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ユニシス研究会
全国フォーラム2016

新　潟
開 催 日：2016年10月7日（金）・8日（土）
主 会 場：ANAクラウンプラザホテル新潟

越後の秋！ 心を満たし、贅を極める新潟！
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受付開始	 13：00
ご 挨 拶 	 14：00 ～14：15	 ユニシス研究会 会長　片山 雄一　（株式会社オリエンタルランド 取締役専務執行役員）
   日本ユニシス株式会社 代表取締役社長　平岡 昭良
記 念 講 演 	 14：15～15：45	 	「世界を旅して 〜ふるさとに思うこと〜」 女優・エッセイスト 星野 知子氏
特 別 講 演 	 16：05～17：15
	 特別講演 	「日本史がおもしろくなる日本酒のはなし」
 特別講演 	「日本酒造りは地域創り 〜日本で一番夕日がきれいな小学校で造る酒〜」
 特別講演 	「 開発プロジェクトの生産性評価に関する事例」
	 	 「未来を見据えた日本ユニシスのデータ駆動な取組み」
情報交換会 	 17：30 ～19：10	 会員同士の情報交換およびアトラクション
※�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ご了承ください。※�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ご了承ください。

女優・エッセイスト　星野	知子氏

新潟県長岡市出身。法政大学社会学部社会学科卒業。
1980 年、NHK 連続テレビ小説「なっちゃんの写真館」で主演デビュー。ニュース
番組キャスターや音楽番組の司会を務めるほか、ドキュメンタリー番組への出演も
多く、世界50か国近くを歴訪。
1998年には映画「失楽園」にて、日本アカデミー賞助演女優賞優秀賞を受賞。
2010年3月まで、NHK連続テレビ小説「ウェルかめ」にレギュラー出演。
2012年、「僕達急行〜A列車で行こう〜」、「この空の花〜長岡花火物語〜」に出演。
2015年、NHK-BS1「武士の娘」に出演。
2006年〜 2011年、文化庁、世界文化遺産特別委員会委員。
2008年からJICA「国際協力高校生エッセイコンテスト」審査員長。
主な著書： 『ふる里へ』 ＊中越地震復興のため印税の一部を寄付
 『今を生きる「武士の娘」鉞子へのファンレター』　など著書多数

はっきりした四季と変化に富んだ地形。日本はなんと豊かで美しい。
外国を旅するようになって実感したことです。特に新潟は季節も風景も
あざやか。歳を重ねると、自分がそんな故郷の風土に育まれてきたと
気づくものです。そして、先人たちもきっとそうに違いない・・・と。
河井継之助や杉本鉞子に思いを馳せてお話しします。

「世界を旅して
～ふるさとに思うこと～」

10/7金 記念講演　14：15 〜15：45

Profile

1日目
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10/7金 特別講演　16：05 〜17：15

「日本史がおもしろくなる日本酒のはなし」特別講演

特別講演

特別講演

1

2

3

上杉謙信、鷹山を祖とする上杉伯爵家の分家である上杉子爵家の９代目当主。日本酒で
紐解く日本史の話をご紹介します。越後にゆかりのある上杉家の話をはじめ、現在の武田
家、真田家などとも親交があり、子孫だからこそ話せる謙信の秘密をお話します。

日本地酒協同組合	専務理事、有限会社佐奈井	代表取締役　上
うえ

杉
すぎ

	孝
たか

久
ひさ

氏

「未来を見据えた日本ユニシスのデータ駆動な取組み」

IT分野の代表的な生産性指標であるFP生産性は、開発プロジェクトの真の価値を表現で
きず、生産性向上に伴う工数の削減効果も計測できないという問題があります。この問題を
解決するため、新たな生産性評価手法である「工数生産性評価モデル」を構築しました。FP
生産性の問題点や、工数生産性評価モデルの概要についてご紹介します。

ユネスコ食文化都市である山形県鶴岡市に日本ユニシス総合技術研究所の分室を開設しました。分室
は最先端のバイオテクノロジーを用いて細胞の代謝物質を網羅的に計測・分析し、コンピュータで解析・
シミュレーションして医療・環境・食品などに応用する鶴岡バイオサイエンスパークの中にあります。地
域振興、オープンなイノベーション、データ駆動な研究を中心に日本ユニシスの取り組みをご紹介します。

