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２０１５年秋季見学会・懇親会開催のご案内  

"大連・旅順・瀋陽・長春ツアー"へのお誘い！ 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は協会の活動にご理解を賜

り誠に有難うございます。 

SSIS では賛助会員ならびに個人会員の知見向上と会員相互の懇親を目的に、毎年秋に研修旅行

による海外の半導体や電子産業関連などの工場見学会を開催して参りました。 

2013 年は４組の夫妻（見学会初の女性参加）を含み 18 名が参加され、初めてアジア地域以外のロ

シア極東のウラジオストクとハバロフスクを訪問し、参加された皆様より大変な好評をいただきました。 

2014 年も 3 組の夫妻を含む 16 名で久しぶりの台湾研修旅行。台北では台湾貿易センター並びに

企業 2社を訪問、また日本も関与した台湾新幹線にて台南の台湾屈指の国立成功大学と TSMCの

共同研究所を訪問しました。 

今年、2015年の SSIS海外研修旅行は、戦後 70年の想いを馳せて、当時の満州・ソ連からの引揚者

の出発地である中国東北地方（旧満州）を訪れる企画にしました。 

2013年の”ロシア極東ウラジオストク、ハバロフスク旅行”で日本人墓地を訪問して持参した日本酒を

墓石にかけ線香を手向けつつ、次に機会があれば旧満州へ出かけたいと何人もの引揚げ経験者が

語っていたのを記憶しています。まだ、旧満州へ行っていない人は勿論、既に個人的にこの地を訪

問している人も、是非、この機会に参加していただきたくご案内します。同伴を含めて女性のご参加

を期待いたします。 

アルパイン大連開発センター殿（予定）への企業訪問、旧超特急“あじあ号”の代わりに新幹線で移

動、多彩な観光日程の大連、長春、瀋陽、それぞれの町への想いが詰まったツアーです。今回はス

ルーガイド付のツアーで安全にご案内します。    敬具 

 

詳細はお申込の皆様に後日お知らせいたします。参加お申込は E-mail、または同封の申込

書による FAX にて事務局までご連絡下さい。多数の皆様のご参加をお待ち申し上げます。 

 

【2015 年秋季見学会・懇親会】 

期  日： 9 月 25 日（金）－29 日（火））  

   9 月 25 日（金） 10；10 成田発 12；15 大連着 NH903（全日空・直行便）   

9 月 29 日（火） 10；45 瀋陽発 14；50 成田着 NH926（全日空・直行便） 

募集人員：見学会・懇親会 20 名 

参 加 費： 約 168,000 円 参加者自己負担、一人部屋追加料金（4 泊で）28,000 円 

主    催：一般社団法人 半導体産業人協会 

旅行実務：株式会社ワールドエアープラン 電話 03-3443-3400 （担当：奥川） 

申込締切： 2015 年 7 月 31 日（金） 
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見学先  

9月 25日（金） 午後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光  

9 月 25 日(金)；成田から大連到着（12：15）。午後に上記中国アルパイン社大連開発センター訪

問後、ホテルチェックイン、夕食は春餅料理を楽しみます。 

9 月 26 日(土)；午前中は旅順市内観光。白玉山、旅順駅、203 高地、水師営、旅順博物館を訪問。

昼食（郷土料理）の後、大連に戻り、大連賓館、旧満鉄本社、中山広場を見学、またロシア風情

街を散策します。大連名物・海鮮料理のあと、中国雑技団のショーを観覧します。 

9 月 27 日(日)；大連北駅から新幹線にて長春駅まで約 3 時間に汽車の旅にて中国東北地方の車窓

風景を満喫します。長春（旧新京）到着（11：42）中国東北料理の昼食をとり、市内観光。偽満

皇宮博物館、偽満州国務院、偽満州八大部、等を見学、南湖公園を散策し、夕食は長春料理です。 

9 月 28 日(月)；長春駅から新幹線にて瀋陽北駅まで約 1 時間半の旅、瀋陽（旧奉天）到着（09：

45）後、瀋陽料理の昼食をとり、市内観光へ。瀋陽故宮、北陵公園、旧満州時代の建物が並ぶ中

山広場、張学良旧居を訪れ、夕食は餃子料理を満喫します。 

 

旅順口 白玉山             大連 ロシア風情街 

１． Alpine大連開発センター （予定） 

(ALPINE ELECTRONICS (CHINA) CO., LTD. DALIA R&D  CENTER ) 

8-6 Ruanjianyuan Road, Software Park, Dalia, 116023  P.R.China 

     

中国アルパイン社（本社 北京）の開発拠点

として 20 年前に大連に設立されて以来、Car 

Audio, Display Audio の開発を行っています。 

中国の日系企業の中で、ローカルの R&D と

して成功した事例です。 
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    長春 偽満皇宮博物館             長春 南湖公園 

 

 

     瀋陽 中山通り               瀋陽 故宮 

費用（概算、参加人数により変動します） 

    

 

 

旅行代金（一人当り）：概算 168,000 円 （下記諸経費を含む） 

◇ 旅行日程記載の利用交通機関の運賃（航空機：エコノミークラス） 

◇ 旅行日程記載の空港＝ホテル間送迎、観光、 

◇ 宿泊料金（4泊、2人 1室を基準、個室希望の追加料金は 28,000円/4泊） 

◇ 食事料金（機内食を除く、朝食 4回、昼食 3回、夕食 4回 ） 

◇ ホテル：大連泰達美居酒店、瀋陽中山假日酒店、長春名人酒店、 

◇ 団体行動中に支払うチップ、税金、サービス料、見学観光料金その他 

注記 

１． 取消料  40 日～31 日前 : 旅行代金の 10% 

      30 日～3 日前 : 旅行代金の 20% 

      2 日 ～当日  : 旅行代金の 50% 

      旅行開始以降  : 旅行代金の 100% 

２．日本との時差：  －1 時間 
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2015年７月 日  

 

 

  

 

 

開催の秋季見学会・懇親会に参加を申し込みます 

SSIS事務局行（E-mail：info@ssis.or.jp,  Fax：03-6457-3246） 

 

 

 

お名前： 

ご所属： 

本件連絡先住所： 

 

本件連絡先 E-mail(必須)： 

本件連絡先 Tel（必須、できれば携帯)： 

本件連絡先 Fax： 

 

宿泊（個室など特別のご希望がございましたらご記入下さい） 
[                                                                                                            ] 
 

 

 

 

その他ご要望がある場合、ご記入下さい。 

訪問予定の 3都市にて、思い出の場所等、訪れたい場所があれば、お申し出くださ

い。ただし旅程の関係上などの理由により、ご要望にお応えできない場合もありま

すこと、ご承知おきください。 

[                                                                      ] 

 

    

 

 

 

2015 年 SSIS 秋季見学会・懇親会参加申込書 

お申込後 1週間経っても事務局から連絡が

ない場合、お手数ですがご一報下さい。 

mailto:info@ssis.or.jp

