
海外スタディ・ツアー2019のご案内

ユニシス研究会

ユニシス研究会 海外スタディ・ツアー 2019

アメリカ西海岸・シリコンバレー、サンフランシスコにて、アメリカにおける文化やＩＴ事情に触れ
著名な最先端企業等を訪問し、アメリカのICT業界の最新動向や最新技術を学んでいただきます。

そこでは、今後の日本におけるビジネスや生活に影響を与える技術・知財、様々なヒントを得る
ことが出来るのではないかと思います。

本ツアーを通じて、現地でしか経験出来ない様な体験を肌で感じていただき、
更に参加メンバー同士の親睦と情報交流を深めていただきたいと思います。

期間：2019年11月10日（日） ～ 11月16日（土）7日間

会員の皆様におかれましては広くご紹介いただき、是非ご参加いただきますようご案内申し上げます。

主 催：ユニシス研究会

旅行企画・実施・お申込み先：株式会社日本旅行

所在地▶〒160-0017 東京都新宿区左門町16-1 四谷TNビル4階
営業時間▶平日9:30～17:30 定休日：土日祝

ツ ア ー 内 容 に つ い て の お 問 い 合 わ せ 先
参加手続きについてのご質問は「ユニシス研究会 海外スタディ・ツアー2019 ツアーデスク」にて承ります。

ご不明な点は下記までお問い合わせください。

ユニシス研究会 海外スタディ・ツアー2019 ツアーデスク
担当：遠藤・鈴木・大信田

TEL 03-5369-4510 FAX 03-3225-1008

旅行企画・実施：

総合旅行業務取扱管理者：大谷 崇

一般社団法人日本旅行業協会正会員



概 要募集要項

募集要項

【ツアー名称】 ユニシス研究会 海外スタディ・ツアー2019
【渡航期間】 2019年11月10日（日）～2019年11月16日（土）5泊7日

渡航に加えて事前研修会（10月18日（金））、事後研修会（11月29日（金））への参加を
あわせてお願いいたします。

【渡航代金】 580,000円 （お一人様 エコノミークラス／1名1室利用）
＊渡航代金には燃油サーチャージ・空港諸税が含まれます。

【利用航空会社】 全日空（ANA）
【ご宿泊ホテル】 Park 55 San Francisco – a Hilton Hotel
【食 事】 朝食5回、昼食4回、夕食4回（機内食含まず）
【添乗員】 同行いたしません。現地係員が対応いたします。

【募集人数】 18名(お申込は1社1名様までとさせて頂いておりますので、ご理解の程宜しくお願い致します。)
【最少催行人数】 15名
【申込方法】 別紙「参加申込書」に必要事項ご記入の上、下記申込先へE-mailまたはFAXでお送りください。
【申込先】 株式会社日本旅行 東京法人・コンベンション営業部担当：

担当：遠藤・鈴木・大信田
TEL 03-5369-4510（平日09:30～17:30）FAX 03-3225-1008
Email: takako_endo@nta.co.jp

【申込期限】 2019年8月30日（金）
（申込順定員になり次第、締め切らせていただきますので、予めご了承下さい。）

渡航手続きについての諸注意

渡航手続き① ＜パスポート>
今回のご旅行ではアメリカ入国時に90日以上の残存期間がある旅券（パスポート）が望ましいとされています。
（日本国籍の方）
未取得の方、有効期限が切れている方、残存期間が足りない方はご自身にてご用意下さい。

渡航手続き② <ESTA>
ESTAは、米国国土安全保障省により、2009年1月12日から義務化されました。
このオンラインシステムはビザ免除プログラム（VWP）の一部で短期商用・観光目的（90日以下）の目的で旅行する
すべてのビザ免除プログラム渡航者は米国行き航空機や船に搭乗する前にオンラインでESTA渡航認証を受けなけ
ればなりません。
通常一度認証を受けると米国への複数回の渡航が可能で、認証日より2年間有効です。
ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日をもって無効になりますのでご注意
ください。
日本旅行での代行取得につきましては、別途手続き料金をいただいてお受けいたします。
（申請代金 6,000円 ※実費・手数料込み）

