
ユニシス研究会
全国フォーラム 2019  関西・北陸

関西・北陸から発信！ 
美しい伝統とまだ見ぬ未来へ…

開催日：2019年10月25日（金）・26日（土）
主会場：ザ・リッツ・カールトン大阪

令 和 元 年

提供：経済産業省
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※	上記２日間のプログラムは都合により講師、内容などが変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

※	10：00〜12：15	オプションとして企業見学コースがあります。

『人生はチャレンジ！
ホップ・ステップ・
イノベーション！！』
Profile

プ
ロ
グ
ラ
ム

1
10/25金

日目

2
10/26土

日目

受付開始 12:30

オープニングセッション　シンガー 倉木 麻衣氏

記念講演 13:30~15:40 ご挨拶 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 取締役副社長執行役員）
 日本ユニシス株式会社 代表取締役社長　平岡 昭良
人生はチャレンジ！ ホップ・ステップ・イノベーション！！ 大阪観光局 理事長  溝畑 宏氏

関西セッション なにわのシンボルタワー通天閣とリノベーション  通天閣観光株式会社 代表取締役会長  西上 雅章氏
北陸セッション 16:10~17:10 文化都市金沢の観光戦略 ～四季折々、ほんものの日本を五感で発見できるまち～  金沢市観光協会 副理事長  八田 誠氏
ユニ研セッション ◆エッカート賞受賞チーム成果発表 研究活動 東北グループ　◆未来に向けての研究活動

情報交換会 17:30~19:10 会員相互の情報交換

地域見学会

A ザ・なにわ！ こてこて大阪コース
B あなたの知らない大阪コース
C 日本の原点　古都奈良・京都コース
D 本物の日本を五感で発見　福井・金沢コース

親睦ゴルフ会 E 六甲国際ゴルフクラブ

関西観光の「司令塔」として、2025年
大阪・関西万博の誘致を実現させた
溝畑氏が世界最高水準の国際観光都
市を目指す大阪の取り組みについて、
溝畑氏の人生のチャレンジを交えなが
らお話しします。
「空気で仕事をするな。データを示せ」　
DMOとして日本一のマーケティング・

リサーチ能力の強化を目指す
大阪観光局におけるデータ
利活用の取り組みも合わ
せてお話しします。

公益財団法人 大阪観光局 理事長

溝畑  宏（みぞはた ひろし）氏

1960年 京都府生
1985年 東京大学法学部卒業、自治省入省。
2002年 大分県企画文化部長。
2004年 （株）大分フットボールクラブ代表取締役。
2008年 Jリーグナビスコ杯優勝。
2010年 国土交通省観光庁長官。
2012年 内閣官房参与、大阪府特別顧問、京都府参与。
2015年 大阪観光局理事長（大阪観光局長）。
大阪府市都市魅力戦略推進会議会長。
2017年 大阪府・大阪市IR推進会議座長。大阪・
関西スポーツツーリズム＆ＭＩＣＥ推進協議会 会長。

【受賞歴】
2002年9月 2002年ワールドカップ日韓開催功
労賞（韓国サッカー協会より）
2010年11月 ベストドレッサー賞
2012年1月 経済界大賞

【著書】
「溝畑流・日本列島観光論 逆転こそNippon！」（講談社）
「爆走社長の天国と地獄 大分トリニータV.S.溝畑 宏」 
木村 元彦 著（小学館新書）

【主な出演歴】
TBS「あさチャン」「報道特集」、テレビ東京「カンブリア
宮殿」、NHK「日曜討論」、日本テレビ「真相報道バン
キシャ」、フジテレビ「報道2001」、テレビ朝日「モー
ニングバード」「ビートたけしのTVタックル」、読売テレ
ビ「ウェークアッププラス」

金10/251日目記念講演
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なにわのシンボルタワー通天閣とリノベーション

