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「経済人として安全保障にどう向き合うか」

ごあいさつ

　第35回全国経済同友会セミナーは、2023年4月13日から14日に、全国の経済同友会の会員の皆様を、長崎県
長崎市の会場に迎えて開催することになりました。
　経済同友会の活動基盤は、多様な経営者による忌憚のない議論に基づく発信と、オープンなコミュニケーションを
通じたネットワーク形成にあります。全国経済同友会セミナーは、志を同じくする全国の経営者が一堂に会し、活発な
議論を通して交流を深めるとともに、開催地の歴史や文化に触れることができる年に一回の重要な機会となって
います。
　新型コロナウイルス感染症のため、過去2回は、コミュニケーションの方法を工夫しながら、基本的にオンラインで
の開催になりました。しかし、今回は、漸く4年ぶりに、感染対策に十分な配慮をした上で、対面を前提とした会議と
して開催することと致しました。まさに、全国の経済同友会の連携と絆を深めるイベントとして成功させたいと思って
おります。
　さて、今回の総合テーマは、『経済人として安全保障にどう向き合うか』と致しました。21世紀に入り、中国がWTO
に加盟したことを契機に、国際経済の相互依存体制は、拡大深化を続けるものと期待されておりました。しかし、
新型コロナウイルスの世界的流行は、国際的なサプライチェーンの脆弱性を露呈させるとともに、2022年2月の
ロシアによるウクライナ侵攻は、地政学のみならず、地経学的リスクを顕在化させました。米中の分断といった動きも
あり、経済安全保障の重要性が指摘される中で、国際秩序の再構築が迫られるような状況に直面しつつあります。
　今回の全国セミナーは、こういった国際関係の変化を踏まえた議論を展開する予定です。そのため、基調講演・
分科会方式といった多角的な構成をとらず、3つのセッションからなる、全体会議のみの構成としました。各セッション
の内容については、それぞれの企画案をご参照頂きたいと思いますが、第1セッションは、専門家による現状分析を
企図して、『世界を取り巻く安全保障の現状と今後の国際秩序形成への課題』としました。第2セッションと第3セッ
ションは、経済同友会らしく経営者によるセッションとなります。第2セッションは、『サプライチェーンにおける経済
安全保障』、第3セッションは、『企業・経営者は安全保障にどう向き合うか』をテーマに熱い議論を展開する予定です。
　久々に現地にお集まりいただく全国セミナーの開催にあたり、長崎では皆さまのご参加を心待ちにしております。
一人でも多くの全国経済同友会の会員の方に、是非ともご参加を頂きたく、ご案内申し上げます。

全国経済同友会セミナー企画委員会  委員長
市川  晃
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13:00- エクスカーション（13コース）
 （JR長崎駅西口貸切バス駐車場から出発）

12:00-12:15 昼食会場へ移動

11:40-12:00 エンディング
 　次期開催地代表挨拶
 　林　正博 福井経済同友会 代表幹事
  ㈱ 福井銀行 取締役会長兼代表執行役

 　御礼挨拶
 　田上　富久 長崎市長
 　閉会挨拶
 　東　 晋 長崎経済同友会 代表幹事
  長崎放送㈱ 代表取締役社長

10:30-10:35 総括挨拶
 　櫻田　謙悟 （公社） 経済同友会 代表幹事

10:40-11:40 特別講演
 　講師
 　髙田　旭人 ㈱ ジャパネットホールディングス
  代表取締役社長 兼 CEO
 　（演題） 「民間主導の地域創生モデルについて」
 　～長崎スタジアムシティプロジェクトにかける想い～

9:00-10:30 パネル討論（第3セッション）
 パネル討議③（経営者パネル）

13:00-13:20 オープニング
 開会挨拶
 　市川　晃 全国経済同友会セミナー企画委員会  委員長
  （公社） 経済同友会 副代表幹事
  住友林業 ㈱ 代表取締役会長

 歓迎挨拶
 　森　拓二郎 長崎経済同友会 代表幹事
  ㈱ 十八親和銀行 取締役会長

 来賓祝辞
 　大石　賢吾 長崎県知事

13:30-15:30 パネル討論（第1セッション）
（13:30-14:00）  問題提起
（14:00-15:30）  パネル討議①（専門家パネル）

15:30-16:00 休憩

16:00-17:30 パネル討論（第2セッション）
 パネル討議②（経済人パネル）

17:30-18:00 懇親パーティー会場へ移動・休憩

18:00-19:30 懇親パーティー

4月13日（木） 4月14日（金）
12:00-13:00 開場・受付 8:00- 開場

 開会挨拶
 　櫻田　謙悟 （公社） 経済同友会 代表幹事
  SOMPOホールディングス ㈱ 
  グループCEO 取締役  代表執行役会長

 乾杯発声
 　吉澤　俊介 長崎経済同友会 代表幹事
  ㈱ 十八親和銀行 顧問

 中締め
 　山田　晃 長崎経済同友会 副代表幹事
  山電㈱ 代表取締役

アトラクション（赤龍）

12:15- 昼食

「経済人として安全保障にどう向き合うか」

大会総合テーマ

プログラム
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世界を取り巻く安全保障の現状と
今後の国際秩序形成への課題 