海外旅行傷害保険
海外では万一の病気や事故の時、思いがけないほどの費用がかかります。
海外旅行傷害保険に必ず加入することをお勧めいたします。

事前研修会のお知らせ

日時：2019年10月18日（金）
15：00～18：30

会場：〒135-8560 東京都江東区豊洲１－１－１
  日本ユニシス（株）本社 6階

https://www.unisys.co.jp/com/location/honsha.html

★お問い合わせは：ユニシス研究会 事務局 外川まで
juua-info@unisys.co.jpまたは03-5546-7366
詳細につきましてはお申込み頂きました皆様に別途、
ご案内いたします。

事後研修会のお知らせ

日時：2019年11月29日（金）
15：00～18：30

会場：〒135-8560 東京都江東区豊洲１－１－１
  日本ユニシス（株）本社 6階

https://www.unisys.co.jp/com/location/honsha.html

詳細につきましては、事前研修会の席上にてご説明をさせて
いただきます。

mailto:takako_endo@nta.co.jp
https://www.unisys.co.jp/com/location/honsha.html
mailto:juua-info@unisys.co.jp
https://www.unisys.co.jp/com/location/honsha.html


事前研修会

事後研修会

日時：10月18日（金）15時～18時30分 会場：日本ユニシス（株）本社6階
ご参加いただく皆様同士のコミュニケーションを図り、ツアーに関するご説明をいたします。

日時：11月29日（金）15時～18時30分 会場：日本ユニシス本社 6階
ツアーを振り返り、報告書作成や来年度に繋がる意見交換を実施いたします。

日付 発着地 交通機関 発着時間 行程 食事

１

11/10

（日）

成田空港ご集合

成田空港発

サンフランシシスコ着

NＨ008便

専用バス

14:30

17:00

09:15

17:00

19:00

成田空港第1ターミナル 集合(結団式)

空路、サンフランシスコへ

[所要時間：9時間15分 時差－1７時間] 

到着後、市内視察へ

〇 昼食

・ホテルチェックイン

〇 夕食（市内レストラン）

【サンフランシスコ 泊】

機 内

昼 : 〇

夕：〇

２

11/11

（月）

サンフランシスコ滞在 現地交通

機関

又は徒歩

9:00

10:00

12:00

ホテルにて朝食後・移動

現地集合

★レクチャー受講

講演会場：McCormic&Kuleto’s Seafood

Restrant

◯ 昼食

●SF市内先端技術施設等視察

◯ 夕食（市内レストラン）

【サンフランシスコ 泊】

朝 : 〇

昼：〇

夕：〇

３
11/12
（火）

サンフランシスコ滞在

専用バス 午前

午後

ホテルにて朝食

●企業訪問 ➀

〇 昼食

●企業訪問 ②

〇 夕食（市内レストラン）

【サンフランシスコ 泊】

朝 : 〇

昼：〇

夕：〇

４
11/13

（水） サンフランシスコ滞在

専用バス 午前

午後

ホテルにて朝食

●企業訪問 ③

〇 昼食

●企業訪問 ④

★夕食は各自にてお召し上がりください。

【サンフランシスコ 泊】

朝 : 〇

昼：〇

夕：×

５ 11/14
（木）

サンフランシスコ滞在 終日

ホテルにて朝食

自由行動

＊オプショナルツアー等でお楽しみください。
〇夕食は市内レストラン

【サンフランシスコ 泊】

朝 : 〇

昼：×

夕：〇

６
11/15
（金）

ホテル発

サンフランシスコ発

専用バス

NH007便 11:00

ホテルにて朝食後、空港へ

空路、日本へ

[所要時間：11時間20分 時差17時間]

【機中泊】

朝 : 〇

機 内

７

11/16 
（土） 成田空港着 15:20

ご到着後、入国審査および税関手続き後 、解散

～お疲れ様でした～

上記スケジュールは2019年7月現在の予定表です。
航空会社などの諸事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【利用航空会社】 全日空（NH）
【ご宿泊ホテル】 Park 55 San Francisco – a Hilton Hotel （1名1室利用）
【食事条件】 朝食5回 昼食4回 夕食４回（機内食は含まず）

