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令和元年10月 吉日 

 

 

 

 

 

 

このたびは、「マレーシアTRX金融シティ&最新IT事情視察ツアー」へのご参加を検討いただ

き、誠にありがとうございます。 

ご旅行参加につきまして、当書面でご案内いたします。 

必ずご一読の上、必要書類をご返信くださいますようお願い申し上げます。 

    

＜主催＞株式会社＜主催＞株式会社＜主催＞株式会社＜主催＞株式会社    和の優グローバル和の優グローバル和の優グローバル和の優グローバル    ＜協力＞フジサンケイビジネスアイ＜協力＞フジサンケイビジネスアイ＜協力＞フジサンケイビジネスアイ＜協力＞フジサンケイビジネスアイ    

※ご参加者様の往復航空券は、(株)近畿日本ツーリスト関東にてお手配を承ります。 

 

————————      連絡先連絡先連絡先連絡先   ———————————————————————————————— 

 

ご旅行内容に関するお問合せご旅行内容に関するお問合せご旅行内容に関するお問合せご旅行内容に関するお問合せ    

    

フジサンケイビジネスアイ 

企画開発本部  

☎03－3273－6141 

Fax03-3270-8257  

 

✉e.akaishi@sankei.co.jp 

お問い合わせ先  

赤石 

（広報協力）（広報協力）（広報協力）（広報協力）    

 

 

往復航空券に関するお問合せ往復航空券に関するお問合せ往復航空券に関するお問合せ往復航空券に関するお問合せ    

    

㈱近畿日本ツーリスト関東㈱近畿日本ツーリスト関東㈱近畿日本ツーリスト関東㈱近畿日本ツーリスト関東    

本社営業部本社営業部本社営業部本社営業部    

〒163-0236 

東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル36階 

ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：03030303----6863686368636863----0403040304030403    

ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：03030303----6863686368636863----0404040404040404    

担当：竹渕 

 

◆営業時間 ９:15～18:00 ◆営業日 月曜日～金曜日(土日祝休) 年末年始(12/30～1/4)休み 

 

【個人情報の取扱いについて】 

当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡に利用させていただくほ

か、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のた

めの手続に必要な範囲内で利用させていただきます。なお当社グループ企業における個人情報のお問合せ窓口については、

当社ホームページ（http://www.knt.co.jp）をご参照ください。 

 

 

マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア TRXTRXTRXTRX 金融シティ金融シティ金融シティ金融シティ&&&&最新最新最新最新 ITITITIT 事情事情事情事情    

視察ツアーのご案内視察ツアーのご案内視察ツアーのご案内視察ツアーのご案内    
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■■■■    ご旅行内容ご旅行内容ご旅行内容ご旅行内容    

 

ご旅行期間 ：2020 年 11 月 22 日(金)～2020 年 11 月 24 日(日) 2 泊 4 日 

ご旅行先  ：マレーシア・クアラルンプール 

利用航空会社：全日本空輸（ＮＨ） 羽田空港発、成田空港着 

 

    
年月日曜年月日曜年月日曜年月日曜    時間時間時間時間    交通機関交通機関交通機関交通機関    スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

1111    

2019年 

11月22日(金) 

 

0:05 

 

NH885 

 

羽田空港より空路クアラルンプールへ 

【機内泊】 

2222    

2019年 

11月22日(金) 

 

６:45 

終日 

 

 

 

専用バス 

 

クアラルンプール国際空港着 

TRX国際金融センター等の視察 

Air Asia本社訪問、会議 

 

【クアラルンプール泊】 

3333    

2019年 

11月23日(土) 

 

午前 

午後 

 

専用バス 

専用バス 

 

プトラジャヤ地区視察 

Visit Kuala Lumpur 

 

【クアラルンプール泊】 

4444    

2019年 

11月24日(日) 

 

８:00 

15:45 

 

NH816 

 

クアラルンプール国際空港より空路東京へ 

成田空港着 

 

ご旅行内容のポイントご旅行内容のポイントご旅行内容のポイントご旅行内容のポイント    

1. ペトロナスツインタワーを超すＴＲＸタワー（The exchange  106）での会議・・・クアラルンプ

ールの新しい金融地区 TRX エリアの象徴的な超高層ビル 

2. 会議主催者はマレーシア・デジタルエコノミー公社（MDEC）で日本の技術系起業家のマレーシアの

デジタル経済への参加を後押し 

3. 2020 年正式オープンの TRX 国際金融センターの視察 

4. 新首都機能の建設が進むプトラジャヤ地区視察とプトラジャヤの不動産事情視察 

5. Air asia 本社訪問と幹部との会議、名刺交換・・・it 投資 fund への出資などの話を中心に聞く 

 

※視察先は予定です。都合により変更となる場合もございますので予めご了承ください。 

 

オプションプランオプションプランオプションプランオプションプラン    

羽田空港発 全日本空輸（NH）便利用のオプションプランも承ります。ご希望の方は参加書面上にてご

選択ください。 

◆フライトスケジュール： 

2019 年 11 月 22 日(金) NH885 0:05 羽田空港発 

7:30 クアラルンプール国際空港集合 

2019 年 11 月 24 日(日) NH816 8:00 クアラルンプール国際空港発 

                   15:45 成田空港着 

※ご到着は成田空港となりますのでご注意ください。 

 

 

■■■■    ご出発までのスケジュールご出発までのスケジュールご出発までのスケジュールご出発までのスケジュール    

 

 

 

 

 

下記書類を、FAX または郵送にて、11111111 月月月月 15151515 日日日日((((金金金金))))必着必着必着必着にてご返送ください。    

 

【ご参加者全員】 

① 参加申込書 

② パスポートコピー(顔写真のあるページ) 

書書書書    類類類類    のののの    ごごごご    返返返返    送送送送    
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11111111 月月月月 15151515 日日日日((((金金金金))))までにクレジットカードあるいは現金でお振込みくださいまでにクレジットカードあるいは現金でお振込みくださいまでにクレジットカードあるいは現金でお振込みくださいまでにクレジットカードあるいは現金でお振込みください    

 

お申込みにあたり、下記の通りお支払いください。お申込みにあたり、下記の通りお支払いください。お申込みにあたり、下記の通りお支払いください。お申込みにあたり、下記の通りお支払いください。    

 

1. 往復航空券代 

 

◆往復航空券代の目安：全日本空輸利用・・・・・99,80099,80099,80099,800 円円円円（諸税込み）※羽田発 

マレーシア航空利用・・・93,95093,95093,95093,950 円円円円（諸税込み）※成田発 

※2019 年 10 月 30 日現在の料金  

 

� 上記金額はあくまでも目安です。航空運賃、諸税の金額および空席状況は日によって変化いた上記金額はあくまでも目安です。航空運賃、諸税の金額および空席状況は日によって変化いた上記金額はあくまでも目安です。航空運賃、諸税の金額および空席状況は日によって変化いた上記金額はあくまでも目安です。航空運賃、諸税の金額および空席状況は日によって変化いた

します。します。します。します。 

� お支払いいただく往復航空券代および取消料は、参加申込書の受領後、空席を確認できた時点

で個別にご連絡いたします。 

� 空席がなくなった場合には、ご希望の便のお手配ができかねる可能性がございますので、ご了

承ください。 

 

 ◆お支払い方法： 

  銀行振込もしくはクレジットカード決済のいずれかでお支払いいただきます。 

  ご希望の方法を、参加申込書面上にてご選択ください。 

   

  A. 銀行振込をご選択の場合 

 

(株)近畿日本ツーリスト関東より、請求書を発行・郵送させていただきます。請求書がお手元

に届き次第、請求書記載の振込先にお振込みいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

   B. クレジットカード決済をご選択の場合 

 

参加申込書に記入いただいたメールアドレス宛に、(株)近畿日本ツーリスト関東より決済用ペ

ージの URL（ベリトランス社の決済サービス）をお送りいたしますので、そちらよりお支払

手続きをお願いいたします。 

 

※決済用ページの URL は、セキュリティの関係上、一度お手続きに失敗されますと再度決済用ページ

に戻れない仕様となっております。その場合は URL を再発行いたしますので、上記「往復航空券に関

するお問合せ」の連絡先までご連絡ください。 

 

【お支払い期日】銀行振込【お支払い期日】銀行振込【お支払い期日】銀行振込【お支払い期日】銀行振込・クレジットカード決済ともに・クレジットカード決済ともに・クレジットカード決済ともに・クレジットカード決済ともに    2019201920192019 年年年年 11111111 月月月月 15151515 日日日日((((金金金金))))    

        ※上記期日までのお支払いが難しい場合には(株)近畿日本ツーリスト関東 担当：竹渕までご連絡ください。 

 

2. 2. 2. 2. その他旅行代金その他旅行代金その他旅行代金その他旅行代金 ：60,000 円 

 

  航空券以外の宿泊、食事、現地専用バス等に関しては、(株)和の優グローバルの手配となります。 

  お支払いに関しては(株)和の優グローバル CEO Nikko Doh にお問合せください。 

 

  ※その他ご旅行代金には下記が含まれます 

宿泊料金（●●●ホテル、１名 1 室、朝食付き）、食事料金、現地専用バス・日本語ガイド代、

各空港施設使用料、空港税、航空保険料、燃油サーチャージ 

 

※その他ご旅行代金に含まれないもの 

超過手荷物運搬料金、ビジネスクラス利用代金、任意海外旅行傷害保険 

 

 

 

 

 

ご出発当日は、ご自身にて直接空港までお越しいただき、ご搭乗手続きをお済ませのうえ、各自ご搭

乗ください（特に集合はいたしません）。 

クアラルンプール到着後、●●にお集まりください。(株)和の優グローバルの Nikko Doh がご案内

いたします。 

ごごごご    出出出出    発発発発    当当当当    日日日日    

おおおお    支支支支    払払払払    いいいい    



 4 

    

■■■■    パスポートについてパスポートについてパスポートについてパスポートについて    

 

有効なパスポートかどうかご確認ください。有効なパスポートかどうかご確認ください。有効なパスポートかどうかご確認ください。有効なパスポートかどうかご確認ください。    

 今回の旅行では 2020202020202020 年年年年 5555 月月月月 22222222 日まで有効期限日まで有効期限日まで有効期限日まで有効期限が必要です 

 この条件を満たしていない場合は、パスポートをご申請ください。 

    

注意事項 

※パスポートと航空券の氏名(ローマ字)が異なる場合、ご搭乗できません。 

※一部の在外公館において 2006 年 3 月 19 日までに申請を受付け，交付された一般旅券には 

機械読取り式でない旅券があります（注）。これらに対しては米国等の国において査証（ビザ） 

免除が適用されず，短期滞在目的であってもビザが必要となる場合があります。また、旅券の 

国際標準を定める国際民間航空機関（ICAO）では，機械読取り式ではない旅券の流通期限を 

2015201520152015 年年年年 11111111 月月月月 24242424 日まで日まで日まで日までと定めており，翌 25 日以降は，国によって入国拒否やビザ免除の 

対象外とされる場合が考えられますのでご注意ください。 

このような機械読取り式ではない旅券をお持ちの方につきましては，機械読取り式ではない旅券をお持ちの方につきましては，機械読取り式ではない旅券をお持ちの方につきましては，機械読取り式ではない旅券をお持ちの方につきましては，残存有効期間の長さに 

関わらず新しい旅券を申請していただくことができます（通常は残存有効期間 1 年未満の場合に 

申請できます）。 

お住まいの都道府県の旅券事務所又は在外公館にて手続お住まいの都道府県の旅券事務所又は在外公館にて手続お住まいの都道府県の旅券事務所又は在外公館にて手続お住まいの都道府県の旅券事務所又は在外公館にて手続いただく事をお勧めしますいただく事をお勧めしますいただく事をお勧めしますいただく事をお勧めします。。。。    

※氏名を変更された方は、パスポート「追記ページ」もご一緒にお送りください。 

2014 年 3 月 20 日以降訂正申請されたスタンプと印字タイプの《訂正旅券:追記ページの旅券》 

は変更した理由の記載や IC チップに記録された情報は変更されないなどの事情から出入国審査 

の際に多少の時間がかかったり、身分事項について質問を受ける可能性があり、その場合には、 

ご自身で説明していただく必要があります。 

パスポートに関する国際標準を定める国際民間航空機関（ICAO）の新しい国際標準により、 

2015201520152015 年年年年 11111111 月月月月 25252525 日以降日以降日以降日以降は、現行の訂正旅券に対し、国によっては出入国時における審査や、 

海外滞在中の様々な手続においてより慎重な対応をとる可能性があると考えられます。 

上記よりすでに訂正旅券をお持ちの方がパスポートを新しくしたいと希望される場合は、新規の 

パスポート（10 年又は 5 年）を申請していただくことができますので、《訂正旅券》をお持ち 

の方は新規パスポート申請をお勧めいたします新規パスポート申請をお勧めいたします新規パスポート申請をお勧めいたします新規パスポート申請をお勧めいたします。。。。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■■    パスポート申請手続きのご案内パスポート申請手続きのご案内パスポート申請手続きのご案内パスポート申請手続きのご案内        

 

有効なパスポートをお持ちでない方は、お早めに申請をお済ませください。 

 

パスポート申請には下記の書類が必要です。パスポート申請には下記の書類が必要です。パスポート申請には下記の書類が必要です。パスポート申請には下記の書類が必要です。    

日本人用パスポート例日本人用パスポート例日本人用パスポート例日本人用パスポート例    

    
〔顔写真ページ見本〕〔顔写真ページ見本〕〔顔写真ページ見本〕〔顔写真ページ見本〕    

〔追記ページ見本〕〔追記ページ見本〕〔追記ページ見本〕〔追記ページ見本〕    

10.APR.2011 

氏名を変更された方は、追記のページもお送りく

ださい。 
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住民票登録をしている都道府県パスポート申請窓口にてご申請ください。 

申請から受領までに、通常 1 週間程度(土・日・休日を除く)かかります。 

申請手続きは委任された代理人でも可能ですが、受領は必ずご本人でなければなりません。 

詳しくは外務省ホームページ、都道府県パスポート申請窓口までご確認ください。 

 

 

外務省パスポート外務省パスポート外務省パスポート外務省パスポート A to ZA to ZA to ZA to Z    

 

 

■20202020 歳未満のお客様へ歳未満のお客様へ歳未満のお客様へ歳未満のお客様へ 

 5 年有効なパスポートのみの申請となります。 

 

■入籍にともなう名前の変更がある方へ入籍にともなう名前の変更がある方へ入籍にともなう名前の変更がある方へ入籍にともなう名前の変更がある方へ 

 記載事項の変更という形で、現在お持ちの旅券の有効期間満了日と同一となる旅券を、新しく発行する 

事が出来ます。 

 ただし、記載事項の変更をせずに、旧姓のままパスポートを所持しても、旅券法上特に罰せられません。 

 記載事項の変更を予定される方は、航空券は変更後の名前で予約いたしますので、必ず弊社まで 

 ご連絡ください。                    

必必必必    

要要要要    

書書書書    

類類類類    
    

1. 一般旅券発給申請書一般旅券発給申請書一般旅券発給申請書一般旅券発給申請書        パスポート申請窓口で入手できます。 １枚 

２. 戸籍抄本戸籍抄本戸籍抄本戸籍抄本(申請日前６ヶ月以内発行)  有効なパスポートを更新する場合は不要。 １通 

３. 住民票の写し住民票の写し住民票の写し住民票の写し    (申請日前 6 カ月以内発行) 住民基本台帳ネットワークで確認可能な方は原則不要。 １通 

４. 写真写真写真写真    サイズ：縦 45 ㎜×横 35 ㎜。（上半身、正面、脱帽、無背景） １枚 

５. 身元確認身元確認身元確認身元確認書類書類書類書類        運転免許証、船員手帳、写真付住基カードなど １つ又は２つ 

６. 旅券を以前に取得された方は、その旅券旅券を以前に取得された方は、その旅券旅券を以前に取得された方は、その旅券旅券を以前に取得された方は、その旅券    １つ 

申請申請申請申請    

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/    