日時：4月13日（木） 13：30～15：30　　会場：コンベンションホール

　冷戦終結後の世界において、これまで多くの民間企業は比較的安定した国際秩序の下で、グローバル化のメリット
を享受することができた。企業活動が国境を越えて発展することにより、国家間の相互依存関係が深まって結果的
に世界平和に貢献する、という理想もあった。
　しかし世界を取り巻く安全保障環境は、ウクライナ危機を機に大きく変わりつつある。国家間の対立は今や軍事面
のみならず、経済面や技術面も含む総合的なものとなっている。企業は国際投資戦略やサプライチェーン構築の
再考を迫られると同時に、従来以上に現実的な形でさまざまな地政学リスクに備えなければならない。
　当セッションでは全国セミナーの開催時期に、世界の安全保障環境の最新情勢を検証するとともに、今後の国際
秩序構築に向けての課題や日本と日本企業にとってのインプリケーションを、各分野の専門家の討議を通じて
明らかにしていくことを目的としている。

問題提起者
（兼パネリスト） モデレーター

地経学研究所 所長
東京大学公共政策大学院教授

鈴木 一人 氏
Kazuto Suzuki

（株）双日総合研究所
チーフエコノミスト

吉崎 達彦 氏
Tatsuhiko Yoshizaki

パネリスト

みずほリサーチ&テクノロジーズ（株）理事長
政策研究大学院大学客員教授
東京大学公共政策大学院客員教授

中尾 武彦 氏
Takehiko Nakao

パネリスト

元内閣官房副長官補・
国家安全保障局次長
同志社大学特別客員教授

兼原 信克 氏
Nobukatsu Kanehara

パネル討議 （第1セッション）

パネリスト議長

サプライチェーンにおける経済安全保障
日時：4月13日（木） 16：00～17：30　　会場：コンベンションホール

　米中対立、新型感染症、国際紛争、異常気象など、様々な問題がグローバル経済に混乱をもたらし、世界的な
エネルギーや食糧不足、価格高騰を助長し、生活者の足元に影を落としている。輸入依存の高い日本は経済や生活
を維持するため、変化へ適応することが必須である。
　今や経済力や先端技術は外交の武器であり、我々経営者はこの問題に無頓着であってはならない。「地政学・
地経学上のリスクはボードイシュー」であり、これまで以上にセンシティヴな対応が必要となっている。
　経済安全保障とは我が国の持続的成長を経済面から確保することであり、他国依存から自律し、生活者を守り
得る国力に向上させることである。中でもサプライチェーンの混乱は、多様かつ深刻な影響を生活者に与えている。
各業種・分野の経営者が現実に起きている課題を共有し、議論することで、レジリエントなサプライチェーン構築
への道筋を考える機会としたい。

東京大学先端科学技術研究センター
経済安全保障研究プログラム特任教授

國分 俊史 氏
Toshifumi Kokubun

北海道経済同友会代表幹事
（株）セコマ
代表取締役会長

丸谷 智保 氏
Tomoyasu Marutani

パネリスト

広島経済同友会代表幹事
広島ガス（株）
代表取締役会長

田村 興造 氏
Kozo Tamura

パネリスト

中部経済同友会代表幹事
トヨタ紡織（株）
取締役副会長

宮﨑 直樹 氏
Naoki Miyazaki

パネル討議 （第2セッション）
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特別講演

「民間主導の地域創生モデルについて」
  ～長崎スタジアムシティプロジェクトにかける想い～
日時：4月14日（金） 10：40～11：40　　会場：コンベンションホール

（株）ジャパネットホールディングス
代表取締役社長 兼 CEO

髙田旭人 氏
Akito Takata

■ 略歴
1979年長崎県生まれ。東京大学卒業後、証券会社を経て、ジャパネットたかたへ入社。
バイヤー部門、コールセンター部門、物流部門の責任者を経て、2010年にジャパネット
コミュニケーションズ代表取締役社長となる。ジャパネットたかた取締役副社長を経て、
2015年1月、ジャパネットホールディングス代表取締役社長に就任。
2019年には通信販売事業に加え、スポーツ・地域創生事業をもう一つの柱とし、更なる取り
組みを進める「リージョナルクリエーション長崎」を同年6月に設立。
現在はホールディングスを含む5社の代表を務める。

企業・経営者は安全保障にどう向き合うか
日時：4月14日（金） 9：00～10：30　　会場：コンベンションホール

　経済は平和と安全の土台の上に成り立つものである。我が国ではかつて「安全保障は空気のようなもの」との
比喩さえあったが、今や平和を前提に経済利益を追求し得た時代は過ぎ去り、経済人も安全保障と向き合う必要に
迫られている。
　ロシアのウクライナ侵攻は企業・経営者にとって戦略上の一大転機となった。グローバル調達・物流網の寸断や
原材料・燃料価格の高騰に直面し、安全保障上のリスクを勘案して調達先見直しや国内生産体制強化、余剰原材料
保有など、事業の効率性に持続性・強靭性を加味した体制整備が必要になっている。
　一方、我が国としても安全保障が喫緊の課題となるなか、同じ価値観を共有する国々との軍事・防衛面での
同盟・連携に加えて経済面での連携協定や安全保障枠組みの構築・深化に向けた取り組みが重要になっている。
経済人としては、国の動きを確りと捕捉し、経済活動を上手く連携させて行くことが求められよう。
　これらの環境認識を踏まえ、本セッションでは、経済人が主体的に安全保障にどう向き合っていくべきか、企業・
経営者の目線で議論を展開する。

パネリスト議長

関西経済同友会 代表幹事
三井住友銀行（株）
取締役副会長

角元 敬治 氏
Keiji Kakumoto

仙台経済同友会 終身幹事
アイリスオーヤマ（株） 
代表取締役会長

大山 健太郎 氏
Kentaro Oyama

パネリスト

関西経済同友会 常任幹事
住友商事（株）
常務執行役員

田中 惠次 氏
Keiji Tanaka

パネリスト

関西経済同友会 安全保障委員会委員長
三紀ホールディングス（株）
代表取締役社長

杉野 利幸 氏
Toshiyuki Sugino

パネル討議 （第3セッション）

パネリスト

沖縄経済同友会 代表幹事
（株）ジェイシーシー
代表取締役会長

渕辺 美紀 氏
Miki Fuchibe
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会場のご案内

住所：〒850-0058 長崎県長崎市尾上町4-1
お問い合わせ先： 指定管理者 （株）ながさきMICE （株）コングレ
 誘致・運営担当 （株）コングレ
TEL：095-801-0530（電話受付時間：9：00～17：00）　FAX：095-823-0888
E-mail：info@dejima-messe.jp

JR長崎駅西口直結
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13日：懇親パーティー
14日：昼食会場

13日： 開会式
 パネル討議①②
14日： パネル討議③
 特別講演
 閉会式

日
本
各
地
か
ら（
飛
行
機
）

車
で
の
ア
ク
セ
ス
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お申し込みにあたってのお願い

お申し込み受付開始 2023年1月11日（水）

お申し込み締め切り 2023年2月10日（金）

●新型コロナウイルス感染症に対しては万全の対策を講じて開催しますが、参加者の皆様におかれましても感染
防止対策へのご協力をお願いします。また、その一環としてご参加いただく皆様に「ワクチン接種確認」「事前
検査での陰性確認」等へのご協力をお願いすることがありますので、予めご了承ください。

●お申し込み後の主催者からの連絡は、原則所属経済同友会経由とさせていただきますが、急を要する場合に
は、ご登録いただいたメールアドレスに直接ご連絡させていただくこともありますので予めご了承ください。

参加会費（セミナー） お一人様：42,000円（税込、資料、懇親パーティー・昼食等の費用を含む）
※部分参加の場合も、全額を申し受けます。
　なお、同伴者（配偶者）並びに参加者の随行者（秘書）がご参加の場合は、1名につき
10,000円の参加会費をいただきます。
参加会費は、所属経済同友会へお支払いください。

申込方法 以下URLもしくはQRコードから、直接お申し込みください。
なお、各同友会で取りまとめている場合は、所属同友会にFAXにてお申し込みください。
（詳細は、所属の同友会にお問い合わせください）

セミナーのご案内

第35回全国経済同友会セミナー《参加お申し込み》

第35回全国経済同友会セミナー
申込フォーム

参加お取消し・変更 2023年3月10日（金）までに、以下の通り連絡をお願いいた
します。それ以降のお取消しにつきましては、参加会費を全額
いただきますので、ご了承願います。

セミナー：所属の各経済同友会にお申し出ください。

エクスカーション・宿泊：（株）JTB「第35回全国経済同友会セミナー 長崎大会係」
まで原則メールにてお申し出ください。
TEL：06-6120-1212 受付時間：平日10：00～17：00（12/30～1/3、土日祝日を除く） 
メール：35ngskdoyu@jbx.jtb.jp

https://amarys-jtb.jp/nagasakidoyu/
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「エクスカーション・宿泊プランのお申込み」は、申込専用システムより、お申込みください。
また、変更・取消につきましては原則メールにて（株）JTBビジネストランスフォーム「第35回全国経済同友会セミナー長崎大会」
係までお問い合わせください。

エクスカーション・宿泊プランのご案内

１．お申込み受付開始日

2023年1月11日（水）

2．お申込み締切日

2023年2月10日（金）

3．申込専用システムについて

以下のURLより、専用サイトへ移行ください。
https://amarys-jtb.jp/nagasakidoyu/
※JTBの専用サイトに移行することに、ご同意の上、
　お手続きを進めてください。

エクスカーション・宿泊プランの旅行企画・実施
①株式会社JTB 長崎支店
〒850-0035
長崎県長崎市元船町14-10橋本商会ビル別館6階
観光庁長官登録旅行業第64号
一般社団法人日本旅行業協会正会員、旅行業公正取引協議会会員

対象コース： 宿泊プラン、
 エクスカーション（Ｋコース、Ｌコース以外）
②株式会社西肥バス旅行社
〒857-0862
長崎県佐世保市白南風町8番17号
観光庁長官登録第989号
一般社団法人日本旅行業協会正会員、日本旅行業協会（JATA）正会員

対象コース： エクスカーション（Ｋコース）
③長崎バス観光株式会社
〒852-8061
長崎県長崎市滑石4丁目6番33号
長崎県知事登録旅行業第2-131号

対象コース： エクスカーション（Lコース）

宿泊税について
長崎市では令和5年4月1日より長崎市内に所在する
宿泊施設において以下基準に基づき宿泊税が発生
いたします。なお、P16以降の宿泊代金には宿泊税が
含まれておりますので予めご了承ください。
1人1泊について、宿泊料金が
⑴ 1万円未満のもの 100円
⑵ 1万円以上2万円未満のもの 200円
⑶ 2万円以上のもの 500円

旅行条件について

エクスカーション各コース、及び各ホテルについては、
先着順に受付いたします。満員になり次第締め切ら
せていただきますので予めご了承ください。
また、エクスカーションについては最少催行人員に
満たない場合、催行を中止する場合がございます。
その場合は2月24日（金）までにご連絡いたします。

エクスカーション・宿泊プランのお問い合わせ・変更・取消
株式会社JTBビジネストランスフォーム
西日本ビジネスサポートチーム
「第35回全国経済同友会セミナー長崎大会」係
〒542-0081  大阪府大阪市中央区南船場2-9-8
シマノ住友生命ビル3階
TEL：06-6120-1212
メール：35ngskdoyu@jbx.jtb.jp
受付時間：平日10：00～17：00（12/30～1/3、土日祝日除く）
東京都知事 登録旅行業 第3-7539号
総合旅行業務取扱管理者：伊吹　充浩
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所で
の取引責任者です。この旅行の契約に関し、担当者からの説明に
ご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱
管理者にご質問ください。
※エクスカーションの添乗員の有無は、各コースに記載しております。
※宿泊プランについては、添乗員は同行しません。
※エクスカーションの最少催行人員は、各コースに記載しております。
※宿泊プランについては、最少催行人員が1名となります。
　宿泊プラン設定日：4/12・4/13・4/14

4．お支払方法

３月上中旬頃に「最終案内・ご請求書等」を
申込代表者様宛に発送させていただきます。
※ご入金期日は３月下旬までを予定しております。
※振込手数料はお客様ご負担にてお願いいたします。

5．変更・取消について

【エクスカーション】
21日前
まで

無料 旅行代金の
20％

旅行代金の
30％

旅行代金の
30％

旅行代金の
50％

旅行代金
全額

（日帰りの場合は
11日前まで）

20～8日前
まで 7～2日前

まで
出発日の
前日

旅行開始後
の取消、
無連絡参加

当日
※右記を除く（日帰りの場合は

10‐8日前まで）

【宿泊プラン】

無料

4日前まで 3～前日まで

旅行代金全額旅行代金の
20％

旅行代金の
50％

旅行開始後
の取消、
無連絡参加

当日
※右記を除く
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エクスカーションプラン

Aコース

貸切クルーズ船で楽しむ長崎港湾岸クルージング
ワンハンドフード＆ドリンク

4月12日（水） 17：10～19：25日時

長崎駅西口発着地

おひとり様 14,000円旅行代金

4月13日（木） 12：45～17：00日時

長崎駅西口発着地

おひとり様 14,000円旅行代金

●旅行代金に含まれるもの：旅程表記載の貸切バス代・船料・船内での飲食代　
●旅行代金に含まれないもの：旅程表以外に行動される場合の費用・個人的
性格の諸費用・保険代　●最少催行人員：50名　●最大催行人員：100名
●添乗員が1名同行させていただきます。●貸切バス会社：長崎バス観光
利用運送機関：　　　貸切バス

船上より世界遺産に登録された小菅修繕場跡やジャイアン
ト・カンチレバークレーンをご覧いただけます。揺れにくい
設計で、船酔いが心配な方も安心。出港時は夕景を、帰港時
は長崎の夜景をお楽しみください。
※注意事項：海上の状況によっては当日の催行中止の場合もございます。

ご同伴者様向けのコース。レトロ写真館では沢山の衣装の中
からお気に入りの1着を選んで写真撮影をお楽しみいただけ
ます。唐人屋敷では美味しい中国茶を自分で淹れて飲むこと
ができます。五感で楽しむ和華蘭文化の世界をのぞいてみま
せんか。

長崎駅西口 ―――― 長崎港常盤ターミナル ――――
           17：10　　　　       17：25 

17：40～19：00頃の乗船
貸切クルーズ船「JUPITER」にて
長崎港湾岸クルージング

――― 銅座近辺 ――― 長崎駅西口
                 19：15　　　         19：25頃 

行程表

昼× 夕○

Bコース

●旅行代金に含まれるもの：旅程表記載のタクシー代・観光入場代・体験料・写
真代・飲食代 ●旅行代金に含まれないもの：旅程表以外に行動される場合の費
用・個人的性格の諸費用・保険代　●最少催行人員：8名　●最大催行人員：16
名　●添乗員が1名同行させていただきます。　●運送タクシー会社：長崎ラッ
キー自動車
利用運送機関：　　　タクシー

タクシーにてご移動いただきます。

長崎駅西口 ――― グラバー園（レトロ衣装館） ―――
           12：45　　　　　 13：00                          14：45 

唐人屋敷で中国茶体験 ―――――――― 長崎駅西口
15：15                      16：45                                   17：00頃

行程表

昼× 夕×

長崎夜航！！

レトロ衣装館でのお写真撮影と
唐人屋敷で楽しむ中国茶体験体感長崎！！

※写真は全てイメージです

※写真は全てイメージです
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4月13日（木） 19：50～21：30日時

