
 

 

事業企画  京都商工会議所・ジェトロ京都 

 ベトナム（ハノイ・ダナン）経済視察団 
参加者募集 

平成３１年１月２７日（日）～２月１日（金）＜４泊６日＞ 
 
この度、京都商工会議所では、ベトナム（ハノイ・ダナン）を訪問する視察団を派遣致します。 
ベトナムは、2017年、GDP成長率が、６．８％を超え、過去数年、ASEAN域内でもトップクラスの成長率を達成

しています。今後も成長が見込まれるベトナムは、労働人口の割合も高く、若く優秀な人材が多い労働市場は魅
力的で、長期的に見ても非常に将来性が高い国です。 
また、ベトナム政府は、外国からの投資を誘致するため、さまざまな投資優遇策をとっています。農業、水産、

鉱物などの豊富な資源に併せ、工場向けの広大な土地、工業団地が多く、工場進出、販売業、IT・サービス業な
どの幅広い分野での進出が期待できます。 
視察先のハノイ市は、古くから政治・文化の中心として栄え、近年の著しい経済成長から、製造拠点のみなら

ず、消費市場としても注目されています。また、ベトナム第３の都市ダナン市は、港湾都市として、海岸沿いにリ
ゾートホテルが立ち並ぶ観光都市としても注目されています。 
今回の視察では、現地進出の京都企業を訪問するとともに、商業施設や工業団地の視察、現地政府機関へ

の訪問、進出日系企業との懇談等を予定しております。また、ダナン近郊のユネスコ世界遺産に登録されたホイ
アンやミーソンの建造物群を視察し、現地観光政策について触れていただく充実した内容となっております。 
ベトナムの投資環境の現状を知る貴重な機会ですので、是非のご参加をお待ちしております。 

 
☆企業訪問先☆ 
＜ハノイ＞日新電機ベトナム「Nissin Electric Vietnam Co., Ltd.」 

（装置部品の受託加工および電気機器の製造、販売）※京都進出企業 

       イオンモール「AEON VIETNAM CO., LTD」（商業施設）ほか 工業団地 企業視察を予定 
＜ダナン＞ダイワベトナム 「Daiwa Vietnam Ltd.」 （釣具（ロッド・リール）の製造） 

 
 開 催 概 要  
◆出 発 日◆ 平成３１年１月２７日（日）＜４泊６日＞（行程表は裏面） 
◆訪 問 地◆ ベトナム（ハノイ・ダナン） 

◆旅行代金◆ 京都商工会議所会員 １７２，０００円  
一般 １９２，０００円 
（エコノミークラス利用・1名シングル利用＜ﾊﾞｽ・ﾄｲﾚ付＞・ 

全食事付＜朝 4回・昼 4回・夕 5回 ※機内食を含まない＞・空港諸税） 

※上記旅行代金に燃油サーチャージ（目安:￥8,540/平成 30年 9月 18日 

現在）が別途必要となります。 

※ビジネスクラスをご希望の場合は別途お問合せください。座席数に 

限りがありますので、確保できない場合もございます。正式に申込 

頂いてからの手配となりますので、お早めにお申し込みください。 

※平成 30年 12月 28日よりキャンセル料が発生致します。 

◆利用ホテル◆ ハノイホテル（ハノイ）または同等クラス 
       （同等ｸﾗｽﾎﾃﾙ: ﾌｫｰﾁｭﾅｰﾎﾃﾙ、ﾊﾉｲｻﾌﾙﾎﾃﾙ、ﾊﾞｵｿﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ） 

   グリーンプラザホテル（ダナン）または同等クラス 
 （同等ｸﾗｽﾎﾃﾙ:ﾑｵﾝﾀﾝﾎﾃﾙ,ﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄﾎﾃﾙﾀﾞﾅﾝ、ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾄｩｰﾗﾝﾎﾃﾙ） 

◆利用航空会社◆ ベトナム航空 
◆募集人員◆ ３０名（最少催行人員２０名） 
◆添 乗 員◆ 同行します 
◆お申込み◆ 別紙の申込書にてお申込みください。 

※旅券・査証案内:ご旅行に際しパスポートの残存有効期間：出国時 6か月以上 

の残存が必要です。また前回のベトナム出国から再入国が 30日以内の場合は 

査証の取得が必要となります。 

◆申込締切◆ 平成３０年１２月６日（木）１７時まで 
【視察の問合せ先・事業企画】京都商工会議所 産業振興部（担当:小川・井上） 
〒604-0862 京都市中京区烏丸通夷川上ル URL http://www.kyo.or.jp/kyoto/ 

 TEL：075-212-6442  FAX：075-255-0428 E-mail： kokusai@kyo.or.jp 
【旅行申込先・旅行企画・実施】東武トップツアーズ(株) 京都支店（担当: 辻・荒堀） 
 〒600-8107 京都市下京区五条通新町東入ル東錺屋町 186 ヤサカ五条ビル 9階 

TEL：075-361-5351 FAX：075-341-1878 
観光庁長官登録旅行業第３８号 総合旅行業務取扱管理者 樋口貴弘

(c)ASEAN-Japan Centre 

「海 18-051」 

mailto:kokusai@kyo.or.jp


◆行程表◆                                   （９月１４日現在） 

日次 月日（曜） 都市 現地時間 交通機関 予 定（宿泊地） 食 事 

1 

1月 27日 関西空港 8:30 航空機 関西国際空港 集合  

(日)  10:30 （VN331） 関西国際空港 出発 昼：機内 

  ハノイ 13:50 専用車 ノイバイ国際空港 到着  

   18:00  夕食 夕：○ 

     (ハノイ泊）  

2 

1月 28日 ハノイ 午前 専用車 ◆ジェトロハノイ事務所ブリーフィング 朝：○ 

(月)    ◆ベトナム計画投資省ブリーフィング※予定  

    昼食 昼：○ 

  午後  ◆京都企業視察（日新電機ベトナム有限会社）  

     ◆商業施設見学・ヒアリング（イオンモール）  
  夜  ◆夕食懇談会 夕：○ 

     (ハノイ泊）  

3 

1月 29日 ハノイ 終日 専用車 ◆工業団地・企業視察等※予定 朝：○ 

(火)     昼：○ 

   19:00 航空機 ノイバイ国際空港 出発  

 ダナン 20:20 （VN197） ダナン国際空港 到着  

  夜  夕食（ホテルにて軽食を準備） 夕：○ 

     （ダナン泊）  

4 

1月 30日 ダナン 午前 専用車 ◆日系企業視察（Daiwa Vietnam Ltd.） 朝：○ 

（水）    昼食 昼：○ 

  午後  ◆行政関係機関訪問（ダナン市投資促進支援委員会）他  

  夜  ◆企業交流会・夕食懇談会 夕：○ 

     （ダナン泊）  

5 

1月 31日 ミーソン 午前 専用車 ◆ミーソン遺跡（世界遺産）視察 朝：○ 

(木) ホイアン 午後  ◆ホイアン市内（世界遺産）視察  

      昼食                                                                                                    昼：○ 

    （○日本橋、◎海のシルクロード博物館、◎福建会館 ）   

 ダナン   ◆ダナン市内視察  

    （○五行山、○ダナン大聖堂、◎チャム彫刻博物館 ）  

    夕食 夕：○ 

  夜  空港へ移動  

6 

2月 1日  00:20 航空機 ダナン国際空港 出発  

（金）   （VN336） 空路関空へ                  (機内泊） 朝：機内 

 関西空港 7:00  関西国際空港 到着  

※訪問先・訪問内容・発着日時・交通機関などは変更になることがあります。 

※航空スケジュールは 2018年 8月のスケジュールを基にしております。2019年 1月は変更になる可能性があります。 
※企業訪問に際しては、競合他社と取引関係のある企業様の視察をお断りする場合がございます。 
※正式な時間等は出発 10日前までにお渡しする最終日程表にてお知らせいたします。 
※食事表記 朝：朝食、昼：昼食、夕：夕食、機内：機内食 
※利用予定航空会社 VN：ベトナム航空 
※入場・下車・車窓視察の区別  ◎＝入場視察   ○＝下車視察   △＝車窓視察 