★訪問先企業は米国最大のインターネット企業をはじめとしたＩＴ企業他と、現在交渉を継続しております。
具体的な訪問先につきましては、事前研修会 10月18日（金）にてご案内申し上げます。

行程表



●募集型企画旅行契約
この旅行は、㈱日本旅行（以下「当社」といいます）が企画・募集する旅行でありこの旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」）を
締結することになります。

１．旅行の申込みと契約の成立
(１)当社所定の旅行申込書に必要事項をご記入の上、お一人様につき右記のお申込金を添えてお申込下さい。
お申込金は旅行代金、取消料、又は違約料の一部又は全部として繰り入れます。
(２)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立いたします。
(３)旅行残金は出発の21日前までにお支払いいただきます。
(４)団体、ｸﾞﾙｰﾌﾟ（家族）の代表者を契約責任者として契約の締結及び解除に関する取引を行います。

２．旅行中止の場合
ご参加のお客様が当ご案内に明示した最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場合、旅行開始日の前日から起算し
てさかのぼって23日目（取消料の項の注に規定するﾋﾟｰｸ時に旅行を開始するものについては33日目）に当たる日より前に連絡させて頂き、お預かりしている旅行
代金の全額をお返しします。

３．旅行代金に含まれるもの
ご案内に記載された日程に明示された交通機関の運賃（ｴｺﾉﾐｰｸﾗｽ）、送迎ﾊﾞｽ等の料金、宿泊料金、食事料金、ｽｰﾂｹｰｽ等2個の受託手荷物運搬料金（１個23
㎏以内）、現地係員費用、記載の食事料金、団体行動中のチップ・並びにサービス料、日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料、日本国外の空港税・
出国税及びこれに類する諸税

４．旅行代金に含まれないもの
超過手荷物料金、クリーニング、電報電話料金、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用、渡航手続関係諸費用。
お１人部屋を使用される場合の追加代金、日本国内におけるご自宅から出発空港までの交通費や宿泊費等。ｵﾌﾟｼｮﾅﾙﾂｱｰ料金等。

申込金（おひとり様）

旅行代金の20％

５．取消料
お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより、旅行契
約を解除することができます。なお、取消日とは、お客様が当
社の営業日、営業時間内に解除する旨お申出頂いた時を基
準とします。〈表〉取消料

旅行契約の解除期日 取消料（おひとり）

旅行開始日の前日から起算
してさかのぼって、40日目以降
31日目にあたる日まで

ピーク時に旅行を開始する場合：
旅行代金の10％（5万円を上限）
ピーク時以外に旅行を開始する場合: 無料

旅行開始日の前日から起算
してさかのぼって、30日目に
あたる日以降15日目に
あたる日まで

旅行代金が50万円以上：10万円
旅行代金が30万円以上50万円未満：5万円
旅行代金が15万円以上30万円未満：3万円
旅行代金が10万円以上15万円未満：2万円
旅行代金が10万円未満：旅行代金の20％

旅行開始日の前日から起算
してさかのぼって、14日目に
あたる日以降3日目に
あたる日まで

旅行代金の20％

旅行開始日の前々日・
前日及び当日

旅行代金の50％

無連絡不参加及び旅行開始後 旅行代金の100％

<注>「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び、7月20日から8月31日までをいいます。

６．海外旅行傷害保険加入のおすすめ
安心して旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をおかけになることをお勧めいたします。

７．ご旅行条件・ご旅行代金の基準
この旅行条件・旅行代金は2019年6月21日を基準としています。

８．個人情報の取扱い
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいた
だいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するｻｰﾋﾞｽの手配及びそれらのｻｰﾋﾞｽの受領のための手続に必要な範囲内で利用させて頂きます。
※このほか、当社及び販売店では、①会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。当社は、当社が保有するお客様の
個人ﾃﾞｰﾀのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との
間で、共同して利用させて頂きます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のためにこれを
利用させて頂くことがあります。
なお、当社グループ会社の名称及び各会社における個人情報取扱い管理者の氏名については、当社ホームページ(http://www.nta.co.jp/)をご参照ください。当
社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パ
スポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データをあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人
データの提供の停止を希望される場合は、当社担当者まで、ご出発の10日前までにお申し出ください。