文化都市金沢の観光戦略 ～四季折々、ほんものの日本を五感で発見できるまち～

運転手のための「車内BGM」 ～感情認識×音楽で安全運転支援～

明治45年、パリのエッフェル塔と凱旋門をイメージして
初代通天閣は華 し々く誕生した。
戦時中に火災で焼失するが、二代目が再建され、
今日まで人々の暮らしをじっと見守ってきた通天閣。
大阪商人の発展を支え続けた新世界の文化、
未来に向けた熱い想いを語ります。

重層的な歴史文化を土壌に創造的なまちづくりに取り
組んできた金沢。2015年3月北陸新幹線金沢開業。
その利用者数は在来線利用者の3倍に上り、欧米豪
を中心に外国人観光客も急増。地域経済への波及
効果も大きい。地域を巻き込んで文化を柱に据えた
観光戦略に取り組んできた事例を紹介。併せて、課題
を踏まえた今後の展開についてもお話しします。

日本ユニシスグループアンバサダーの倉木麻衣氏によるミニコンサートを行います。

会員相互の交流／情報交換を行いながら、関西・北陸地方ならではの食事とお酒、アトラクションをお楽しみください。

西上 雅章（にしがみ まさあき）氏
通天閣観光株式会社 代表取締役会長

八田  誠（はった まこと）氏
金沢市観光協会 副理事長

白河オリンパス株式会社　熊田 凱氏　　東北インフォメーション・システムズ株式会社　久住 大氏

ユニアデックス株式会社 未来サービス研究所長（ユニシス研究会 研究活動運営委員会 サポート副委員長）  小椋 則樹
コーディネーター：紀陽情報システム株式会社 常務執行役員（ユニシス研究会 研究活動運営委員長）  光定 大

◆エッカート賞受賞チーム成果発表　　2018年度 研究活動  東北グループ

◆未来に向けての研究活動

倉木 麻衣（くらき まい）氏
シンガー
立命館大学産業社会学部 客員准教授
日本ユニシスグループ アンバサダー

1974年　追手門学院大学 経済学部卒業　
1985年　有限会社いづみ 社長就任
1987年　通天閣観光株式会社 取締役就任
1995年　同社 副社長就任
1997年　同社 代表取締役副社長就任
2003年　同社 代表取締役社長就任
2015年　一般社団法人 大阪市音楽団理事就任
2015年　追手門学院大学 客員教授就任
2019年　通天閣観光株式会社 代表取締役会長

就任

石川県金沢市生まれ。立命館大学卒業。
1979年に金沢市役所に入庁。2009年企画調整課長、
2012年市長公室長、2013年経済局長。2018年３月
金沢市役所退職。
在庁中は、北陸新幹線開業に向けた諸事業やユネスコ
創造都市ネットワークのクラフト分野における世界初認
定、さらには、金沢の「食と工芸」を東京で発信する
拠点「dining gallery銀在の金沢」の開設・運営に取
り組むなど、創造的なまちづくりとその魅力の世界に向
けた発信に従事した。金沢市役所退職後の2018年4月
に一般社団法人金沢市観光協会専務理事、同年6月か
ら副理事長として、金沢市の観光振興に取り組んでいる。

Profile

Profile

1999年『Love, Day After Tomorrow』で日本デビュー。
ミリオンヒットを立続けに記録し日本を代表する女性シンガーとなる。
音楽活動と並行して震災の復興やカンボジア寺子屋支援など、社会
活動にも積極的に参加。
2016年4月より日本ユニシスグループ アンバサダーに就任。

Profile

金10/251日目オープニングセッション

金10/251日目情報交換会

関西セッション

北陸セッション

ユニ研セッション

金10/251日目いずれかをお選びください



4

土10/262日目地域見学会・親睦ゴルフ会

ザ・リッツ・カールトン大阪（8:50発）【貸切バス】⇒堺市博物館・仁徳天皇陵（9:30〜10:45）⇒堺市役所展望台（11:00〜
11:20）⇒昼食／河内ワイン（12:10〜13:20）⇒観心寺〈住職による案内〉（14:10〜15:10）⇒天野山金剛寺（15:40〜16:30）⇒
新大阪駅（17:40着）⇒伊丹空港（18:10着）

