.hyatt.jp/hyatt/hotels/index.jsp

Fee: 11,000 yen

For donation:
Mitsubishi Tokyo UFJ Bank Funabashi Ekimae branch(routing #388)
Checking account
Account Number: 3675164
Account Name: Kenichi Kachi

We look forward to seeing you on May 28th!!!
Sincerely,
HBS Japan Trip Team

HBS Japan Trip Reception 2010 Sign-up:
Please RSVP to Shunsuke (Sean) Matsuoka (Class of 2011) via e-mail by May 22nd, 2010:
smatsuoka@mba2011.hbs.edu

-Name and Title (Mr./Mrs./Ms./Dr.)
-Program Year (ex. MBA 1978)
-Company/Organization
-Contact Phone Number
-Name and Title of Spouse/Guest

2010 HBS Japan Trip Reception: May 28th, 2010
今年も HBS 在校生及びそのパートナー44 名がジャパントリップの為に来日致します。生憎、不
景気により例年よりは少ない参加者ではございますが、彼らの日本の文化、価値観、ビジネス
に対する熱意は紛れも無いものです。HBS Class of 2011 の在校生は来日の機会に是非とも諸先輩
方にお会いする機会を頂戴したくお願い申し上げます。また、今年は不景気の煽りからスポン
サー企業が激減し、更に円高の影響で参加学生の負担が重いものとなっております。そこで、
今年はパーティーにお越し頂けない HBS の諸先輩方に寄付金のご支援を依頼させて頂きたくご
連絡を差し上げる次第です。何卒ご検討頂きますようお願い申し上げます。ご不明点等ござい
ましたら、何なりとお問い合わせ下さいませ。

日時：5 月 28 日（金）18 時半開場、19 時開演
場所：グランドハイアット東京
〒106-0032, 東京都港区六本木 6-10-3
http://tokyo.grand.hyatt.jp/hyatt/hotels/index.jsp
会費：11,000 円

【寄付金金振込先】
三菱東京 UFJ 銀行

船橋駅前支店（店番３８８）

普通口座

口座番号 ：(普通)３６７５１６４
名義

： 加地健一 （かち

けんいち）

ジャパントリップ企画学生一同皆様をお目にかかれる事を心より楽しみにしております。

【ご出席頂ける場合】
お手数ですが、ご出席頂けます場合には下記項目を smatsuoka@mba2011.hbs.edu 宛にお送り
下さい。
・お名前

・プログラム名及び卒業年度
・お勤め先
・連絡先お電話番号
・ご帯同者様のお名前

ご不明点等ございましたら、何なりとお問い合わせ下さいませ。

HBS Japan Trip Team