ユニシス研究会サポート委員長　日本ユニシス株式会社	フェロー・総合技術研究所長　羽田	昭裕

2015年度エッカート賞を受賞した論文活動　東北インフォメーション・システムズ株式会社　佐
さ

藤
とう

	浩
ひろ

明
あき

氏

＜エッカート賞受賞者とのコラボレーション＞
「開発プロジェクトの生産性評価に関する事例 ～真の価値と工数削減効果を計測する手法」

「日本酒造りは地域創り ～日本で一番夕日がきれいな小学校で造る酒～」
佐渡「真野鶴」五代目蔵元、尾畑酒造株式会社	専務取締役　尾

お

畑
ばた

	留
る

美
み

子
こ

氏
東京での映画業界から地方の老舗蔵元への転身。つまづきながらも切り開いた海外展開。
そこで気付いたのは、日本酒の魅力は故郷の魅力そのものであるということ。そんなある日出
逢ったのが「日本で一番夕日がきれいな小学校」。廃校を仕込み蔵に。2014年、「学校蔵」と
名付けられたその場所から地域の未来創りが始まりました。

1日目

佐渡高校、慶応大学卒業後、東京に残り日本ヘラルド映画（当時）の宣伝部に所属。ハリウッド映画「氷の
微笑」「レオン」などの宣伝プロデュースを担当。1995年、角川書店「Tokyo Walker」編集者（現：尾
畑酒造社長）と結婚、帰郷して蔵を継ぐ。日本酒造組合中央会需要開発委員、農水省食料・農業・農村
政策審議会臨時委員など官公庁委員を務める。きき酒マイスター（日本醸造協会主催）、清酒技能鑑定
講習修了生（酒類総合研究所）、すしアドバイザー（すし知識海外認証制度）。

Profile

1952 年東京都出身。学習院大学卒業後、出版業界にて「食、酒、旅」のジャンルに従事。日本橋で
創業 60 年の老舗甘味屋を継承。料亭、居酒屋等を出店する傍ら、外食業コンサルタントとして活躍、
徹底した顧客満足を追及し、常識をくつがえすメニュー展開や、新しいスタイルの試飲販売を編み出し

「日本酒販売の革命児」とも称されている。より理解を深めてもらう日本酒セミナーや講演を年 100
回以上行っている。『日本史がおもしろくなる日本酒のはなし』など著書多数。

Profile

１９８４年、日本ユニバック（現日本ユニシス）入社。２００７年より総合技術研究所先端技術部長。
２０１１年に総合技術研究所長、2016年より現職。ユニシス研究会 サポート委員長、国立情報学研究所 
客員教授を兼任。

Profile
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金属加工の街・燕三条では、「工場の祭典」の期間中で、話題の〝SUWADA爪切り〟〝八角箸〟の制作現場
（オープンファクトリー）を見学し、越後の匠の技と職人気質を体感していただきます。城下町長岡ではふる
さとの偉人・河井継之助の足跡を辿ります。また、朝日酒造では、特別視察コースをご用意しました。

世界に認められた“ものづくりの街”燕三条と“歴史と文化の街”長岡を巡る旅

「佐渡島」これぞ王道！大満喫ツアー

新潟港ターミナル集合（7:15）→新潟港（7:55）《ジェットフォイル》→両津港（9:00）→佐渡金山《史跡見学》（10:00〜11:00）
→北沢浮遊選鉱場《産業遺跡見学》（11:00〜11:30）→昼食・八幡館（12:00〜13:00）→尾畑酒造《酒蔵見学・試飲》（13:10
〜14:00）→トキの森公園《見学》（14:30〜15:30）→両津港（16:25）→新潟港（17:30）→新潟駅（18:00）→新潟空港（18:30） 
※宿泊は新潟港ターミナル最寄りの「ホテル日航新潟」をお薦めしております。

ANAクラウンプラザホテル新潟（9:00）→マルナオ《箸制作工程 見学》（10:00〜10:40）→諏訪田製作所《爪切り鍛
造工程 見学》（10:50〜11:30）→昼食・二洲楼《松花堂弁当》（12:00〜13:00）→朝日酒造《講義、酒蔵見学、試飲》

（13:30〜15:00）→河井継之助記念館《見学》（15:30〜16:10）→長岡駅（16:20）
※こちらのコースは長岡駅解散となりますのでご注意ください。

日本海側最大の島、佐渡。佐渡沖を流れる対馬海流が運ぶ豊富な海の幸、そして江戸幕府の財源でも
あった金山と、日本の歴史や文化、手付かずの自然がよく残されているのも佐渡の大きな魅力です。佐渡
金山はじめ、産
業遺産〜真野
鶴の蔵元「尾畑
酒造」〜野生復
帰が進むトキの
ふるさとを巡る
旅にでかけてみ
ませんか。

秋深まる新潟で、会員企業同士の交流を深めてください。 下記プログラムA～Dのいずれかをお選びください。

参加費：8,000円

参加費：19,800円

B

A

▲マルナオ ▲諏訪田製作所 ▲河井継之助記念館

10/8土 地域見学会・親睦ゴルフ会2日目

▲ジェットフォイル ▲佐渡金山 ▲トキの森公園
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日本海夕日ラインを行く 新潟人気観光地めぐり

親睦ゴルフ会（中条ゴルフ倶楽部）

ANAクラウンプラザホテル新潟（6:00）→ホテル日航新潟（6:05）→中条ゴルフ倶楽部→1号車 新潟空港着（17:45）／2号車 
新潟駅着（18:00）
※宿泊は「ANAクラウンプラザホテル新潟」「ホテル日航新潟」をお薦めしております。

ANAクラウンプラザホテル新潟（9:00）→彌彦神社（10:00〜11:00）→宝山酒造《酒蔵見学・試飲》（11:20〜12:00）
→昼食・海風亭 日本海（12:30〜13:30）→寺泊「魚のアメ横」《買い物》（13:30〜14:00）→カーブドッチワイナリー

《ワイナリー見学・試飲》（14:40〜15:20）→日本海夕日ライン→新潟駅（16:00）→新潟空港（16:30）

雄大さと美しい自然の景観！
最上質の空間がここにある。
日本海に隣接した
新潟屈指のコース。

まったく趣が異なるドラマティックなレイアウト設計が魅力です。美しい赤松林に
囲まれた林間のアウトコース・池と低い立木が点在するシーサイドのインコース。
樹木と風と池をどう攻略するかがポイントです。ホールアウト後は天然温泉で
疲れた体を癒してください。

新潟ならではの魅力のひ
とつが、日本海に沈む
夕日。約337km の長い
海岸線を縦貫する道路は
「日本海夕日ライン」と
呼ばれています。越後の
パワースポット彌彦神社
から寺泊へ、海岸線に
沿って、さらに近年人気を集める新潟の魅力スポットを訪
ねます。

<中条ゴルフ倶楽部>
〒959-2709
新潟県胎内市村松浜字上原555
TEL：0254-45-3636
※ 参加料金の中には以下が含まれます。

■プレーフィ ■キャディフィ
■朝・昼食 ■パーティ代

秋深まる新潟で、会員企業同士の交流を深めてください。 下記プログラムA～Dのいずれかをお選びください。

参加費：7,000円

参加費：25,000円

C

D

▲アウトコース14番

▲彌彦神社

▲クラブハウス

▲カーブドッチワイナリー

募集定員：40名　最小催行人数：20名
「親睦ゴルフ会」の募集定員は80名
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10/7金 新潟半日観光コース
新潟みなと町 探訪
新潟はかつて北前船で栄えた歴史ある湊町。その風情を感じるスポットを
凝縮してご紹介します。ご昼食は海鮮丼で日本海沖の新鮮な地魚とお米の
美味さを堪能。メディアシップの最上階から市内を一望すれば、一足早く
新潟通になってフォーラムに臨めること、間違いなしです。
新潟駅（10:40）→市内ハイライト観光［萬代橋→県政記念館→湊稲荷神社］→みなとぴあ	新潟市歴史博物館《ガイド付見学》
（11:00〜11:40）→昼食・日本海《海鮮丼》（12:00〜12:40）→メディアシップ展望フロア《市内一望》（12:40〜13:00）→	
ANAクラウンプラザホテル新潟（13:15）

参加申込みについて

 Webサイトよりお申込みください。 http://www.yuni-ken.gr.jp/

 申込み締切り   2016年9月16日（金）17：00

●参加券と請求書
申込み締切り後、ご本人宛に「参加券」をお送りします。「請求書」は全国フォーラム終了後にお送りしますので、請求書記
載の指定口座にお振込み願います。なお、「参加券」および「請求書」は日本旅行からの代行発送とさせていただきます。
（全国フォーラムの申込み受付業務、宿泊手配、地域見学会／親睦ゴルフ会などの参加費の請求業務につきましては、
日本旅行に委託しております。）

参加申込み・FAXによる申込み・宿泊／交通手段に関して
株式会社日本旅行内		 TEL：03-5369-4532　FAX：03-3225-1008
ユニシス研究会デスク	 E-mail：unisys_forum@nta.co.jp

全国フォーラム講演・情報交換会に関して
ユニシス研究会事務局	 TEL：03-5546-7366
	 E-mail：juua-info@unisys.co.jp

お問い合わせ先

1日目
みなとぴあ 新潟市歴史博物館▶︎

募集定員：40名　最小催行人数：20名

参加費：3,000円
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料金について

●10月7日（金）情報交換会参加費：10,000円 （税込／お一人様）
※記念講演、特別講演は無料でご参加いただけます。
※情報交換会はお一人様ご参加につき10,000円（消費税込み）のご負担となります。

●10月7日（金）宿泊費 （お一人様）

●10月8日（土）地域見学会・親睦ゴルフ会参加費

●10月7日（金）新潟半日観光コース参加費

ホテル名 移　動 部屋タイプ 1泊朝食付き（税込） 1泊朝食無し（税込）

ANAクラウンプラザ
ホテル新潟

新潟駅（万代口より）	タクシー利用	約5分
	 徒歩	約10分

シングル 16㎡ 12,000 円 10,200 円
ツイン（1名利用）22㎡ 15,800 円 14,000 円

ホテル日航新潟
新潟駅（万代口より）	タクシー利用	約7分
主会場（ANAクラウンプラザホテル新潟）まで
徒歩12分

シングル 17㎡ 12,960 円 11,340 円

ホテルオークラ新潟
新潟駅（万代口より）	タクシー利用	約7分
主会場（ANAクラウンプラザホテル新潟）まで
徒歩11分

シングル 15㎡ 11,880 円 10,800 円

ラマダホテル新潟
新潟駅（万代口より）	徒歩	約1分
主会場（ANAクラウンプラザホテル新潟）まで
徒歩10分

シングル 13.7㎡ 8,100 円 7,020 円

ホテルサンルート
新潟

新潟駅（万代口より）	徒歩	約3分
主会場（ANAクラウンプラザホテル新潟）まで
徒歩10分

シングル15.8㎡ 7,560 円 6,480 円

種別 コース名称 参加費（税込）

A 「佐渡島」これぞ王道！大満喫ツアー 19,800 円
B 世界に認められた“ものづくりの街”燕三条と“歴史と文化の街”長岡を巡る旅 8,000 円
C 日本海夕日ラインを行く	新潟人気観光地めぐり 7,000 円
D 親睦ゴルフ会（中条ゴルフ倶楽部） 25,000 円

�

コース名称 参加費（税込）

新潟みなと町	探訪 3,000 円

キャンセルポリシーにつきましては、Webサイトをご確認ください。

　★親睦ゴルフ会をお申込みの方は、ゴルフ場にて朝食をご用意しておりますので、朝食無しのプランをご選択ください。

※上記参加費には貸切バス代、施設入場料、昼食代、国内旅行傷害保険代が含まれております。

※上記参加費には貸切バス代、施設入場料、昼食代、国内旅行傷害保険代が含まれております。



〈会場へのアクセス〉

主会場：	ANAクラウンプラザホテル新潟
住　所：〒950-8531　新潟市中央区万代5-11-20　TEL：025-245-3333（代表）	

新潟駅万代口より徒歩10分（タクシー5分）

JR新潟駅

●
新潟国際
情報大学

ＪＲ越後線 ＪＲ越
後線

上越新
幹線線

信
日本海

濃
川

信
濃

川

●新潟大学
　医学部

新潟県民会館●

新潟県政記念館●

●新潟市役所

●りゅーとぴあ新潟
　市民芸術文化会館

萬代橋
●

新潟市体育館●

●新潟大学

新潟大神宮●
新潟市旧齋藤家別邸●

ANAクラウンプラザ
ホテル新潟
ANAクラウンプラザ
ホテル新潟

●市立万代長嶺小●
ラブラ万代
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次年度「ユニシス研究会	全国フォーラム	2017」は、2017年10月		広島市にて開催を予定しております。