ザ・リッツ・カールトン大阪（8:15発）【貸切バス】⇒通天閣展望台（8:30〜9:30）⇒あべのハルカス（9:45〜10:45）⇒大阪城
（11:15〜12:30）⇒昼食／づぼらや道頓堀店（12:50〜13:50）⇒蓬莱本館・豚まん手作り体験／道頓堀周辺散策（14:00〜
16:30）⇒新大阪駅（17:00着）⇒伊丹空港（17:30着）

本年7月に正式に世界遺産に登録された「百舌鳥（もず）・古市古墳群」、その
中でも「世界最大級の墳墓」とされる「仁徳天皇陵古墳」について「堺市博物館」
で学び、「堺市役所展望台」からその姿を望むことができます。「河内ワイン」では
昭和から続く老舗のワインを楽しみ、文化庁が認定する「日本遺産」である「観心
寺」と「天野山金剛寺」を巡り、「あなたが知らなかった大阪の姿」を再発見する
ことができるコースです。

江戸からの姿を残す「大阪城」、明治に建設され初代の名前を引き継ぎ、昭和から大阪を見守る「通天閣」、日本一の高さを
誇り、平成に新たな大阪の象徴となった「あべのハルカス」を巡ります。過去から現在に至るまでの大阪の姿を体感しつつ、
「づぼらや」で大正創業の伝統のふぐ料理を楽しみ、「蓬莱本館」で
戦後から続くこだわり豚まんを自分の手で作ることで、「食の町大阪」を
堪能できるコースです。

▲百舌鳥古墳群（堺市提供）

▲河内ワイン

▲蓬莱本館 豚まん手作り体験

▲大阪城

▲観心寺金堂

▲通天閣

あなたの知らない大阪コース

ザ・なにわ！ こてこて大阪コース

参加費：6,000円

参加費：8,000円

●仁徳天皇稜
大阪初の世界遺産として登録された「百舌
鳥·古市古墳群」の中でも「仁徳天皇陵古
墳」は世界一の面積として傑出した価値を
もつ巨大墳墓です。
●堺市博物館・堺市役所展望台
各展示物と迫力あるシアター映像で深く「百
舌鳥·古市古墳群」を知ることができます。
堺市役所展望台では地上80mの高さから

「仁徳天皇陵古墳」を望むことができます。
●河内ワイン
明治中期からぶどう栽培が盛んな羽曳野地
方で、昭和初期からワイン作りを営む老舗

ワイナリーです。直営のレストランにてワイン
に良く合う創作料理をお楽しみいただけます。
●観心寺
観心寺は701年に開創されたとされる古刹
で、大阪府下最古の国宝の鎧の他、楠木
正成の墓などがある、知る人ぞ知るパワー
スポットです。
●天野山金剛寺
天野山金剛寺は、奈良時代に開かれ平安
時代には弘法大師が修行した聖地といわ
れています。多くの国宝・重要文化財をも
ち、室町時代につくられた庭園は四季を
通じて美しいと高名です。

●通天閣
新世界のシンボルとして昭和31年に建
設された「（2代目）通天閣」、大阪を一望
できるスポットであり、年間70万人が訪
れる「なにわのシンボルの展望塔」です。
●あべのハルカス
2014年にグランドオープンした日本一
の高さを誇るビルです。ヘリポートツ
アーでは地上300メートルを吹き抜ける
風を感じながら、何にも遮られることの
ない360ﾟの絶景を楽しめます。
●大阪城
大阪城は日本でも有数の巨大城郭で
す。豊臣、徳川の時代を経て、3代目とな

る現在の天守は1931年に復興された
ものですが、櫓や門などは江戸時代の
ものが残っています。
●づぼらや
食の本場、大阪で愛され、ふぐの看板で、
大阪の顔としても親しまれる「づぼらや」。
ふぐのお刺身「てっさ」をはじめ伝統の
ふぐ料理をお楽しみいただけます。
●蓬莱本館
戦後まもない昭和20年から昔と変わら
ぬ味と製法で作り上げる名物の蓬莱の
豚まん。こだわりの生地と独自の配合
の肉種をたっぷり詰める手作り体験を
楽しめます。

