
 

 

 

 

 

 

 

期 間：平成２9 年 3 月 1 日(水) ～ 3 月 4 日(土)（４日間） 

 

  
     聖母マリア教会                歴史博物館 
 
 
 

 
 
 
 
 

 企画・研修主催：北陸 NEC C&C システムユーザー会（北陸ＮＵＡ） 

旅行・実施主催：株式会社エイチ・アイ・エス 北陸団体営業所 

平成２８年度  

北陸ＮＵＡ 海外研修 

（ベトナム／ホーチミン） 
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ご 案 内 

 

 

会員の皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は北陸ＮＥＣ Ｃ＆Ｃシステムユーザー会(北陸ＮＵＡ)活動にご支援、ご協力を賜り 

厚く御礼申し上げます。 

 

 さて、北陸ＮＵＡの活動の一環として今年度の海外研修を、ベトナムを視察先として企

画させていただきました。 

  

ベトナムは、これまでに経済的奇蹟を創造し続けてきたことは、世界的にもよく知られ

ているかと思います。ベトナムは、経済成長や若年層の厚み、中間所得層の拡大などから、 

消費市場としての将来性が期待されて、日本の ICT 企業の有力なオフショアとなっていま

す。 

 

今回は、『さらなる経済成長を続けるベトナムの市場環境やＩＣＴ業界の現状・取り組

みを体感する』として企画いたしますので、ご参加の皆様には、現地で活動されている日

系企業やＩＣＴ産業の視察を通して、今後のグローバル戦略の参考にしていただけるもの

と確信しております。 

 

また、本研修を通して、業種・業態の枠を超えた参加者相互の交流の場として、 

新たなネットワーク作りにお役立て頂けましたら幸いに存じます。 

 

ぜひ、この機会に多くの方にご参加賜りますよう、ご案内申し上げます。 

 

  

 

平成２８年１１月吉日 

北陸ＮＥＣ Ｃ＆Ｃシステムユーザー会 

委 員 長  木 下 克 則 

(ケイテー情報システム株式会社) 
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◇ 研修テーマ 

 

 

 

 
   

研修内容 

訪問企業は受入れ先の諸事情により、変更させていただく場合がありますのでご了承をお願いいたします。 

 

訪問企業①：ＮＥＣベトナム 

•オフショア開発拠点としてビジネスをスタートした NEC ベトナムですが、開発委託事業

に加えて、労働集約型を中心とした生産拠点を構える日系企業のニーズに応え、200 社

以上に IT 機器・システム導入のコンサルテーションから構築・保守までをワンストップ

で提供し続けています。 

NEC ベトナムの強みは、ソフトウェア開発で培ったノウハウをベースに、柔軟なシステ

ム提案から、開発、導入、運用に至るまでトータルに支援できることにあります。 

今後は、日系製造業様の早急の課題である生産効率化を実現するため、生産管理システム

や在庫管理システム、人的リソースの管理を実現する勤怠・給与管理システムを更に強化

し、お客様の事業拡大を支援してまいります。 

 

訪問企業②：ＪＥＴＲＯ ホーチミン 

 海外ブリーフィングサービスにより、現状のベトナムの経済状況や日本からの進出企業等 

現地ならではの情報を伺います。 

 

 

 

訪問企業③：ＦＰＴ Ｓｏｆｔｗａｒｅ 

•ベトナムにおいて最大かつ、最も早く発展しているソフトウェアアウトソーシング企業の 

1 つ。 

•過去 10 年に、6000 件を越えるソフトウェアアウトソーシングプロジェクトを行い、 

その合計工数は 250 万人日。 

•多種多様な海外の異なる市場に拠点を持つ。 

•世界水準のグローバル開発センターネットワーク作りのスペシャリスト。 

【ビジョン】 

FPT ソフトウェアは、技術イノベーションによって発展する会社となり、最高レベルの顧

客満足の実現をコミットします。また、国家の繁栄に貢献し、可能な限りの最適な作業環境

を社員に提供し、それによって社員が自分の専門職や精神生活において可能性を最大限に発

揮しできるようにします。 

『さらなる経済成長を続けるベトナムの 

市場環境やＩＣＴ業界の現状・取り組みを体感する』 
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視察日程：平成２９年 3 月 1 日(水)～3 月 4 日(土)２泊４日間 
 
※行程表 別途ご案内（3 月 2 日：企業訪問、3 月 3 日：ベトナム視察） 
 
＊発着時間及び交通機関は変更になることがあります。 

＊利用航空会社はベトナム航空を予定しています。 

＊視察先の都合により、視察先が変更となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※【前日（2 月 28 日）ＪＲ移動＋ホテル宿泊パック】 

