
東芝デジタルソリューションズ株式会社・東芝ITユーザ会共催

海外視察2019のご案内

日頃より東芝デジタルソリューションズおよび東芝ITユーザ会のイベントへの
ご参加を賜り厚く御礼を申し上げます。

さて、例年多数のご参加とご好評を頂いております海外視察について、

本年度はタイ・ベトナムを訪ねます。経済成長を続けるASEANの現状を

ご紹介すると共に、既に現地拠点をお持ちのお客様にも新しい情報をお届け

したいと思います。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

■期間：2019年7月8日（月）～13日（土）：4泊6日
■対象：経営層・CIO およびシステム関連部門／ユーザー部門のリーダー・マネージャーのみなさま
■募集人員：20名（最少催行人員 15名）
■参加費：350,000円／人（税込）

趣旨：
ベンチャー企業や現地最大手ITベンダーへの訪問を企画し、“オフショアのアジア”ではない勢いのある
タイ・ベトナムの一面をお届けしたいと思います。

視察先企業様 および 視察先地域のご紹介：

■タイ
・株式会社FOMM（予定）

■ベトナム
・FPT Software Company

・バリアブンタウ省
－ Phu My 3 特別工業団地

－ カイメップチーバイ港コンテナターミナル

・FAMILYMART VIETNAM J.S.C

お問合せ

東芝デジタルソリューションズ株式会社・東芝ITユーザ会
海外視察担当：沖山／菱田

〒211-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34 ラゾーナ川崎東芝ビル 6A
e-mail：tdsl-KaigaiGroup@ml.toshiba.co.jp TEL：044-331-1013

ベンチャー企業として、新しい『発想』の電気自動車（EV）
の開発を目指して、世界最小クラスの車体と水に浮く構造
設計が特徴的なEVを開発中。今年3月より生産を開始
予定の新生拠点で同社の生産工程を視察する予定です。

15,000人が在籍する同社のダナン拠点である「FPT 
complex」を訪問します。日本顧客を担当する2,500人
のエンジニアが働く姿を視察しながら、同社の日本市場に
向けた取組み、当社との協業についてご紹介頂くと共に、
ベトナムにおける最新IT事情を解説頂きます。

日系企業の誘致を積極的に行う特別工業団地や国内
最大級の国際深水港を視察し、海外企業がベトナムに
進出するメリットなどをご説明頂きます。
豊富な天然資源を有し、ベトナム進出のラストフロンティア
と呼ばれる同省でベトナムの将来性を感じて頂きます。

「ファミマ」でお馴染みの株式会社ファミリーマートのベトナム
拠点を訪問します。2009年に設立以来、19年2月時点
で約150店舗を展開している同社で、ベトナムにおける
小売事情などを伺います。
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催行の概要

■参加費 350,000円／人（税込）
●燃油サーチャージの変動により、変更となる場合がございます。
●1名様／1室のご宿泊利用の場合の参加費となります。

※2名様以上のご参加で同室の利用をご希望の場合、別途参加費をご案内致します。
●ビジネスクラスをご希望の場合の追加料金は、事務局へお問い合わせください。
●参加費には、下記の諸費用が含まれます。

・航空運賃(エコノミークラス) ・貸切バス／ガイド料金 ・各空港施設使用料及び海外空港税
・飲食代(機内を除く12回)  ・宿泊料金 ・団体行動中のチップ ほか

●下記の代金については各自のご負担となります。予めご了承ください。
・超過手荷物料金 ・日本国内の交通費／宿泊費用 ・スケジュールに明示した以外の飲食代金
・電話／郵便／洗濯などの個人利用の費用 ・海外旅行保険代金(任意)

●お支払方法は、お申込み頂いた皆様へ別途ご案内致します。

■申込方法 4月19日（金）までに、申込書をメールまたはFAXで事務局へお送り頂くか、
または、申込書の項目を事務局へメールでお送りください。

●海外視察担当 沖山／菱田 e-mail：tdsl-KaigaiGroup@ml.toshiba.co.jp

お申込み頂いた皆様へは、別途、事前説明会のご案内を致します。ご予定をお願い致します。
●6月14日（金）16:00より東芝スマートコミュニティセンター（川崎）で開催予定です。

スケジュール

●ご利用予定ホテル
バンコク：PULLMAN BANGKOK HOTEL G（ROH）188 Silom Road, Bangrak, 10500 Bangkok, Thailand/ +66 2352 4000
ダナン：FOUR POINT BY SHERATON（ROH）