B

A

Schedule

Schedule

秋深まる関西・北陸で、会員企業相互の交流を深めてください。　　 ４～6ページのA～Eのいずれかをお選びください。
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《前日（25日・金）情報交換会終了後に福井駅へ移動、宿泊付》
ザ・リッツ・カールトン大阪（19:30発）⇒大阪駅（20:07発）【サンダーバード47号】福井駅（22:07着）…福井マンテンホテル泊
ホテル（8:00発）【貸切バス】⇒永平寺（8:45〜9:15）⇒東尋坊（10:15〜10:45）⇒昼食／宝生寿司（12:15〜13:00）⇒箔一本店（箔巧館）

（13:20〜14:20）⇒兼六園〈ガイド付〉（14:45〜15:45）⇒ひがし茶屋街散策（16:00〜16:45）⇒金沢駅（17:00着）⇒小松空港（18:00着）

ザ・リッツ・カールトン大阪（8:00発）【貸切バス】⇒薬師寺写経体験・拝観（9:00〜11:00）⇒昼食／神仙境（11:15〜12:00）⇒
東大寺（12:00〜13:00）⇒平等院（14:00〜14:40）⇒伏見稲荷大社（15:30〜16:30）⇒京都駅（17:00着）⇒伊丹空港（18:00着）

美しい景観と長い歴史をもつ北陸地方のうち、「福井」「石川」の2県の名所を巡る贅沢なコースです。福井では曹洞宗の大本山
「永平寺」、国内有数の景勝地「東尋坊」を、石川では日本3大名園の一つ「兼六園」、古都金沢を象徴する街並み「ひがし茶屋
街」を訪れます。「箔一本館」では国内の金箔の98％を産出する金箔の町でもある金沢の伝統工芸を実際に体験することができ、
お食事は日本海の新鮮なお魚を使ったお寿司をご案内します。

奈良の「薬師寺」、「東大寺」、京都の「平等院」、「伏見稲荷大社」、本コースで巡る寺社仏閣はどれも長い歴史を持つ、いわずと
知れた名所です。「薬師寺」では拝観だけでなく仏教修行である「お写経」の体験へご案内いたします。1,000年以上の歴史を持つ
古都である奈良・京都を巡り、その歴史と伝統を体感することが
できるコースです。

▲永平寺 ▲東尋坊

▲兼六園

▲伏見稲荷大社

▲東大寺

▲金箔貼り体験

▲薬師寺で写経体験

「地域見学会A〜Dコース」 募集定員：40名　最小催行人数：20名

本物の日本を五感で発見　福井・金沢コース

日本の原点　古都奈良・京都コース

参加費：24,000円

参加費：9,000円

●永平寺
鎌倉時代、道元禅師によって坐禅修行の道場
として創建され、曹洞宗の大本山として僧侶
の育成と檀信徒の信仰の源となっており、厳し
い作法に従って禅の修行が営まれています。
●東尋坊
日本海に突き出した柱状の断崖が1km余も続く
奇観です。地質学上にも珍しい奇岩郡が国の名
勝·天然記念物に指定されており、断崖上に荒
磯遊歩道が続く、多くの人が訪れる景勝地です。
●宝生寿司
昭和41年開業の老舗寿司店です。大野港の
目の前に位置しており、名物の「のどぐろ」をは
じめ、獲れたての新鮮な地魚をつかった握り
ずしをお楽しみいただけます。

●箔一本店（箔巧館）
金箔の街金沢で、金箔を「見て、触れて、味
わって」楽しむことができる「金箔の総合ミュー
ジアム」です。自分だけのオリジナル工芸品が
作れる箔貼り体験をお楽しみいただけます。
●兼六園
金沢の象徴とも言える兼六園は、江戸時代の
代表的な回遊池泉式庭園で、日本三名園の
一つです。趣深い景観に魅かれ1年を通して
多くの観光客が訪れます。
●ひがし茶屋街
金沢文化を代表する茶屋街の一つで、全体
が保存区域になっています。古くからのお茶
屋建の家並みが続いており、フォトジェニック
なスポットとしても人気です。

