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ユニシス研究会 全国フォーラム�
開催日：10月6日（金）・7日（土）�
主会場：札幌パークホテル�

A C C E S S

［主会場］�

札幌パークホテル�
札幌市中央区南10条西3丁目1番1号�
TEL.011（511）3131  http://www.park1964.com/�
�

［宿泊ホテル］�

札幌パークホテル TEL.011（511）3131�

札幌グランドホテル TEL.011（261）3311�

ホテルライフォート札幌 TEL.011（521）5211

交通案内�
■ JR札幌駅からタクシーで10分、�
　または地下鉄南北線で5分、中島公園駅下車徒歩1分。�
■ 新千歳空港からは車で50分、また札幌丘珠空港からは車で30分。�
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ユニシス研究会 会長挨拶�
株式会社ニチレイ　代表取締役社長　浦野 光人 氏�
�

   記念講演�

トヨタ自動車株式会社における�
内部統制の構築と評価�
～米国SOX法への対応と日本版SOX法による影響～�
トヨタ自動車株式会社　常務役員　辻 晶仁 氏�
�
16：10　16：30　休　憩�
�

     講演-1�

「知床の自然は本当にすごい！」のか？�
知床アウトドアセンター　代表　関口 均 氏�
�

     講演-2�

全日空が目指す感動品質�
～お客様の期待を常に上回る、質の高い客室サービスの提供を目指して～�

全日本空輸株式会社　上席執行役員  客室本部長　山内 純子 氏�
�

     講演-3�

品質は畑から�
～世界3000契約農家との品質戦略～�

サッポロビール株式会社　購買部原料グループリーダー　大串 憲祐 氏�
�

17：30　17：40　休　憩�
�

  情報交換会�

会員同士での情報交換�
次年度全国フォーラムのご案内�

※都合により講師、内容などが変更となる場合がありますので予めご了解願います。�
※会場の都合により、ご希望のセッションにご参加できない場合がありますので予めご了解願います。�

P r o g r a m【10月6日（金）】　受付開始 13：30



トヨタ自動車株式会社における�
内部統制の構築と評価�
トヨタ自動車株式会社　常務役員　辻 晶仁 氏�

記念講演�14：50～16：10

企業会計不祥事を契機とした米国での企業改革法制定に続き、日本

でも商法･金融商品取引法により内部統制の構築･評価･開示が要

求されるようになりました。内部統制が不祥事防止に絶対的に有効で

あるとはいえませんが､不祥事の大きな原因が｢業務の仕組み｣と｢仕

組みを実施する人間｣であることも考慮した上で内部統制を構築しなけ

ればなりません。そもそも内部統制とは経営のソフト・インフラとも言え、

そのスタイルは経営者により異なります。しかし、経営者自身のニーズを

満たす水準だけでは不十分であり、経営環境に照らしたステークホル

ダーの視点での水準を満たし、加えて経営の状況･結果をタイムリーか

つ正確に開示することが必要です。当社で米国企業改革法に対応す

る為に実施した内部統制の構築と評価について具体的に紹介します。�

「知床の自然は本当にすごい！」のか？�
知床アウトドアセンター　代表　関口 均 氏�

1957年、茨城県生まれ。1975年、（財）北海道ユースホステル協会勤務。1979年、西ドイツseebrogユースホステル勤務。1980～1981
年、札幌ライオンズユースホステル・宮ヶ丘ユースホステル勤務。1982～1984年、奈良ユースホステル勤務。1985年、京都花園大学入
学（89年卒業）。1988年、知床岩尾別ユースホステル経営。1991年、ガイド事業開始。【主なガイドツアー】○インタープリテーション（知
床五湖・フレペの滝等）○知床連山縦走○断崖シーカヤック○ネイチャースキーツアー○ツリーイング○流氷ウォーク○パラグライダー 等々
【所持資格等】北海道認定アウトドア資格・自然ガイド資格、パラグライダー・パイロット、モーターパラグライダー・パイロット、キャンプディレ
クター1級、CONE・自然体験活動コーディネーター、知床国立公園自然公園指導員 他 【役職】2004～2005年度、「うみ・やま・かわ」を
考える」検討委員（北海道庁）。2004～2005年度、知床ガイド協議会代表。�

講演－1 16：30～17：30

【1部】 今まで行ってきたガイドツアーをもとにして、知床の自然を紹介・

解説していきます。そして自然との接し方、自然の面白さ、環境

的要素などについてお話します。�

【2部】 過去・現在・未来の知床の問題点について、そしてその問題点

はどこから来るのかを考え、解決の糸口を探っていきます。�

【3部】 「知床の自然は本当にすごい！」のか？「本当にすごい！」のなら、

その凄さはどこにあり、それをちゃんと見せることが出来ているのか？

現在見せられていないのなら、その原因はどこにあるのか、どうし

たら見せることが出来るのかを探していきます。�

全日空が目指す感動品質�
～お客様の期待を常に上回る、質の高い客室サービスの提供を目指して～�
全日本空輸株式会社　上席執行役員  客室本部長　山内 純子 氏�

講演－2 16：30～17：30

競争が激しさを増す航空業界においては、顧客獲得を目指して各社とも

に客室サービスや快適性の向上にしのぎを削っています。お客様のニー

ズも年々多様化してきている中、客室乗務員に対しても質の高いサービ

スが求められています。�

「常にお客さまの期待を上回るサービス」への取り組みと、自身の客室

乗務員としての経験を通じて得た「もてなしの心」「サービスの本質」に

ついて紹介いたします。�

品質は畑から ～世界3000契約農家との品質戦略～�
サッポロビール株式会社　購買部原料グループリーダー　大串 憲祐 氏�

1964年、熊本県熊本市生まれ。京都大学農学部修士課程終了後、1990年、サッポロビール株式会社に入社、ビール麦の育種を担当。
2004年、名古屋大学（社会人選抜）で博士号取得。現在、同社購買部でビール原料の調達と協働契約栽培の実務を統括。 

講演－3 16：30～17：30

おいしいビールをつくるには、いい原料が必要です。ビールづくりを工場

からではなく畑から始め、品質をつくりこむことは、創業以来130年間サッ

ポロビールが持ち続けてきたこだわりです。サッポロビールは、技術者が

世界中の畑で生産者とともに大麦やホップを育てる「協働契約栽培」と

いう取組みを続けています。食の安全・安心に対するお客様の信頼が

揺らぐ中、社員と世界中すべての契約農家へ浸透させたサッポロビール

の原料に対する”こだわり”をお話します。 

講演－1  講演－2  講演－3 は、いずれかの講演を選択�

L e c t u r e  o u t l i n e  &  P r o f i l e

●プロフィール�

1975年3月、慶應義塾大学経済学部卒業。1975年4月、トヨタ自動車工業株式会社入社。1982年7月、トヨタ自動車株式会社へ社名
変更。1997年1月、米国トヨタ自動車販売株式会社出向。2005年1月、トヨタ自動車株式会社グローバル監査室室長。2005年6月、同
社常務役員就任。（現在に至る） �

●プロフィール�

●プロフィール�

宮崎県延岡市出身。1968年、県立延岡高等学校卒業。1970年、全日本空輸株式会社（ANA）入社。客室乗務員として伊丹空港（現・
大阪国際空港）を拠点にフライトに従事。1991年に管理職に昇格。1995年、客室本部関西空港支店客室部客室乗務課リーダー。
1998年、客室本部客室業務部担当部長。1999年、客室本部教育訓練部部長。2002年、客室本部東京客室部部長など、客室部門の
要職を歴任。2004年には、航空業界“初”の女性役員となる執行役員客室本部長に就任。2006年、上席執行役員客室本部長。現在、
4,000人にも及ぶ客室乗務員の育成に尽力するなど、感動を生む質の高いサービスで、国内はもとよりアジア一のエアラインを目指す。�

●プロフィール�

～米国SOX法への対応と�
日本版SOX法による影響～�



■10月7日（土） 地域見学会参加費�
○印は参加。－印は不参加またはなし。�

フォーラム�
参加タイプ�

参加費�
（消費税込み）�

無　料�

10,000円�

講　演� 情報交換会�

①�

②�

※上記料金は、いずれも１泊朝食付の税金・サービス料込みの料金です。�

�（冷蔵庫・クリーニング代等は別途個人会計となります）�

※ ご予約は申込先着順に受け付け、ご希望のホテルが満室の場合にはご連絡の上、�

　他のホテルをご案内させて頂きます。前泊・後泊も承ります。�

札幌パークホテル�
［TEL：011-511-3131］�

札幌パークホテル�
［TEL：011-511-3131］�

ホテル名� 料金（消費税込み）� 条　件�

13,000円�

19,000円�

1泊朝食税サ込み�
シングルルーム利用�

札幌グランドホテル�
［TEL：011-261-3311］�

札幌グランドホテル�
［TEL：011-261-3311］�

ホテルライフォート札幌�
［TEL：011-521-5211］�

13,000円�

9,000円�

18,000円�
1泊朝食税サ込み�
ツインのシングル利用�

1泊朝食税サ込み�
ツインのシングル利用�

1泊朝食税サ込み�
シングルルーム利用�

1泊朝食税サ込み�
シングルルーム利用�

■10月6日（金） 全国フォーラム参加費�

■10月6日（金） ご宿泊費�

プログラム種別�

プログラム A

参加費注1�
（消費税込み）�

9,000円�

10月7日（土）�

札幌近郊コース（日帰り）�

プログラム B 9,000円�小樽方面コース（日帰り）�

プログラム C 9,000円�富良野・美瑛コース（日帰り）�

プログラム D 48,000円�知床半島方面コース（1泊2日）注2

プログラム E 25,000円�親睦ゴルフコース注2

�

注1　各コースとも、お帰りの空港からの料金は含まれておりません。�
注2　プログラムD・知床半島方面コースおよびプログラムE・親睦ゴルフコースにご参加され前日に宿泊される

場合は、札幌パークホテルにご宿泊いただきますようお願いいたします。�

10月6日（金）・7日（土） 航空券運賃ご参考�

新千歳空港から会場の札幌パークホテルまでのシャトルバスをご用意しています。�

参加お申込み時にシャトルバス利用のご希望をお伺いいたします。   �

・下記運賃は2006年7月現在の運賃です。運賃の変更がある場合があります。   �

・実際のフライト時刻と料金はhttp://apollon.nta.co.jp/unisys2006/にてご確認ください。   �

・表示の運賃は普通運賃です。割引運賃につきましては、http://apollon.nta.co.jp/unisys2006/をご覧ください。   �

・航空券の手配は、株式会社日本旅行にてお申し込みいただけます。�

月日� 区　間� 普通運賃�

往
　
路�

復
　
路�

東京（羽田） →　札幌（千歳） 29,800円 1時間35分�

新潟 →　札幌（千歳） 26,500円 1時間15分�

大阪（伊丹） →　札幌（千歳） 36,900円 1時間50分�

福岡 →　札幌（千歳） 45,900円 2時間15分�

仙台 →　札幌（千歳） 25,500円 1時間10分�

秋田 →　札幌（千歳） 22,300円 55分�

名古屋（中部） →　札幌（千歳） 33,400円 1時間40分�

福島 →　札幌（千歳） 28,700円 1時間20分�

小松 →　札幌（千歳） 32,700円 1時間30分�

富山 →　札幌（千歳） 30,500円 1時間25分�

広島 →　札幌（千歳） 40,900円 1時間50分�

札幌（千歳） →　東京（羽田） 29,800円 1時間35分�

札幌（千歳） →　新潟 26,500円 1時間10分�

札幌（千歳） →　大阪（関西） 36,900円 2時間10分�

札幌（千歳） →　福岡 45,900円 2時間20分�

札幌（千歳） →　仙台 25,500円 1時間10分�

札幌（千歳） →　秋田 22,300円 55分�

札幌（千歳） →　名古屋（中部） 33,400円 1時間40分�

札幌（千歳） →　福島 28,700円 1時間20分�

札幌（千歳） →　小松 32,700円 1時間35分�

札幌（千歳） →　富山 30,500円 1時間30分�

札幌（千歳） →　広島 40,900円 2時間00分�

女満別 →　東京（羽田） 36,800円 1時間50分�

女満別 →　大阪（関西） 43,400円 2時間30分�

所要フライト時間�



■10月7日（土） 全国フォーラム・地域見学会� ■参加申込みについて�
プログラムA～Eのいずれか一つを選択ください�・募集定員：40名 ・最小催行人員：15名�

札幌の歴史巡りコース�
大倉山ジャンプ競技場は１９７２（昭和４７）年の冬季オリンピック札幌大会９０ｍ級ジャンプの舞台となった
場所です。標高３０７ｍにあるジャンプ競技のスタート地点から札幌市街や雄大な石狩平野が一望できます。
「札幌ウィンタースポーツミュージアム」では、最新のシミュレータによりスキージャンプやバイアスロンなど
のウィンタースポーツを疑似体験できます。次に訪れる北海道開拓の村は、開拓当時の情景を再現展示
して、北海道の開拓の歴史を身近に学ぶことのできる野外博物館です。サッポロビール園では北海道の
代表的料理であるラムジンギスカンをご賞味下さい。最後に恵庭ガーデニングは市民の「自分の庭を花で
きれいに飾りたい」との思いから始まったガーデニングですが、今では日本を代表する見事なガーデニングです。 

A
札幌近郊�
コース�
（日帰り）�

9,000円�

予定コース� ホテル�

参加券と請求書�

インターネットよりお申込み�

http://apollon.nta.co.jp/unisys2006/

      FAXよりお申込み         （同封の申込書をご利用下さい）�

03-3592-0880�
       お申込み締切り�

平成18年9月29日（金）�

申込み方法�

申込み締め切り後、ご本人宛てに「参加券」をお送りします。�

「参加費請求書」は開催後お送りします。�

参加費は請求書に記載の指定口座へお振込み願います。�

参加券、請求書は株式会社日本旅行から代行発送されます。�

なお全国フォーラム宿泊手配及び二日目の旅行手配につきましては、�

株式会社日本旅行 東京法人営業部に依頼しております。�

日本ユニシス株式会社内　ユニシス研究会事務局�
〒135-8560　東京都江東区豊洲1-1-1�
juua-info@unisys.co.jp�
TEL：03-5546-7366　FAX：0120-548317

全国フォーラム講演、�
情報交換会に関する�
お問合せ先�

株式会社日本旅行 東京法人営業部�
masako_taguchi@nta.co.jp�
TEL：03-3593-0321　FAX：03-3592-0880�
（担当：田口、谷）�

参加申込・宿泊・地域見学会に�
関するお問合せ先�

北海道開拓の村� 昼食�
（サッポロビール園）�

15：10ごろ�8：30

大倉山ジャンプ競技場�
ウインタースポーツミュージアム� 恵庭ガーデニング� 新千歳空港�

世界自然遺産・知床半島コース�
世界自然遺産に登録（２００５年７月１４日）された北海道・知床。雄大な大自然の中をヒグマ、エゾシカが歩
き回り、オオワシ、サケ、トド、クジラなどが国境を越えて空と海を行き来する、まさにﾒ世界の宝ﾓ です。オシン
コシンの滝：80mの崖を勢いよく落ちるふた筋の滝は「双美の滝」とも呼ばれ、知床の名所のひとつになっ
ています。知床五湖：知床の代名詞ともいえる大小5つの湖、知床五湖は、季節によって様々な表情を見
せてくれます。翌日は知床観光のハイライト知床観光船にご乗船いただきます。波に削られた知床西海岸
の断崖を間近に観光いただきます。�

D
知床半島方面�
コース�
（1泊2日）�

48,000円�

予定コース�
ホテル�

ホテル�

女満別�
空港�

小清水�
湿生花園�

知床自然センター�
（昼食）�

トーヨーグランドホテル�
（昼食）�

17：00ごろ�6：15
オシンコシンの滝�千歳�

空港�

人気の旭山動物園と大自然富良野・美瑛コース�
日本最北にある大人気の旭山動物園を訪問。動物を自由に見せる独自の「行動展示」で全国から注目
の動物園。360度見学可能な水中トンネルが話題の「ぺんぎん館」や「あざらし館」等がご覧いただけます。
次に北海道を象徴するような富良野の大自然は、これまでテレビドラマ「北の国から」をはじめCMのロケ地
として利用されています。憧れのドラマロケ地や、パッチワークのような美瑛の丘や美瑛の美しい風景を日

本中に知らせることになった風景写真家・前田真三の作品が展示されている拓真館を訪問します。�

C
富良野・美瑛�
コース�
（日帰り）�

9,000円�

予定コース� ホテル� 旭山動物園�
18：00ごろ�8：00
新千歳空港�

小樽散策・余市ニッカウヰスキー工場コース�
小樽港は１８８９（明治２２）年には特別輸出港に、１８９９（明治３２）年には国際貿易港に指定され、さらに日
露戦争後は南樺太の消費物資の供給地となるなど、小樽はこのころから急速に発展し、繁栄の一途をた
どりました。旧日本郵船（株）小樽支店（国指定重要文化財）、日本銀行旧小樽支店（小樽市指定有形
文化財）など、近代建築が数多く建てられました。これら明治、大正、昭和初期の建造物は現在も数多く
残されており、歴史や文化を今に伝え、小樽らしい街並みを形成しています。次に石原裕次郎記念館は俳
優、歌手として絶大な人気を誇った不世出の大スター・石原裕次郎の素顔を紹介。実際に撮影で使用さ
れた衣装をはじめ、愛車のベンツ、キャデラックなど、貴重な展示物が並ぶ。映画のワンシーンを再現したコー
ナーもあり、小樽を愛した裕次郎の面影を見ることができます。最後に竹鶴政孝翁がスコットランドで学び、
1936年余市でのウイスキー蒸溜開始以来続けられる石炭直火焚き蒸溜法。この古い蒸溜法を変えるこ
となく守る余市蒸溜所には、政孝翁の夢と情熱が、琥珀色に包まれて今も生きています。�

B
 小樽方面�
コース�
（日帰り）�

9,000円�

予定コース� ホテル� 昼食�
16：00ごろ�9：00

小樽観光・自由散策� 余市ニッカウヰスキー工場� 新千歳空港�

美瑛・富良野（昼食）�
�

知床五湖�
（散策）� 知床プリンスホテル�

各　地�
16：30ごろ�8：15～9：45

開陽台展望台� 女満別空港�遊覧船（知床観光）�

1日目�

2日目�

恵庭カントリー倶楽部�
恵庭カントリー倶楽部は、北海道の大自然に恵まれ、名匠・富澤廣親の遺作として設計された戦略性に富んだ本
格的トーナメントコースとして、北海道はもとより関西・関東のプレイヤーにも人気の高いゴルフ場です。自然林に
囲まれ、広いフェアウェイと大きなグリーンなど北海道の自然と広さを生かし、１０月は色鮮やかな紅葉を眺めながら
ラウンドを楽しむことができます。コースは摩周コース、阿寒コースそして支笏コースの27ホールです。また、白樺の
林と美しい花に囲まれた豪華なクラブハウスでは、皆様の交流の場としてお食事などゆっくり楽しんでいただきます。
恵庭カントリー倶楽部　〒061-1422 北海道恵庭市 盤尻 53番地2  TEL.（0123）33-0001 http://www.eniwa-cc.com/

ご同伴され、1日目の全国フォーラムに参加されない方のために平日の観光コースをご用意しています。
本コースは、現地でお申込みを承ります。詳細は当日、受付にてご説明させていただきます。�

E
親睦ゴルフ�
コース�
25,000円�

予定コース� ホテル�
16：00ごろ�6：30

恵庭カントリー倶楽部� 新千歳空港�

10/6（金）�
オプションコース�


