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・グローバル COE
   若手研究者国際シンポジウム（約 120 名）

   国際シンポジウム　（約 120 名）

   共同国際シンポジウム（約 120 名）

・AEP 会議　（約 30 名）

・国際カンファレンス　（約 50 名）

・ISCP 会議　（約 25 名）

・国費留学生招聘　多数

都内医学系私立大学

都内国立大学

埼玉県私立大学

・サマープログラム　（約 60 名）

・国際シンポジウム　（約 50 名）

・文部科学省採択
   スーパーグローバル人材育成推進事業　（約 50 名）

・文部科学省採択
   グローバルヘルス人材育成推進事業　（約 40 名）

・文部科学省採択　世界展開力強化事業　（約 20 名）

・拠点大学交流　（約 30 名）

・提携大学間合同会議　（約 50 名）

・AFHC ブリスベン国際会議　（約 20 名）

・AARF 会議 （約 15 名）

・DDEA 会議 （約 25 名）

・人材養成プログラム（約 45 名）

・日中韓シンポジウム　（約 30 名）

・国費留学生招聘　多数

・国際カイロミクロシンポジウム　（約 15 名）

都内医学系私立大学

・提携大学  教授派遣事業　（約 10 名）

神奈川県内公立大学

・日本・韓国合同ベーチェット病会議　（7名）

関西地区国立大学

・若手医師育成海外研修　（約 40 名）

中国地区国立大学

・ミヤンマー留学フェア　（約 30 名）

・タイ・ミヤンマー研修　（約 10 名）

四国地区国立大学

・ミヤンマー研修　（11 名）

・インドネシア研修　（7名）

九州地区国立大学

・国際コンソーシアム調印式　（約 20 名）

・フランス短期留学　（約 15 名）

・韓国留学　（約 10 名）

・米国短期留学　（UCLA 等２大学各約 25 名）

・カナダ短期留学　（約 25 名）

・ミヤンマー研修　（約 15 名）

・台湾・医療系大学交流　（約 10 名）

・中国　済南市大学交流　（約 25 名）

・英国語学研修　（約 10 名）

・米国ニューメキシコ州大学交流　（12 名）

文部科学省外郭団体

・国際シンポジウム（約 40 名）

医学系学術団

・International School　（約 40 名）
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国際交流事業（派遣・招聘事業）
コンサルティングサービスのご案内