●薬師寺
680年に開かれた古刹で、世界遺
産「古都奈良の文化財」の8資産
群のうちの一つです。拝観に加え
心を落ち着けるための仏教の修行

「お写経」を体験できます。
●神仙境
春日大社境内に位置するお食事
処です。閑静なたたずまいの中で、
地元の食材を使ったお食事をお楽
しみいただけます。
●東大寺
奈良時代の代表的な大仏殿を有
する世界最大級の木造建築物の
寺院です。古都奈良の文化財の

一部として、ユネスコより世界遺
産に登録されており、国内外より
多くの人が訪れています。
●平等院
平等院は11世紀に藤原頼道が父
道長の別荘を寺院に改めたもので
す。池を配した庭園を持つ「鳳凰
堂」が、10円玉のデザインに採用さ
れていることで有名です。
●伏見稲荷大社
伏見稲荷大社は全国に3万社ある
稲荷神社の総本宮です。本殿背
後より奥社に通じる参道の数多く
の朱塗りの鳥居は「千本鳥居」と
呼ばれ非常に有名です。

D

C

Schedule

Schedule

秋深まる関西・北陸で、会員企業相互の交流を深めてください。　　 ４～6ページのA～Eのいずれかをお選びください。
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参加申込みについて

●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。）
※スケジュールは、2019年8月1日現在のものです。
運輸機関のダイヤ改正、当日の道路状況等により、見学予定先での滞在時間が変更になる場合がございます。
※全ての写真はイメージになります。

●宿泊予約について
参加申込みと合わせて予約可能な宿泊先は次ページ記載のホテルとなります。なお、宿泊はご本人が個別に予約いた
だいても構いません。

 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

2019年9月25日水17:00

大阪駅集合（10:00）⇒グランフロント大阪・ナレッジキャピタルツアー（10:10〜11:10）⇒昼食／ナレッジキャピタル内・近大卒の
魚と紀州の恵み 近畿大学水産研究所（11:10〜12:00）⇒ザ・リッツ・カールトン大阪（12:15着） ※昼食場所は変更となる場合があります。

Schedule

ナレッジキャピタルツアー 参加費：3,500円

ザ・リッツ・カールトン大阪（5:45発）
⇒六甲国際ゴルフ倶楽部（6:45）
⇒新神戸駅（17:00）⇒伊丹空港

（18:00）⇒新大阪駅（18:30）

国際基準の戦略性と美しさ
自然の地形をうまく活かすようレイアウトされた西コースは、帝王
ジャック・ニクラウス監修の基、変化に富んだデザインに仕上がって
おります。表情が豊かで戦略設定がしっかりしており、ボールコン
トロールを重要視したアメリカンスタイルのコースは、プレーヤーを
決して飽きさせることがありません。

六甲国際ゴルフ倶楽部 参加費：30,000円E

＜六甲国際ゴルフ倶楽部＞
〒651-1263 神戸市北区山田町西下字押部道15番地
TEL 078-581-2331
http://www.rokkokokusai-kobe.jp

※ 参加費の中には、貸切バス代、プレーフィ、キャディフィ、朝・昼食
代、パーティ代が含まれます。

※ プレーに関する詳細は、フォーラム1日目に別途ご案内します。

◀︎▼
西コース13番ホール
(女子トーナメント
 最終ホール）

Schedule

グランフロント大阪の中核施設であるナレッジキャピタルは、企業人、研究者、クリエイター、
一般生活者などさまざまな人が交流し、それぞれの知を結び合わせて新しい価値を生み出す	
“知的創造・交流の場”です。大学や研究所、企業が、製品化する前のアイデアや試作品を展示
するスペース「The	Lab.	みんなで世界一研究所」や、一歩先の未来を提案する「フューチャー
ライフショールーム」等の施設をコミュニケーターの解説と共にまわるツアーで、イノベーションを
生み出す場を体感していただけます。
（翌日以降で大阪観光していただける「大阪周遊パス1日券」付　https://www.osp.osaka-info.jp/jp/）