◆出発・到着時間の目安    

早朝 朝 午前 昼 午後 夕刻 夜 深夜 

     04:00      06:00       08:00            12:00   13:00          17:00   19:00       23:00         04:00 

 



＜旅行条件要旨＞ 
１．旅行期間  

平成 31年 1 月 27日（日）～2月 1日（金） 
 

２．旅行代金  
京都商工会議所会員 料金 172,000円、一般 料金 192,000円 

  ※ビジネスクラス利用追加代金は、申込み時期により異なるため、お問い合わせください。座席数に限り
がありますので、確保できない場合もございます。正式に申込頂いてからの手配となりますので、お早
めにお申し込みください。 

  

３．旅行代金に含まれるもの 
     (1)ご旅行日程に明示した航空運賃（エコノミークラス、機内食含む） 
      (2)海外空港税、空港諸税 

(3)ご旅行日程に明示したスケジュールにかかる通訳・送迎交通費（チップ含）、入場代等の費用 
(4)ご旅行日程に明示した食事代金、税金、サービス料 
(5)ご旅行日程に明示したホテル宿泊費用（1名 1室利用） 
(6)機内預け荷物運搬費用（スーツケース 1個 30kg以内） 
(7)渡航手続諸費用（出入国書類の作成）  
(8) 添乗員１名（全行程）経費 

 
４．旅行代金に含まれないもの 

(1)旅券（パスポート）取得費用 
(2)海外旅行傷害保険（任意） 
(3)飲物・喫茶代 
(4)個人的な諸費用（クリーニング代・電話代・お部屋の飲物代など） 
(5)超過機内預け荷物運搬料金（30kgを超えた場合） 
(6)国内交通費 
(7)ビジネスクラスを利用される場合の追加費用 

   (8)ホテルのデラックスルームの追加代金 
   (9)燃油サーチャージ（2018年 9月 18 日現在 8,540 円） 
      旅行代金とあわせて、表示されている燃油サーチャージの金額をお支払いいただきます。表示され

ている燃油サーチャージ金額は、9月 18日現在の目安額となります。変更が生じた場合はご案内申
し上げます。 

 

５．申込方法 
(1)申込書に記入の上、FAXにてお申し込みください。 

     併せてパスポートのコピーもお送りください。 
    (2)ご請求書をご送付いたしますので、申込金を東武トップツアーズ（株）までお振込みください。 
     申込書と申込金をもって申込みとさせていただきます。 
      (3)申込金（おひとり）30,000円。残金は、出発の 21日前までにお支払頂きます。 
 

６．取消料について 
   12月 27日 17時以降にお客様の都合でキャンセルされる場合は、下記の取消料を申し受けます。 

キャンセル日 
取消料金 

（京都商工会議所会員） 
取消料金 
（一般） 

2018年 12月 28日(金)～2019年 1月 12日（土） ３０,０００円 ３０,０００円 

2019年 1月 13日（日）～2019年 1月 24日（木） ３４,４００円 ３８,４００円 

2019年 1月 25日(金)～2019年 1月 27日(日) ８６,０００円 ９６,０００円 

ご旅行開始後の解除及び無連絡不参加 １７２,０００円 １９２,０００円 

     ※ご連絡は東武トップツアーズ（株）京都支店の営業時間内にお願いいたします。 
営業時間外のご連絡（FAX等）は翌営業日の受付となりますのでご注意ください。 

７．その他 
 現地事情により、やむを得ずフライト、ホテル等を変更する場合もありますので、予めお含みおきください。 
 

８．旅行お申し込み先・旅行企画・実施  
東武トップツアーズ株式会社 京都支店 担当: 辻・荒堀 
〒600-8107京都市下京区五条通新町東入ル東錺屋町 186 ヤサカ五条ビル 9階 

    TEL：075-361-5351 FAX：075-341-1878 
 
＜視察の問い合せ先・事業企画＞ 
   京都商工会議所産業振興部   担当：小川・井上 

〒604-0862京都市中京区烏丸通夷川上ル  
TEL：075-212-6442  FAX：075-255-0428  E-mail：kokusai@kyo.or.jp 


