
２０１９ Summer ８月２７日（火）～３１日（土）

杭州アリババ＆上海世界人工知能大会
ー 視察ミッションのご案内 －

中国政府は、「2030年までに中国を世界の主要な人工知能イノベーションセンターする」という戦略目標を設定、
「次世代AI発展計画」(2017年7月発表)にもとづき、AI産業（医療、スマートシティ、自動運転、音声認識等）の育成
を国家を挙げて推進中です。

今回の視察では、Alibaba Groupにご協力いただき、中国政府からAI産業育成に向けたリード企業として認定さ
れているアリババグループ本社（杭州）を訪問、アリババのAI戦略の全体像と技術開発の状況について、ご紹介
いただきます。

また、上海市政府が主催する「2019世界人工知能大会」も併せて視察します。本大会は今年２回目になるもので、
昨年は４０ヵ国から２００以上のAI企業やAI専門家が参加しています。中国工業情報化部は、上海市の「人工知能
イノベーション応用先導地区」建設を支持すると発表、上海市は人工知能処という専門部署を設置して、人工知能
発展戦略「智能上海」活動を実施中です。

一般社団法人
日中デジタルビジネス協会

【視察ミッションの特長】

１．「人民中国」副編集長、中国商務部投資促進局日本駐在代表、日中デジタルビジネス協会の
パートナーでもある著名ジャーナリストの陳言氏が全行程に同行し、参加者の皆様の視察を
サポート。中国AI事情に関する議論や意見交換等も実施します。なお、アリババ本社訪問に
は、当協会顧問の東京大学大学院法学政治学研究科 小原雅博教授も同行致します。

２．初日のＷｅｌｃｏｍe Ｐａｒｔｙには、Alibaba Group幹部も出席致しますので、参加者の皆様との
交流を深めていただけます。

３． ２０１９世界人工知能大会（www.worldaic.com.cn）の参加期間中に、上海市経済信息委員会

人工知能処の関係者から「医療、製造、無人運転、金融」という4大領域での上海市人工知能
戦略を紹介いただきます。（日程など調整中）

４．人工知能大会の参加登録は弊協会でまとめて実施致します。また、大会視察で通訳のご希望
がありましたら、手配も可能です。（無償）

５．日本からの往復一括手配、現地集合・現地解散、部分参加など、ご都合に合わせて視察行程
を柔軟に組むことができます。

６．上海では人工知能大会の会場に近く、市内で最も新しい国際ホテルであるインターコンチ
ネンタル 上海エクスポ（上海世博洲際酒店）にご宿泊いただきます。

http://www.worldaic.com.cn/


【旅行期間】 ２０１９年８月２７日（火）～８月３１日（土） ５日間

【申込締切日】 ２０１９年８月２日（金）
※定員に達し次第、締め切りとさせていただきます。

【定員】 最少催行人員１０名様（現地参加を除く）

【視察日程】 別紙、日程表をご参考下さい。

【宿泊ホテル】下記のホテル（1室1名 全日朝食付）
①浙江省国際大酒店

杭州市下城区体育場路221号 TEL：＋８６ ５７１２８０７５９３３
https://zhejiang-international.hangzhouhotel.org/ja/

②インターコンチネンタル 上海エクスポ（上海世博洲際酒店）
上海市浦東新区雪野路1188号 TEL：＋８６ ２１３１００９５５３
(会場まで徒歩で約20分)

https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/jp/ja/shanghai/shghb/hoteldetail#scmisc=nav_hoteldetail_ic

【添 乗 員】 1名 日中デジタルビジネス協会事務局が全行程同行致します。

【食事条件】 朝食４回、昼食１回、夕食４回（Welcome ｐarty,解団式会食費用含む。機内食は除く。）

【参加費用（大人お一人様、１名１室利用、航空券は別途手配になります）】
①日中デジタルビジネス協会会員様： ２７０，０００円 (日本から全行程参加の場合、航空券含まず）
②日中デジタルビジネス協会非会員様： ３００，０００円 (日本から全行程参加の場合、航空券含まず）
＊参加費用に含まれるもの
宿泊代金、現地空港/ホテル/駅間の専用車送迎、及び杭州市内移動バスチャーター費、杭州→上海
新幹線費用、添乗員同行費用(1名)、贈答品など事務局雑費、現地食費（朝食４．昼食１、夕食４）、
現地日本語ガイド費用。

＊現地参加、一部区間参加の費用：
① ２７日杭州参加(ホテル集合)→3１日上海まで： 会員２６５,０００円 非会員２９５，０００円
② ２７日杭州参加(ホテル集合)→3１日上海まで(別ホテル)： 会員２００,０００円 非会員２３０，０００円
➂ ２８日杭州参加、 ２８日杭州解散： 会員４０,０００円 非会員５０，０００円

【航空券手配のご提案（費用別途）】
往路： 8月27日(水)NH929成田―杭州10：05-12：50
復路： 8月31日(土)NH972浦东―羽田08：25-12：20

航空券代金９５,０００円（TAX込み）
復路についてはフライトチョイスも可能です。

浦東10:20－成田14:25 NH920ご利用の場合は９５,０００円（TAX込み）
虹橋13:35-羽田17:25 NH970 ご利用の場合は１２２,０００円（TAX込み）

※料金は変動する場合がございます。上記は７月２２日時点の価格です。仮予約しておりません。

【申込方法】
「参加申し込み書」に必要事項をご記入いただき、下記の視察取り扱い旅行会社にご提出ください。
※取消料については、「旅行条件書」の取消料規定にもとづきます。

【視察取り扱い旅行会社】 ＊参加申し込み、航空券手配、旅程に関するお問い合わせなど。
株式会社ジャパンフライトツアーズ 営業部 佐藤 結衣

TEL： ０３－５６４３－１６３８ Fax： ０３－５６４３－１６３９ E-Mail： info@jft.jp

【視察内容に関するお問い合わせ先】
一般社団法人日中デジタルビジネス協会 事務局 森

TEL： ０４５－５９４－８４１９ E-Mail：mori@cjcdc.jp

２０１９ 杭州アリババ＆上海世界人工知能大会
視察ミッション

https://zhejiang-international.hangzhouhotel.org/ja/
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/jp/ja/shanghai/shghb/hoteldetail#scmisc=nav_hoteldetail_ic
mailto:info@jft.jp


日付 スケジュール 備 考

27日
(火)

成田10:00―12:50杭州(NH929)に到着
13:30 杭州空港―15:00ホテル(専用バスで移動)
16:00 ホテルチェックイン
18:00 ウエルカムパーティ

場所：浙江省国際大酒店
場所：杭州市下城区体育場路221号 電話：＋86 571-28075933

Welcome Partyに、
Alibaba Cloud International幹部が参加。

28日
(水)

8:30 出発ホテルロビー集合
9:00 アリババ関連施設 視察（予定）
★ アリババ本部 ★5G研究センター
★達磨院(AI研究センター)

13:00 アリババ関連施設 視察（予定）
★CityBrain ★杭州未来科学城

15:30 専用バスで移動
16:26 杭州―17:25上海虹橋(G7518新幹線で移動)
18:00  世博インターコンチネンタルホテル

チェックイン場所：上海市浦东新区雪野路1188号

電話：86 21-31009553
18:30 会食

“All about Alibaba AI Strategy
& Technologies”

アリババ社より、AI戦略の全体像、及び
各AIプロジェクトの進捗状況等を紹介い
ただく予定です。

CityBrainについては、実際の稼働状況
の見学要望を出しています。
また、近未来ホテル｢菲住布渇｣の見学

等もお願いしています。
左記の視察その他のスケジュールは、

確定次第、お知らせいたします。

29日
(木)

8:30 出発ホテルロビー集合,
送迎バスで展示会場へ

9:00 2019世界人工智能大会 開幕式から参加

終日展示会 ＊午後13時から1時間毎にホテルまでの
シャトルバスをご用意。最終16:00の予定。

＊会場が2ヶ所ありますので、シャトルバスの送迎ルート
については後日調整させていただきます。

昼食は各自でお願いします。

夕食について手配を希望される方は、
参加申込書にてお知らせください。
「海底撈火鍋(カイテイロウヒナベ)」の

スマートレストランでの食事を企画して
います。

30日
(金)

8:30 出発ホテルロビー集合,
送迎バスで展示会場へ

終日展示会 ＊午後13時から1時間毎にホテルまでの
シャトルバスをご用意。最終16:00の予定。

市内観光等のオプションツアーも有ります。(自由参加 別途ご案内)

18:00解団式(会食)

昼食は各自でお願いします。

解団式では、陳言氏を交え全員で人工
智能大会の総括(感想、意見交換等)を実
施したいと思います。

上海AIスタートアップ企業とのミート
アップも検討中です。

31日
(土)

帰国
上海浦東10:20－成田14:25(NH920)
上海浦东08：25-羽田12：20 (NH972)

上海虹橋13:35-羽田17:25(NH970)

帰国便を選択ください。
空港送迎致します。

2019 杭州アリババ＆上海世界人工知能大会視察ミッション日程

期間： 8月27（火）～31日（土）
行先：杭州、上海
※全行程に「人民中国」誌 副編集長 陳言氏が同行

http://www.peoplechina.com.cn/

http://www.peoplechina.com.cn/


2019年 杭州アリババ＆上海AI大会 視察ミッション参加申込書

（ ８月２日（水）までにご返信を願います。 FAX ０３-５６４３-１６３９ ）

【申込先】
株式会社ジャパンフライトツアーズ 営業部 佐藤 結衣

TEL： ０３－５６４３－１６３８ Fax： ０３－５６４３－１６３９ E-Mail： info@jft.jp

ふりがな

ご 芳 名： 役 職：

パスポート記載の英語名： 性別： □男性 □女性

社 名：
（社名がカタカナの場合、英語社名をご記入ください）

連絡担当者のお名前：

連絡先TEL： 連絡先E-mail：

下記内容で今回の視察ミッションを申し込みます。(ご希望内容に☑をして下さい)

区分： □協会会員 □非会員

1．参加期間について
□全期間を参加する
□一部区間のみ参加する
（ □杭州のみ □上海のみ ）

具体的に記入： 合流時間 合流場所

2．宿泊の予約について
□杭州宿泊（8月27日） □上海宿泊（8月28-8月31日 3泊）

3 杭州―上海 新幹線について
□自分手配 □事務局手配

4 食事について
□２７日夕食 □２８日昼食 □２８日夕食 □２９日夕食 □３０日夕食

5 国際航空券について
□自分手配 □事務局手配

6同伴者について（家族や配偶者に限定）
□ 無 □有（氏名 性別 ）

7 オップションツアー（30日上海市内観光、料金は別途支払い）
□参加 □不参加

8 その他の希望（部屋タイプ、料金支払い日、請求先など）

ご署名： ２０１９年 月 日

mailto:info@jft.jp
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