近畿日本ツーリストグループの海外ネットワークと豊富な経験を活かし
国際交流事業 ( 派遣・招聘・留学 ) を徹底サポートします。

航空券、宿泊、交通費等が予算内に収まるよう

お客様に代わって費用管理致します。

費用管理03

渡航費の精算は日本円で一括精算が可能です。

各国の慣習等から来る招聘者との精算トラブル

の回避や費用管理の簡素化が図れます。

日本円一括精算04

セミナーや会議開催にあたり会場のご提案から

手配・設営、当日運営までを一貫してお手伝い

させていただきます。

会場手配10

様々な国から渡航される招聘者の渡航手続きや

手配状況を一元管理します。

手配状況の一元管理05

ハラール食等機内食の特別リクエストにも

対応いたします。

特別機内食対応08
空港でのミートサービスやセミナー会場での

スタッフ派遣等、言語が堪能な優秀なスタッフ

を派遣いたします。

スタッフ派遣09

● 三喜 ICIC の交際交流事業支援サービス

・普通運賃に比べ安価である。

・現地支店・代理店で予約発券するため、
   渡航者 ( 居住国 ) の時間にあわせて対応が可能。

・日本で日本円精算が可能。

・現地代理店が予約手続きに絡むため、
   指示・ルールがはずれた場合の確認に
   時間を要する。

・日本での滞在日数に制限が生じる。

・予約できる座席数に限りがあり
   確保が難しい時期がある。

・予約変更・取消に手数料が発生する。

・予約後 72 時間以内の発券等、発券までに
   時間的制限がある。

・発券時と精算時で為替レートに差が生じる。

日本発券―普通運賃
・日本発券よりも安い運賃がある。

・現地支店・代理店で予約発券するため、
   渡航者 ( 居住国 ) の時間にあわせて対応が可能。

・日本で日本円精算が可能。

・現地支店・代理店が予約手続きに絡むため、
   指示・ルールが規定外の場合の確認に時間を要する。

・発券時と精算時で為替レートの差が生じる

・普通運賃に比べ安価である。

・日本で予約するため予約状況がすぐわかる。

・日本での滞在日数に制限が生じる。

・予約できる座席数に限りがあり確保が難しい
   時期がある。

・予約変更・取消に手数料が発生する。

・予約後 72 時間以内発券等、発券までに時間的制限
   がある。

第３国発券―普通運賃

招聘航空券のメリット・デメリット
CHECK POINT!

・日本で予約するため予約状況がすぐわかる。

・座席は比較的間際でも確保が可能。

・特別運賃と比較すると予約変更・取消料が安い。

・渡航者自身での予約変更が可能。

・運賃が比較的高い。

現地発券―普通運賃

日本発券―特別運賃

・日本発券や現地発券よりも運賃が安いものがある。

・日本で日本円精算が可能。

・現地支店・代理店が予約手続きに絡むため、
   指示・ルールが規定外の場合の確認に時間を要する。

・発券時と精算時で為替レートの差が生じる

現地発券―特別運賃

・招聘者や現地校との連絡にあたり時差や言葉の問題がある。

・招聘者の航空券を日本で買っているため費用がかさんでいる。

・招聘者が世界各地から来るため、渡航手配等の取りまとめが煩雑である。

・渡航手続の進捗状況の管理に時間がかかっている。

・現地における急なフライトキャンセルや変更にどう対応すればよいか不安である。

・招聘者の旅行傷害保険をどのように手配すれば良いかわからない。

・招聘者との旅費精算等が煩雑で大変。

・空港での出迎え等にスタッフの人手が足りない。

・万が一の際の危機管理体制はどうすれば良いのか。

・税金の取り扱いはどうなるのだろう。

・予算に合った適切な会場の情報が少ないため会場探しに苦労をしている。

三喜トラベル
サービス
とは？？

近畿日本ツーリスト㈱の 100%子会社で、年間数百件におよぶ
医学系国際会議の渡航から国際交流事業 ( 留学・派遣・招聘事業 )
を専門に取り扱う国際会議に特化した旅行会社です。

招聘者の渡航スタイルや渡航基準に最も合った航空券をご手配いたします。

● 国際交流でお困りではありませんか？

近畿日本ツーリスト海外支店網 41 拠点と
全世界 130 の専属代理店のネットワークを
活用し、現地校や招聘者との連絡を現地より行い
ますので時差や言語の障害がなくスムーズです。

全世界の KNT グループ
ネットワーク網を活用01

・旅行業法に則った募集案内書を作成します。
・留学中の現地における緊急対応
   ( トラブル対応・医療補助・電話通訳等 ) が可能です。
・学費送金等も一括で承れます。

12 留学支援

招聘者に対する
旅行傷害保険付保07

海外から来日される方々にも万が一の事故や

病気に備えて旅行傷害保険を付保する事が

できます。

招聘者へ航空券を現物支給する事により、

交通費現金支給と比較し租税が減免されます。

租税の減免11

航空券・ホテル・ハイヤー手配、招聘講師謝礼

支払代行等、招聘に必要な一切の業務を

ワンストップで承ります。

招聘者渡航手配の
ワンストップサービス02

招聘者の出発当日や渡航時のトラブルも

現地にて専任のコンサルタントが対応いたし

ますので万が一の対応も安心です。

現地選任窓口
の設置06

招
聘

留
学

・留学の募集にあたり旅行業法に抵触しないか不安である。

・留学中の医療や現地サポートはどのように対応すればよいか不安である。

・留学費用の外貨送金もまとめてやってくれるところはないか。