金10/25 10:00~12:151日目〈オプション〉企業見学コース 募集定員：30名　最小催行人数：10名

土10/262日目親睦ゴルフ会 「親睦ゴルフ会」募集定員：80名
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お問い合わせ先

料金について

●10月25日（金）情報交換会参加費：10,000 円 （税込／お一人様）
※記念講演および関西セッション／北陸セッション／ユニ研セッション（いずれか選択）は無料でご参加いただけます。

●10月25日（金）宿泊費 （お一人様）

●10月26日（土）地域見学会・親睦ゴルフ会参加費

●10月25日（金）〈オプション〉企業見学コース参加費 （施設入場料、昼食代、大阪周遊パス1日券が含まれております）

ホテル名 移　動 部屋タイプ 1泊朝食付（税サ込） 1泊朝食無（税サ込）

ザ・リッツ・カールトン大阪 JR大阪駅（桜橋口）より徒歩7分
その他各最寄駅より 徒歩約5〜15分

スーぺリアツイン
（1名利用） 43㎡ 39,515 円 36,985 円

ホテルグランヴィア大阪 JR大阪駅直結
主会場（ザ・リッツ・カールトン大阪）まで徒歩10分

ビジネスシングル 
14.6㎡ 21,100 円 19,450 円

ホテルユニゾ大阪梅田
JR大阪駅より徒歩8分
阪急梅田駅（茶屋町口）より徒歩4分
主会場（ザ・リッツ・カールトン大阪）まで徒歩17分

シングル
14㎡ 15,070 円 13,750 円

ホテル阪神
アネックス大阪

JR福島駅より徒歩3分
主会場（ザ・リッツ・カールトン大阪）まで徒歩15分

ダブル（1名利用） 
15㎡ 12,750 円 11,650 円

R&Bホテル梅田東
JR大阪駅（御堂筋口）より徒歩13分
地下鉄谷町線東梅田駅より徒歩5分
主会場（ザ・リッツ・カールトン大阪）まで徒歩15分

シングル
9㎡ 9,200 円 8,600 円

コース 名　称 参加費（税込）

地 域 見 学 会

A ザ・なにわ！ こてこて大阪コース 8,000 円
B あなたの知らない大阪コース 6,000 円
C 日本の原点　古都奈良・京都コース 9,000 円
D 本物の日本を五感で発見　福井・金沢コース 24,000 円

親睦ゴルフ会 Ｅ 六甲国際ゴルフ倶楽部 30,000 円

コース 参加費（税込）

ナレッジキャピタルツアー 3,500 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、Dコース電車代、国内旅行傷害保険代が含まれております。
※Dコースをお申込みの方は、25日（金）の宿泊お申込みは不要です。（参加費に福井マンテンホテル宿泊料金が含まれます）

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ユニシス研究会デスク（平日9:30〜17:30）
TEL：03-5369-4532　FAX：03-3225-1008
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（平日9:00〜17:00）
TEL：03-5546-7366
E-mail：juua-info@unisys.co.jp



〈会場へのアクセス〉

主会場：	ザ・リッツ・カールトン大阪
住　所：	〒530-0001	大阪市北区梅田2丁目5番25号
	 TEL		06-6343-7000	
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来年度の「全国フォーラム2020」は、2020年 10月	福岡市にて開催を予定しております。

	阪神「梅田駅」西出口より		 				徒歩約5分
	地下鉄四ツ橋線「西梅田駅」北改札口より		 				徒歩約5分
	JR「大阪駅」桜橋出口より		 				徒歩約7分
	JR東西線「北新地駅」西改札口より		 				徒歩約7分
	地下鉄御堂筋線「梅田駅」南改札口より		 				徒歩約10分
	地下鉄谷町線「東梅田駅」北西改札口より		 				徒歩約12分
	阪急「梅田駅」中央改札口より		 				徒歩約15分