長崎駅西口発着地

おひとり様 4,000円旅行代金

4月13日（木） 19：45～22：00日時

出島メッセ長崎出発地

おひとり様 12,000円旅行代金

Cコース

オープンバスと長崎稲佐山スロープカーで楽しむ
1000万ドルの夜景爽快夜景！！

中華料理「桃林」で楽しむ
厳選酒と至福の中華美食桃林！！

●旅行代金に含まれるもの：旅程表記載の貸切バス代・社線代 ●旅行代金に含
まれないもの：旅程表以外に行動される場合の費用・個人的性格の諸費用・保険
代　●最少催行人員：20名　●最大催行人員：40名　●添乗員が1名同行させ
ていただきます。　●貸切バス会社:長崎遊覧バス
利用運送機関：　　　貸切バス　≃≃≃社線

長崎県で1台しかないオープンバスでお楽しみいただきます
（雨天時は通常の貸切バス）

長崎駅西口 ―― 中腹駅舎 ≃≃ 山頂駅舎 …… 稲佐山展望台 ……
        19：50　　   20：05 

…… 山頂駅舎 ≃≃ 中腹駅舎 ―― 長崎駅西口
                                  21：10  21：15　      21：30頃 

行程表

昼× 夕×

Dコース

●旅行代金に含まれるもの：旅程表記載の飲食代（飲み放題）　●旅行代金に含
まれないもの：旅程表以外に行動される場合の費用・個人的性格の諸費用・保険
代　●最少催行人員：50名　●最大催行人員：80名　●添乗員が1名同行させ
ていただきます。

出島メッセ長崎から徒歩にてご移動いただきます

出島メッセ長崎 …… ホテルニュー長崎 レストラン桃林
                  19：45　　     19：55            21：30～22：00 

※ホテルニュー長崎にて解散

行程表

昼× 夕○

エクスカーションプラン

※写真は全てイメージです

※写真は全てイメージです

長崎の夜景は、2021年にモナコ、上海と共に「世界新三大
夜景」に選ばれました。長崎稲佐山スロープカーのデザイン
は、高級車フェラーリなどを手掛けた奥山清行氏が率いる
KENOKUYAMADESIGNが手掛けました。
※注意事項：荒天の場合は当日の催行中止の場合もございます。

長崎の各種地酒をはじめとした厳選したお酒と、中華料理の
マリアージュ。上海料理を―ベースにした長崎近海産の新鮮
な魚介類と旬野菜をふんだんに使った中華料理で、長崎の
夜をお楽しみください。

（長崎稲佐山スロープカー）

（長崎稲佐山スロープカー）
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4月14日（金） 12：45～20：15日時

長崎駅西口発着地

おひとり様 27,000円旅行代金

4月14日（金） 12：45～20：40日時

長崎駅西口発着地

おひとり様 29,000円旅行代金

Eコース

長崎駅西口 ―――― グラバー園オリジナルプラン ―― 
           12：45　　            13：15                               15：15 

―― 出島さんぽ（長崎さるく）…… 長崎内外倶楽部 ――
        15：45　　                  17：45          18：00        20：00 

―― 長崎駅西口
         21：15頃 

行程表

Fコース

●旅行代金に含まれるもの：旅程表記載の飲食代　●旅行代金に含まれないも
の：旅程表記載の貸切バス代・船代・体験料・社線代・食事代　●最少催行人員：
15名　●最大催行人員：30名　●添乗員が1名同行させていただきます。
●貸切バス会社：長崎バス観光
利用運送機関：　　　貸切バス　～～～船舶　≃≃≃社線

●旅行代金に含まれるもの：旅程表記載の貸切バス代・観光入場代・体験料・食
事代　●旅行代金に含まれないもの：旅程表以外に行動される場合の費用・個
人的性格の諸費用・保険代　●最少催行人員：15名　●最大催行人員：40名
●添乗員が1名同行させていただきます。　●貸切バス会社:長崎バス観光
利用運送機関：　　　貸切バス

長崎駅西口 ―― 常盤２号桟橋 ～～ 軍艦島上陸特別視察               
          12：45　　　 13：00  　13：15　　    14：15                16：00 

～～ 常盤２号桟橋 ―― 淵神社駅 ≃≃ 稲佐岳駅 …… 稲佐山展望台 ……
      16：45  17：00　 17：15  17：20    17：35　　　  17：40 18：00 

…… 稲佐山レストランITADAKI …… 山頂駅舎 ≃≃ 中腹駅舎 ――
         18：00                             19：45　   20：00   20：05     20：20   20：25　

―― 長崎駅西口
          20：40頃

行程表

昼× 夕○

昼× 夕○

グラバー園名誉園長の歴史講座と
鎖国期の唯一の貿易港・出島の魅力を深堀り長崎情緒！！

軍艦島上陸特別視察と
稲佐山レストランITADAKIで楽しむ食と景色魅惑海空！！

エクスカーションプラン

※写真は全てイメージです

※写真は全てイメージです

★グラバー園オリジナルプラン
第1部 バークガフニ名誉園長の歴史講座「幕末から明治の長崎物語」 45分程度
第2部 知られざる旧グラバー住宅の最新情報を名誉園長自らがご案内  60分程度

長崎の人気スポット２か所を特別アレンジでご案内。グラバー
園での講座、特別拝観のあとは、江戸時代に海外との窓口
であった出島の魅力を深堀り。明治時代の社交場「長崎内外
倶楽部」にて和華蘭料理をどうぞ。

