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Real Estate and Hotel Investment 
Forum 2013 

ホテル・不動産投資フォーラム 2013 

Japanese follows English 

Baker & McKenzie is pleased to invite you to the Real Estate and Hotel 
Investment Forum 2013. 

This exclusive event will offer insights on real estate investment activities and 
an update on the development of hospitality assets in the Japanese market. 
Major players across the real estate and hotel investment industry will be 
sharing their thoughts and expert knowledge. 

Date Monday, October 21, 2013 

Time 
14:00 - 18:15 (Registration: 13:30 - ) 
*Cocktail party to follow 
Access Map 

Venue Hilton Tokyo 
Kiku Ballroom, 4F 

Host Jones Lang LaSalle 

Co-sponsors Hilton Worldwide 
Baker & McKenzie (Gaikokuho Joint Enterprise) 

Registration Complimentary (*RSVP required) 

 

For more information on the program overview, please click here. 

 

We hope you will join us and look forward to welcoming you and your 
colleagues. 

  

REGISTER NOW 

Complimentary Forum 
 
Monday, October 21, 2013 
 
Venue 
Hilton Tokyo 
Kiku Ballroom, 4F 
Access Map 
 
Time 
13:30 -             Registration 
14:00 - 18:15   Forum 
 
Contact 
For immediate information or 
inquiries regarding online 
registration, please contact: 
 
Real Estate and Hotel 
Investment Forum 2013 
JLLJapan.REHIF@ap.jll.com 
 

http://www3.hilton.com/en/hotels/japan/hilton-tokyo-hotel-TYOHITW/maps-directions/index.html
http://www.joneslanglasalle.co.jp/Japan/JA-JP/Pages/Real-Estate-and-Hotel-Investment-Forum-2013.aspx
http://www.joneslanglasalle.co.jp/Japan/JA-JP/Pages/Real-Estate-and-Hotel-Investment-Forum-2013.aspx
http://www3.hilton.com/en/hotels/japan/hilton-tokyo-hotel-TYOHITW/maps-directions/index.html
mailto:JLLJapan.REHIF@ap.jll.com
http://www.joneslanglasalle.co.jp/Japan/JA-JP/Pages/Real-Estate-and-Hotel-Investment-Forum-2013.aspx�


 
 
ベーカー＆マッケンジー法律事務所（外国法共同事業）はスイス法上の組織体であるベーカー＆マッケンジー インターナショナルのメンバー

ファームです。専門的知識に基づくサービスを提供する組織体において共通して使用されている用語例に従い、「パートナー」とは、法律事

務所におけるパートナーである者またはこれと同等の者を指します。同じく、「オフィス」とは、かかるいずれかの法律事務所のオフィスを

指します。 
本書面に関し、ベーカー＆マッケンジー法律事務所（外国法共同事業）又はその所属専門家その他の所員（以下併せて「当事務所」といいま

す）に対して、電子メール等により返信をお送りいただくときは、その返信によって直ちに送信者と当事務所との間に何らかの専門職業務の

委任関係が成立するわけではないことにご留意下さい。 
Baker & McKenzie (Gaikokuho Joint Enterprise) is a member firm of Baker & McKenzie International, a Swiss Verein. In accordance with the 
common terminology used in professional service organizations, reference to a "partner" means a person who is a partner, or equivalent, in 
such a law firm. Similarly, reference to an "office" means an office of any such law firm. 
This may qualify as "Attorney Advertising" requiring notice in some jurisdictions. Prior results do not guarantee a similar outcome. 
Before you send an e-mail to Baker & McKenzie, please be aware that your communications with us through this message will not create a 
lawyer-client relationship with us. Do not send us any information that you or anyone else considers to be confidential or secret unless we have 
first agreed to be your lawyers in that matter. Any information you send us before we agree to be your lawyers cannot be protected from 
disclosure. 

 

 

ベーカー＆マッケンジー法律事務所では、このたび「ホテル・不動産投資フォーラム

2013」に協賛いたしますので、ご案内申し上げます。 

日本市場における、不動産投資とホスピタリティ資産の開発に関する最新の情報を

専門家が発表いたします。関連業界から主要なプレーヤーも参加し、これらのトピッ

クについて長年培った経験や見識を共有いたします。 

本イベントは完全招待制となります。是非、この機会にご参加ください。  

日付 2013 年 10 月 21 日（月） 

時間 14:00 - 18:15 （受付: 13:30 - ） 
*イベント終了後にカクテルパーティーを開催します。 

会場 
ヒルトン東京 
菊の間 4F 
アクセスマップ 

主催 ジョーンズラングラサール株式会社 

協賛 ヒルトンワールドワイド 
ベーカー＆マッケンジー法律事務所（外国法共同事業） 

ご参加費 無料 

 
プログラム概要はこちらをご参照ください。 

 

 

 

 

REGISTER NOW 

ご招待イベント 
 
2013 年 10 月 21 日（月） 
 
会場 
ヒルトン東京 
菊の間 4F 
アクセスマップ 
 
時間 
13:30 -              受付 
14:00 - 18:15    フォーラム 
 
お問い合わせ 
オンライン登録に不具合などがあ

りました場合は、下記までご連絡く

ださい。 
 
Real Estate and Hotel 
Investment Forum 2013 事務局 
JLLJapan.REHIF@ap.jll.com 
 
This e-mail was sent by 
Real Estate Group of 
Baker & McKenzie 
(Gaikokuho Joint Enterprise) 
www.bakermckenzie.co.jp 
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