【富山発着】関空往復割引切符＋関空ジョイテルホテル ¥24,720
¥167,550

【金沢発着】関空往復割引切符＋関空ジョイテルホテル ¥22,260
¥165,090

【福井発着】関空往復割引切符＋関空ジョイテルホテル ¥18,970
¥161,800

海外障害保険は金額に含んでいません。

海外障害保険は金額に含んでいません。

海外障害保険は金額に含んでいません。
 

注①：富山発着は、北陸新幹線（普通車自由席）ご利用となります。 

注②：現時点では喫煙シングル／食事なし 

関空ジョイテルホテル： http://www.joytelhotels.com/kanku/access/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スケジュール】 

集合：関西国際空港へ 8：30 集合 

※前日ＪＲ移動＋ホテル宿泊パックも企画（別料金） 

往路：関西国際空港発 ＶＮ321 10:３0 － ホーチミン国際空港着 14:00 

   ※ホーチミン国際空港から、宿泊ホテルまでは、専用バスにて移動 

 

集合：宿泊ホテル ロビー 17：５０ －夕食・ホーチミン国際空港着 ２２：３０ 

復路：ホーチミン国際空港 VN320 00：25 － 関西国際空港 7：0０ 

   ※宿泊ホテルから、ホーチミン国際空港までは、専用バスにて移動 

http://www.joytelhotels.com/kanku/access/
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◇参加資格及び募集人員 

 参加資格：ＮＥＣ Ｃ＆Ｃシステムユーザー会会員 

 募集人員：定員  １３名 

     （尚、催行人員が１０名に満たない場合は、中止とさせていただきます。 

      予めご了承下さい。） 

◇旅行代金 

    関西国際空港発お一人様 １４２，８３０円 

    （現地空港諸税、燃油サーチャージ、消費税が含まれております。） 

     ★詳しくは、添付「関空発着総合金額」にて、ご確認お願い申し上げます。 

 

● 参加各位の旅行手続きは、㈱エイチ・アイ・エス 北陸団体営業所が代行いたします。 

 

●旅行代金に含まれるもの 

   ①航空運賃（エコノミークラス利用）   

②日程表に明示したバス料金及びガイド料金   

③日程表に明示した観光料金（入場料金等）   

④ホテル宿泊料金（１人１部屋利用） ※下記または同等クラス以上のホテルを使用 

デラックスクラスホテル ルネッサンス リバーサイド ホテル 

⑤食事代（朝食２回／昼食２回＋夕食 3 回）   

⑥現地空港諸税   

⑦お一人様スーツケース 1 個の手荷物の航空機または現地での運搬料金 

⑧専用車および日本語ガイドチャータ（１台／１２時間想定） 

ホーチミン近郊利用＊２日間  

       

●旅行代金に含まれないもの（参加者のご負担となります） 

①渡航手続き費用（旅券印紙代、申請手数料等）   

②オプショナルツアーの料金   

③個人的用途の諸費用（電話・洗濯・飲料代等）   

④任意の海外旅行傷害保険料 

 ※ご参考：特別補償（死亡・後遺障害限度額２,０00 万円）５，６００円   

⑤超過手荷物運搬料金   

⑥ビジネスクラス追加料金   

⑦日程表に明示していない国内交通費 

⑧傷害・疾病に関する医療費等 

⑨日本国内における交通費・手荷物運搬料金および宿泊費 

 ※前ページおよび添付「関空発着総合金額」をご参照願います。 
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◇お申込み後の取り消しについて 

  お申込み後の取り消しにつきましては、次の料金が必要となります。 

解約の時期 取り消し料金 

平成 29 年１月３０日から 2 月 2６日までに解約した場合 

平成 29 年２月 2７日以降に解約した場合 

旅行開始後または無連絡不参加の場合 

旅行代金の ２０％ 

旅行代金の ５０％ 

旅行代金の１００％ 

  ★ご連絡は弊社営業時間内にお願いいたします。 

   営業時間：平日 9:30～18:00 土日祝日休み 

 

◇お申込み方法・締切 

 

 ●参加申込締切：  平成２８年１２月２２日（木）  
                       

   上記の締め切り日までに北陸ＮＵＡ事務局まで、添付の参加申込書にご記入の上、

メール又はＦＡＸで送付願います。 

   北陸ＮＵＡ事務局 （野原、白川） 

      e-mail ： hokurikunua@nua.jp.nec.com 

       FAX  ： ０７６－２３２－４５１１ 

      ＴＥＬ ： ０７６－２３２－４５１０ 

 