通常の観光ツアーで上陸できる観光エリアではなく、許可が
必要となる立ち入り禁止区域へ長崎市世界遺産推進室の
職員の案内の元、ご案内いただきます。長崎らしい稲佐山から
の景色とともに、優雅なディナータイムをお楽しみください。
※注意事項：海上の状況によっては当日のプログラム変更の場合もございます。

（長崎ロープウェイ）

（長崎稲佐山スロープカー）
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4月14日（金） 12：45～20：30日時

長崎駅西口発着地

おひとり様 39,800円旅行代金

4月14日（金） 12：45～17：10日時

長崎駅西口出発地 長崎空港到着地

おひとり様 7,000円旅行代金

Gコース

長崎駅西口 ―― 坂本龍馬の足跡さんぽ（長崎さるく） ―― 
         12：45　        13：15                                       15：20 

―― 長崎港桟橋 新・観光丸クルーズ ―― 史跡料亭 花月 ――
        15：40                             17：00        18：00   20：00

―― 長崎駅西口
        20：15頃

行程表

Hコース

幕末の長崎・坂本龍馬の足跡巡りと
料亭花月での卓袱料理龍馬花月！！

長崎ならではの資産“斜面地”の課題と
空き家の活用から考える長崎の未来未来長崎！！

●旅行代金に含まれるもの：旅程表記載の貸切バス代・体験料　●旅行代金に
含まれないもの：旅程表以外に行動される場合の費用・個人的性格の諸費用・保
険代　●最少催行人員：10名　●最大催行人員：20名　●添乗員が1名同行さ
せていただきます。　●貸切バス会社:長崎バス観光
利用運送機関：　　　貸切バス

●旅行代金に含まれるもの：旅程表記載の貸切バス代・体験料・船代・食事代
●旅行代金に含まれないもの：旅程表以外に行動される場合の費用・個人的性
格の諸費用・保険代　●最少催行人員：20名　●最大催行人員：40名　●添乗
員が1名同行させていただきます。　●貸切バス会社:長崎バス観光
利用運送機関：　　　貸切バス

長崎駅西口 ―― 居留地路地裏散歩アレンジ（長崎さるく） ――
         12：45　　    13：15                                          14：15

―― つくる邸にて“斜面地”“空き家”について考える ――
          14：30                                                        16：00 

―― 長崎駅西口 ―― 長崎空港到着
         16：15頃                   17：10頃

行程表

昼× 夕○

昼× 夕×

エクスカーションプラン

※写真は全てイメージです

※写真は全てイメージです

幕末の志士・坂本龍馬。長崎でのゆかりの地や仲間と夢を
語った蒸気船「新・観光丸」を巡ります。国際サロン「史跡料亭
花月」では和食、中華、オランダ料理をアレンジし発展した
「和華蘭」卓袱料理とともに芸妓の踊りをお楽しみいただきます。

外国人居留地時代の面影が残る南山手地区をご案内。坂の
街ならではの風景も楽しみながら、斜面地の暮らしをリアル
に体験。その中にある空き家を活用した「つくる邸」で「坂の
街長崎」の未来を感じてみませんか。
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4月14日（金） 13：15～18：15日時

長崎駅西口出発地 長崎空港到着地

長崎駅西口出発地 長崎空港到着地

おひとり様 12,000円旅行代金

4月14日（金）～4月15日（土） 1泊2日日時

おひとり様 55,000円旅行代金

Iコース

長崎駅西口 ―― 長崎港元船桟橋 軍艦島上陸クルーズ ――  
          13：15　        13：25                                          17：15 

―― 長崎駅西口 ―― 長崎空港
         17：20頃                18：15頃

行程表

Jコース

ブラックダイヤモンドでいく
軍艦島上陸クルーズ軍艦島行！！

湯けむり漂う海の小浜・山の雲仙と
伝統野菜を楽しむ旅花咲雲仙！！

●旅行代金に含まれるもの：旅程表記載の貸切バス代・宿泊代（和室2名1室）・
体験料・2日目昼食代・有料道路代・駐車場代・乗務員費用　●旅行代金に含まれ
ないもの：旅程表以外に行動される場合の費用・個人的性格の諸費用・保険代
●最少催行人員：15名　●最大催行人員：40名　●添乗員が1名同行させて
いただきます。　●貸切バス会社:長崎バス観光
利用運送機関：　　　貸切バス

●旅行代金に含まれるもの：旅程表記載の貸切バス代・船代　●旅行代金に含
まれないもの：旅程表以外に行動される場合の費用・個人的性格の諸費用・保険
代　●最少催行人員：15名　●最大催行人員：40名　●添乗員が1名同行させ
ていただきます。　●貸切バス会社：長崎バス観光
利用運送機関：　　　貸切バス

4/14（金）
長崎駅西口 ―――――― （千々石展望台経由） ―――
           13：00
小浜温泉まちあるき ―― 雲仙温泉（泊）
14：30　　           15：45       16：15

行程表

昼× 夕×

昼× 夕○
4/15（土）
雲仙温泉 ―― 雲仙つむら農園にて種取り野菜のお話と収穫体験 ―― 
   09：30        10：15                                                 11：30
―― 観月荘にて種取り野菜のご昼食 ―― カステラランドにて休憩 ―― 
       11：45　　                 13：00        13：30
―― 新大村駅 ―― 長崎空港
        14：45頃　　     15：00頃 昼○朝○ 夕×