118-120 Vo Nguyen Giap Street, Phuoc My Ward, Son Tra District, Danang, 550000, Vietnam/ 84 (236) 399 7979 
ホーチミン：NIKKO SAIGON（ROH）235 Nguyen Van Cu Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam/  +84 28 3925 7777

※視察先、また各交通機関・各日程・ホテル等は変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

日次 月日 都市（現地時間） 現地時間 交通（便名） スケジュール お食事
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6  7/13（土） 成田着 6:35 ご到着後、解散 （機内）
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 7/11（木）

 7/12（金）

ご集合後、結団式

【飛行時間：6時間35分】

ご到着後、ホテルへ移動

東芝アジア・パシフィック・タイ社　ご紹介

空港ご集合

羽田発

バンコク着
7/8（月）

ダナン発

ホーチミン着

ホーチミン発

午前： 企業視察② FPT Software Company

午後： 東芝ソフトウェア開発ベトナム社　ご紹介

午前： 地域視察③ バリアブンタウ省訪問

午後： 企業視察④ FAMILYMART VIETNAM J.S.C

ご夕食後、空港へ移動

【飛行時間：6時間5分】
NH832
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バンコク
午前：企業視察① 株式会社FOMM（予定）

午後：バンコク市内視察

バンコク発

ダナン着
午後：ダナン／ホイアン市内視察
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VN125
14:00

15:25

22:30

9:00

11:05

15:40 NH847

専用バス

PG947

11:00

12:45

専用バス

専用バス
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【ご注意】
●2020年1月13日まで有効なパスポートが必要となります。査証(ビサ)は、不要です。
●本視察は、委託旅行会社 東芝ツーリスト㈱を通して航空機やホテルを委託手配しており、お客様の情報を東芝ツーリスト㈱へ開示し、本視察の

目的にのみ使用します。
●お申込み後のキャンセルについては、東芝ツーリスト㈱との契約条件により、取消しの費用が掛かりますのでご注意ください。

【個人情報保護について】
ご記入頂きましたお客様の個人情報は、東芝デジタルソリューションズ株式会社(以下、TDSL)および東芝ITユーザ会(以下、TUG)事務局から、TDSLおよびTUGのサービ

ス・商品のご紹介、セミナーのご案内等、お客様に役立つと思われる情報提供に使わせて頂くことがございます｡なおご不要の場合、お客様から下記の共催イベント事務局へご連
絡頂ければ、情報提供を停止させて頂きます。またご参加頂いた行事では、TUGNews(会報誌)・TUGweb(ホームページ)・TDSL/TUGのFacebookページへの行事報告
掲載用として写真撮影をさせて頂くことがあります。また、社名・所属・氏名を講師および参加者へ開示することがあります。お申込みの際にはご承知おき頂きますよう、よろしくお

願い致します。 電話番号：044(331)1013 e-mail：tdsl-KaigaiGroup@ml.toshiba.co.jp

東芝デジタルソリューションズ株式会社・東芝ITユーザ会
海外視察担当 沖山 行

2019年度 海外視察 参加申込書

お名前：

ご所属・ご役職：

電話番号：

e-mail：

FAX: 044(548)9522

申込日：2019年 月 日
＜申込締切日：4月19日(金)＞

代理申込者情報

代理の方がお申込みをされる場合、代理でご記入頂いた方の情報をご記入ください。同上の場合は不要です。

フリガナ：

ローマ字：

※パスポートと同じ表記でご記入ください

漢　字：

〒 ー

電話番号： 携帯番号*：

〒 ー

電話番号：

お名前： 電話番号： 続柄：

有 ・ 無

エコノミークラス ・ ビジネスクラス

します ・ しません （ご希望にそえない場合がございます。予めご了承ください。）

*　渡航当日・渡航中にご連絡が取れる携帯電話番号をご記入ください。

**　万が一、渡航中に不慮のアクシデント等が発生した場合にご連絡をさせて頂きます。日本国内にいらっしゃる方の情報をご記入ください。

喫　煙

参加者のお名前

貴 社 名

英文を併記してください

英文を併記してください

ご所属・ご役職

会 社 住 所

e-mail

現住所

(ご自宅)

パスポートの有無

フライトの座席

緊急連絡先**
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