     ※最少催行人数に達しましたら、別途、下記旅行会社より、 

     正規のお申込み書等、ご依頼事項を送付させて頂きます。 
 

  ●正規のお申込先 

  お申込み締切： 平成 2９年１月１３日（金）までに 

          ・『お申込み書』及び『パスポートコピー』 

のご提出 

 

  料金の振込期限：平成 2９年２月３日（金） 

 
   〒９２０－０９６１ 

     金沢市香林坊１－２—２１ 損保ジャパン日本興亜金沢ビル １Ｆ 

   株式会社エイチ・アイ・エス 北陸団体営業所 

   担当：成田、内藤 

          ＴＥＬ（０７６）２６２－７７９１  

          ＦＡＸ（０７６）２６２－８１５１ 

 

   なお、お申込の際にはホームページ上の海外受注型企画旅行条件書を 
ご確認・ご同意のうえ、お申込下さい。  
http://www.his-j.com/ngo/corp/group 

 

 

 

mailto:hokurikunua@nua.jp.nec.com
http://www.his-j.com/ngo/corp/group
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  ●その他 

  ・催行決定後、株式会社エイチ・アイ・エス 北陸団体営業所より、 

正規のお申込み書をお送りいたします。   

 

・ご用意いただく書類 

催行決定後、事務局よりご提出依頼を致します。 

   写真 １枚 ：４×３ｃｍ（参加者名簿用として） 

 

 

    ★旅券（パスポート）の有効期限は、『入国時＋６ヶ月以上』が 

必要です。 

 

★有効旅券（パスポート）をお持ちの方 

（予め有効期限をご確認お願いします。） 

     

  ★有効旅券（パスポート）をお持ちでない方は、各自申請手続きをお願い 

       いたします。 

 

 

◇その他 

● 旅行代金の支払い方法 

参加お申込み後、㈱エイチ・アイ・エス 北陸団体営業所より請求書をお送りします。 

同社の指定口座へお振込下さい。 

 

● レポート作成会議  

帰国後、研修レポート作成、提出のための会議を開催いたしますので、ご了承下さい。 

(１月開催予定ですが、後日、開催日程等の詳細をご連絡いたします） 

 

●免責事項 

ご旅行中、天災、火災、不慮の災害、政府および 公共団体の命令、政変、ストライキ、

戦争、暴動、流行病、隔離、税関規則などの不可抗力の事由により生じた損害、盗難、詐

欺、暴行、疾病、傷害、など旅行代理店の責任外の事故による損害、お客様が、法令もし

くは公序良俗に反する行為を行ったため生じた損害については責任を負いかねます。 

また、航空機、鉄道、船舶等の運輸機関のスケジュール変更などはある場合もございます

ので、ご了承下さい。 

 

●MERS に関する対応について 

  外務省が発出する海外渡航情報に基づき催行の是非を判断します。 

  ベトナムにて危険情報が 2 段階目の「渡航の是非を検討してください」に 

引き上げられますと、催行を中止させていただきます。 

http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcareahazardinfo.asp?id=11 

 

 

 

http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcareahazardinfo.asp?id=11
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●お問合せ先 お申込受付、詳細案内発送、請求書発行等 

  ㈱エイチ・アイ・エス 北陸団体営業所 

成田、内藤 tel：0７6-２６２-７７９１ 

  

●見学先、研修内容、事務局 

北陸 NEC C&C システムユーザー会事務局 

 野原    tel：0７6-２３２-７３００ 

       携帯：０９０－２３７０－２５５３ 

 

以 上 
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平成２８年度 北陸ＮＵＡ 海外研修 参加申込書 

 （締切：平成 28 年 12 月 22 日（木）） 
 
＊ＦＡＸ：０７６－２３２－４５１１  北陸ＮＵＡ事務局宛（野原、白川） 
                        

メール：hokurikunua@nua.jp.nec.com   
 

□ 参加する（□関空発着） 
※その他の場合、事前にご相談お願いします 

□ 前日ＪＲ移動＋ホテル宿泊パック利用する 
 （□富山発□高岡発□金沢発□福井発） 
 （□その他：           ） 

   利用される方は、いずれかにﾁｪｯｸお願いします 

□ 帰路のみＪＲ切符希望 
 （区間：                ） 

□ H.I.S 殿案内の海外障害保険に加入する 

□ 個人で海外障害保険に加入する 
 
 
貴社名：                            
 
ご芳名：                            
 
ＴＥＬ：                            
 
ＦＡＸ：                            
 
メールアドレス：                        

mailto:hokurikunua@nua.jp.nec.com