エクスカーションプラン

※写真は全てイメージです

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

多くの人を惹きつけてやまない軍艦島。その“廃墟の島”が
現在でも人々の好奇心を掻き立てるのは、「島全体が繁栄
当時のまま残っている」こと。廃墟でありつつも、昭和の生活
を実感することが出来ます。
※注意事項：海上の状況によっては当日のプログラム変更の場合もございます。

「世界ジオパーク」に認定される長崎県・島原半島。湯けむり
立ち上る温泉街でのご滞在をお楽しみください。

ご宿泊：雲仙温泉 青雲荘
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4月14日（金）～4月15日（土） 1泊2日日時

長崎駅西口出発地 長崎空港到着地

長崎駅西口出発地 長崎空港到着地

おひとり様 69,000円旅行代金

4月14日（金）～4月15日（土） 1泊2日日時

おひとり様 60,000円旅行代金

Kコース

Lコース

●旅行代金に含まれるもの：旅程表記載の貸切バス代・船代・宿泊代（洋室2名1
室）・観光入場料・1日目夕食代・2日目昼食代・有料道路代・駐車場代・乗務員費
用　●旅行代金に含まれないもの：旅程表以外に行動される場合の費用・個人
的性格の諸費用・保険代　●最少催行人員：10名　●最大催行人員：24名
●添乗員が1名同行させていただきます。　●運行バス会社：長崎バス観光・五島自動車
利用運送機関：　　　貸切バス　～～～船舶

●旅行代金に含まれるもの：旅程表記載の貸切バス代・宿泊代（洋室2名1室）・観光入場
料（ハウステンボスフリーパス）・1日目夕食代（ミールクーポン）・船代・2日目昼食代・有料
道路代・駐車場代・乗務員費用　●旅行代金に含まれないもの：旅程表以外に行動される
場合の費用・個人的性格の諸費用・保険代　●最少催行人員：20名　●最大催行人員：
40名　●添乗員が1名同行させていただきます。　●運行バス会社：西肥バス自動車
利用運送機関：　　　貸切バス

4/14（金）
長崎駅西口 ―――――― 長崎港 ～～～～～～ 福江港
            14：10                     14：20  14：50                     16：15
―― GOTO TSUBAKI HOTEL ―― 椿茶屋 ―― 五島市内（泊）
        16：30                      17：45     18：00  20：00   20：15頃

行程表

昼× 夕○
4/15（土）
五島市内 ―― 武家屋敷通り ―― 鐙瀬ビジターセンター/鐙瀬溶岩海 ――  
  08：30      08：40  08：50     09：10                        09：40
―― 香珠子物産館 ―― 水ノ浦教会 ―― 道の駅遣唐使ふるさと館/五島列島酒 ――   
      10：00   10：20     11：00   11：20      11：50                                  13：00
―― 高浜ビーチ/魚籃観音 ―― 福江港 ～～ 長崎港 ―― 長崎駅 ―― 長崎空港
        13：20             13：40    14：40 16：05  17：30 17：40  17：45頃        18:40頃

4/14（金）
長崎駅西口 ――――――――― ハウステンボス（泊）
           13：00                                     14：30頃

行程表

昼× 夕○
4/15（土）
ハウステンボス ――― SASEBO軍港クルーズ ――― 
                 10：00               11：00                       12：00
―― ホテルフラッグス九十九島 ―― 佐世保駅 ―― 長崎空港
        12：30                      13：30       14：00頃      　 15：00頃
　　

昼○朝○ 夕×

昼○朝○ 夕×

花と光の感動リゾート ハウステンボス滞在と
軍港のまち「SASEBO」を満喫する旅楽佐世保！！

紺碧の海と美しい緑に囲まれ、
ゆっくりと流れる時間を楽しむ島旅五色之島！！

エクスカーションプラン

※写真は全てイメージです

※写真は全てイメージです

ご宿泊：ホテルヨーロッパ

ご宿泊：GOTO TSUBAKI HOTEL

日本一広いテーマパークと華やかなイルミネーションを
お楽しみください。佐世保名物の軍港クルーズやレモン
ステーキもご堪能いただきます。

長崎は離島の数、全国１位！自然、歴史、世界文化遺産「長崎
と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」のある福江島へ

（ジェットフォイル）
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長崎駅西口出発地 長崎駅西口
or長崎空港到着地

4月15日（土） 6：30～18：00日時

①往復貸切バス利用…おひとり様 11,000円
②往路貸切バス／復路長崎空港への船利用…おひとり様 8,500円
③現地集合解散…おひとり様 0円
※ゴルフ費用（おひとり様・約33,000円を目安）は各自でお支払いください。

旅行代金

Mコース

懇親ゴルフ
（パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ）緑芝満開！！

長崎駅西口 ―― パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ ――  
        06：30　        07：30                  （08：00頃～16：00頃）

終了後、長崎市内へ
―― パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ ―― 長崎駅西口
                                                         17：00        18：00
終了後、長崎空港へ
―― パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ ～～ 長崎空港
                                                         16：30         17：15

