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TUG海外視察のご案内

2017年10⽉吉⽇

⻄村 巌

IoT、インダストリアル・インターネット、AI、User eXperienceなどのキーワードをテーマに、
下記の各企業様への視察ならびに現地セッションを実施予定です。
最新状況は、TUGのホームページ “TUGweb” に随時公開してまいります。
詳細は、TUG事務局へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

⽇頃よりＴＵＧへのご参加を賜り厚く御礼を申し上げます。
さて、昨年多数のご参加とご好評をいただきましたTUG海外視察。今年度も

⽶国 ⻄海岸のシリコンバレー/ベイエリアを巡り、ビジネスと社会のイノベーションを
リードする、強みに溢れた企業群を訪ねます。
ＩｏＴ、インダストリアル・インターネット、ＡＩがもたらす変⾰の実像を⽬の当た

りにできる絶好の機会です。
ＴＵＧ会員のみなさまの、多数のご参加をお待ち申し上げております。

東芝ＩＴユーザ会
会 ⻑

→ http://www.tug.gr.jp/

●Opening Session 現地到着の初⽇、⽶国およびシリコンバレー/ベイエリアのICTやニュービジネスに
関する最新の動向を解説いたします。

●Palo Alto Networks ネットワークセキュリティベンダーとして2005年に設⽴され、次世代型Firewallの
先駆者として、市場で⾼い評価を得ています。強⼒なコンテンツ制御やユーザ制御
機能をはじめ、標的型攻撃対策機能、ボット対策等、常に市場をリードする先進
機能を次々と発表・実装するトップランナーです。

●GE Digital GEソフトウェアセンター、グローバルIT部⾨、各事業部⾨のソフトウェアチームと
インダストリアル・セキュリティ部⾨が⼀つに統合し、2015年に設⽴されました。
同社はシリコンバレーのスタートアップ達が実践する⽅法論やアジャイル開発、デザ
イン思考を取り⼊れ、製造業におけるデジタル変⾰のリーダー“GE”を牽引しています。

●Oracle 1977年の設⽴以来、データベース製品を主⼒としてきた同社のビジネスは、既に
クラウドの領域を網羅し、すべてのビジネスに対して総合的かつ統合されたクラウド
アプリケーションとプラットフォームを提供しています。

●Plug&Play Tech Center 300に及ぶスタートアップや海外企業を擁するインキュベーター施設です。ここの環境
に刺激を受け、成功を収めた⽇本企業もあります。独⾃のエコシステムを採⽤した
施設を⾒学し、ニュービジネスや企業内スタートアップの最新動向を解説いただきます。

●McAfee より安全なデジタル世界を構築するために永年蓄積した独⾃のノウハウを結集して
企業と個⼈を保護するソリューションを提供しています。他社製品との連携により、
修復プロセスまでの真に統合されたサイバーセキュリティ環境の構築を実現します。

●Intel CPUをはじめとした半導体の開発・製造に限らず、Intelの取り組みは、⾃動運転
技術(Mobileye)、深層学習やＡＩプラットフォーム(Nervana)などの領域へ、
ハードウェアからのアプローチに及んでいます。

■期間 ：2017年12⽉11⽇(⽉)－16⽇(⼟) ： ６⽇間
■対象 ：TUG会員企業の経営層・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
■参加費 ：500,000円(税込)

視察の概要



●ご利⽤ホテル：HILTON SAN FRANCISCO UNION SQUARE［ヒルトン サンフランシスコ ユニオンスクエア］
(予定) 333 OʼFARRELL STREET,SAN FRANCISCO,CALIFORNIA 94102 U.S.A. ／ +1-415-7711400

●交通機関、また各⽇程・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。

スケジュール

■期 間 2017年12⽉11⽇(⽉)－16⽇(⼟) ： ６⽇間
■対 象 TUG会員企業の経営層・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名様 定員になり次第、締め切らせていただきます。

●10名様に満たない場合は、中⽌となる場合がございます。(最少催⾏⼈数10名)

■参加費 500,000円(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いたします。
●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 ・成⽥空港施設使⽤料及び海外空港税
・飲⾷代(機内を除く11回) ・宿泊料⾦ ・団体⾏動中のチップ

●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。
・超過⼿荷物運賃 ・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 ・ESTA申請費⽤ ・海外旅⾏保険代⾦(任意)

●お⽀払⽅法は、お申込みいただいた皆様へ別途ご案内いたします。

■申込⽅法 TUGのホームページ“TUGweb” 「海外視察」のページより申込書(PDF)をダウンロードし、ご記⼊の上、
メールまたはFAXで事務局へお送りいただくか、または、申込書の各項⽬を事務局へメールでお送りください。

→ http://www.tug.gr.jp/
●TUG事務局 海外視察担当 伊藤／関 e-mail： INS-tug@ml.toshiba.co.jp

FAX： 044(548)9530
■申込締切 10⽉20⽇(⾦)
■事前説明会 お申込みのみなさまへは、別途、事前説明会のご案内をいたします。

●11⽉2⽇(⽊) 15:30より東芝スマートコミュニティセンター(川崎)にて開催の予定です。

⽇ 次 ⽉　⽇ 都　市
(現地時刻) スケジュール お⾷事

　成⽥空港 ご集合
1 12/11(⽉) 成⽥発(17:00) 　【⾶⾏時間：8時間15分】

サンフランシスコ着 　午後：●企業視察   Palo Alto Networks 昼
(9:15) 　午後：●Opening Session ⼣

※講師との会⾷
　 　
2 12/12(⽕) サンフランシスコ 　午前：●企業視察 GE Digital

／サンラモン 　午後：●ベイエリア視察 昼
⼣

　 　
3 12/13(⽔) サンフランシスコ 　午前：●企業視察 Oracle

／サンノゼ 　午後：●企業視察 Plug&Play Tech Center
　　　　(シリコンバレー) 　午後：●企業視察 McAfee

⼣

4 12/14(⽊) サンフランシスコ 　午前：●企業視察 Intel
／サンノゼ 　午後：市内フリータイム ー

　　　　(シリコンバレー)
　朝⾷後、空港へ移動 朝

5 12/15(⾦) サンフランシスコ発 　【⾶⾏時間：12時間10分】 （機内）
(11:10) （機内）

6 12/16(⼟) 成⽥着(15:20) 　ご到着後、解散 （機内）

朝

⼣

朝

朝

昼

催⾏の概要

東芝ＩＴユーザ会事務局 海外視察担当：伊藤／関 (東芝デジタルソリューションズ株式会社内)
e-mail：INS-tug@ml.toshiba.co.jp TEL：044(331)1015

〒212-8585 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 5G

お問合せ



【ご注意】
●帰国時まで有効なパスポートが必要となります(⼊国時90⽇以上が望ましい)。査証(ビサ)は、不要です。ただし、⽶国では短期滞在査証免除国の

国⺠が査証免除対象者として⼊国する際、渡航72時間前までにインターネットを通じて査証免除可否のチェックを受けるシステム(電⼦渡航認証
システム「ESTA」)での申請を義務付けています。ご希望があれば、この⼿続きを東芝ツーリスト㈱が有償にて代⾏いたします。

●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】
ご記⼊頂きました東芝ITユーザ会(以下、TUG)会員様および東芝デジタルソリューションズ株式会社(以下、TDSL)のお客様の個⼈情報は、TUG事務局から、TUG
およびTDSL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
TUG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)・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。 ＴＵＧ事務局 電話番号：044-331-1015 e-mail：INS-tug@ml.toshiba.co.jp

ＴＵＧ事務局 伊藤 ⾏

2017年度東芝ＩＴユーザ会海外視察 参加申込書

お名前：

ご所属・ご役職：

電話番号：

e-mail：

申込み責任者：

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：

〒 ー

電話番号：

有 ・ 無

有 ・ 無 ／ ESTAの代⾏申請(有償)を　　希望します　　・　　希望しません

エコノミークラス ・ ビジネスクラス ・ その他のクラス( )

します ・ しません喫　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

所属・役職

会社住所

e-mail

⾃宅住所

パスポートの有無

ESTAの有無

フライトの座席

FAX: 044(548)9530

申込⽇：2017年 ⽉ ⽇
＜申込締切⽇：10⽉20⽇(⾦)＞

TUG海外視察に参加します ※同上の場合、ご記⼊は不要です。