ご旅行条件 (要約)
お申し込みの際、必ず「海外募集型企画旅行条件書」を別途お受け取りいただき、ご確認の上、お申し込みください。
なお、「海外募集型企画旅行条件書」は当社ホームページ http://www.nta.co.jp からもご覧になれます。

パンフレット承認番号 ソリ19-040

ご旅行条件

https://www.nta.co.jp/
https://www.nta.co.jp/


男

・

女

〒　 -
電話： - -

英語表記： 英語表記：

〒　 -

〒  - 現住所と同じ

渡航期間中有効なESTAを持っている　⇒　有効期限 まで有効

持っていない　⇒　ご自身で申請する

持っていない　⇒　弊社にて代理申請（申請代金　6,000円 ※実費・手数料込み）

emailへのご連絡 ご勤務先への電話連絡 携帯電話への電話連絡 （ ）

ご自宅 ご勤務先 その他  （ ）

※アレルギーなど特記事項をご記入ください。

ご勤務先
（連絡先）

電話
番号

E-MAIL
FAX
番号

お名前

フリガナ

ご勤務先
（会社名）

部署名

ご勤務先
（住所）

役職

フリガナ

姓
出生地

名

航空便の予約名となりますので、パスポート通りの記載をお願いします

ローマ字

フリガナ

国籍

ご自宅
（住所）

参加申込書
お問合せ先：株式会社日本旅行 東京法人･コンベンション営業部　担当: 遠藤・鈴木・大信田

FAX: 03-3225-1008／Mail: takako_endo@nta.co.jp

年 月

性別

日
生年
月日

□個人情報取り扱いについて同意の上申込みます

TEL: 03-5369-4510 （営業時間：月～金 09:30-17:30 ＊土日・祝祭日休業）

英語表記：

【お客様の個人情報の取り扱いについて】
①当社では、お客様からご提供いただいた個人情報を厳重に管理し、申込みいただきました宿泊、交通の手配、お客様との間の連絡ならびにこれらに付随
する業務を行うために利用します。
②その他、当社の個人情報の取扱いにつきましては当社ホームページ（http://www.nta.co.jp)をご参照ください。
③個人情報の取扱いに関する問合せ先：株式会社日本旅行東京法人コンベンション営業部（担当：大谷　崇）TEL：０３－５３６９－４５１０

連絡方法

電子渡航
認証ｼｽﾃﾑ

(ESTA)

書類送付先

その他

緊急
TEL

国内緊急
連絡先

住所

お名前 続柄

『ユニシス研究会 海外スタディ・ツアー2019』

mailto:takako_endo@nta.co.jp
https://www.nta.co.jp/


◎ 下欄にパスポートのコピー(顔写真ページ)を貼り付けてください。

ご提出先：株式会社日本旅行 東京法人･コンベンション営業部 担当: 遠藤・鈴木・大信田 

FAX: 03-3225-1008／Mail: takako_endo@nta.co.jp 

TEL: 03-5369-4510 （営業時間：月～金 09:30-17:30 ＊土日・祝祭日休業）  

有効なパスポートコピーを下欄に貼り付けていただきご提出ください。 

今回のご旅行には、有効期限が 2019 年 11 月 16 日以降のパスポートが必要です。 

(パスポートの写真の右下、有効期限満了日をご確認ください。) 

ユニシス研究会 海外スタディ・ツアー2019

パスポートコピー貼付用紙 

〔追記ページ見本〕 

お名前の訂正をおこなった方は、下記追記のページも併せてご返送ください。 

（SEE PAGE 4 の記載がある場合は 4 ページ目を貼り付けてください） 

10.APR.2011 

ここに貼り付けてください 

勤務先名 氏名 

mailto:takako_endo@nta.co.jp