行程表

●旅行代金に含まれるもの：旅程表記載の貸切バス代・船代　●旅行代金に含
まれないもの：ゴルフ費用・昼食代・売店利用代などの個人的性格の諸費用・保
険代　●最少催行人員：20名　●最大催行人員：60名　●添乗員が1名同行さ
せていただきます。　●運行バス会社：長崎バス観光
利用運送機関：　　　貸切バス　～～～船舶

昼× 夕○

エクスカーションプラン

※写真は全てイメージです

“玄海の荒法師”と呼ばれた匠：藤井義将氏の設計による全国
屈指のシーサイドコース
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宿泊ホテルのご案内

宿泊プラン
第35回 全国経済同友会セミナー

長 崎大会
2023
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長崎駅西口正面、大型コンベンション施設「出島
メッセ長崎」に隣接する長崎の新しいランドマーク
ホテル。観光にもビジネスにも便利なホテルです。
様々なスタイルのレストラン、ジム、浴場などの
付属施設があり、ヒルトンの洗練されたサービス
であらゆるご要望にお応えします。

ヒルトン長崎
〒850-0058 長崎県長崎市尾上町4-2（JR長崎駅西口から徒歩約1分）

【宿泊代金】

●ツイン（1名1室利用）・・・・・・26,300円
●ツイン（2名1室利用）・・・・・・ 16,700円
※1泊朝食付のおひとり様あたりの宿泊代金です。（宿泊税含む）

宿泊プラン

世界80ヶ国4200軒以上の世界最大級のホテル
チェーン。ＪＲ長崎駅より徒歩８分の好立地。
大理石を敷き詰め、家具や調度品にもこだわった
ロビー。7階以上のハイフロアに位置するシンプル
＆モダンな洋室とゆったりサイズのベッドに清潔
感にこだわったデュベスタイルの寝具。グリル・
ブッフェの２つのレストランとカフェ・宴会場を
完備したハイクオリティなホテルです。

THE GLOBAL VIEW長崎
〒850-0045 長崎県長崎市宝町2-26（JR長崎駅西口から徒歩約8分）

【宿泊代金】
●ツイン又はダブル（1名1室利用）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16,700円
●ツイン又はダブル（2名1室利用）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
※1泊朝食付のおひとり様あたりの宿泊代金です。（宿泊税含む）

チェックイン １５：００
チェックアウト １１：００

チェックイン １５：００
チェックアウト １１：００

※写真はイメージです

※写真はイメージです
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宿泊プラン

交通の拠点ＪＲ長崎駅に隣接。観光にビジネスに
便利な立地条件。２８平米のゆったりとした客室
は、ホテルステイのための機能性をコンパクトに
納め、旅の疲れを癒してくれます。レストランも
充実し、厳選素材を贅沢に取り入れた料理長の
オリジナル料理で季節毎の味を演出。格調高い
空間と洗練されたホスピタリティーでお客様を
お迎え致します。全客室Wi-Fi接続可能です。

ホテルニュー長崎
〒850-0057 長崎県長崎市大黒町14-5（JR長崎駅東口から徒歩約5分）

【宿泊代金】

●ツイン（1名1室利用）・・・・・・ 16,700円
●ツイン（2名1室利用）・・・・・・・ 9,900円
※1泊朝食付のおひとり様あたりの宿泊代金です。（宿泊税含む）

チェックイン １５：００
チェックアウト １１：００

広めの客室とバスルームのあるホテルです。JR
長崎駅に隣接した都市型ショッピングセンター
「アミュプラザ長崎」の上層階にあるホテルです。
全室シャワートイレ、高速LANを使用できます。
全客室Ｗｉ－Ｆｉ接続可能です。
※長崎駅周辺再整備事業以前の写真となります。

JR九州ホテル長崎
〒850-0058 長崎県長崎市尾上町1-1（JR長崎駅東口から徒歩約3分）

【宿泊代金】

●シングル・・・・・・・・・・・・・・・・11,100円
※1泊朝食付のおひとり様あたりの宿泊代金です。（宿泊税含む）

チェックイン １４：００
チェックアウト １１：００

※写真はイメージです

※写真はイメージです
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宿泊プラン

JR長崎駅から徒歩約5分。長崎駅前で上質な
おもてなし天然温泉“鶴港の湯”を完備しており
ます。1日の活力となる自慢の朝食、ドーミーイン
オリジナルメニューにてお迎えいたします。オリジ
ナル枕とシモンズ社製ベッドで快眠をサポート。
全室Wi-Fi利用可能。快適な滞在をお楽しみ
ください。

天然温泉 鶴港の湯 ドーミーインPREMIUM長崎駅前
〒850-0036  長崎県長崎市五島町2-29（JR長崎駅東口から徒歩約9分）

【宿泊代金】

●シングル・・・・・・・・・・・・・・・14,000円
※1泊朝食付のおひとり様あたりの宿泊代金です。（宿泊税含む）

チェックイン １５：００
チェックアウト １１：００

「エスペリアホテル長崎」は上質でスタイリッシュ
な設備の中に温かさを醸し出す、さりげない人的
サービス溢れる機能的なくつろぎの場です。客室
は全室バス・トイレ・洗面台が3点独立の快適空
間。最上階の１３階と１４階にはワンランク上の
グランドフロアをご用意。こだわりのレストラン
“Café TSURU”では、１日のスタートに欠かせ
ないバランスの取れた朝食をご提供しています。
全客室Wi-Fi接続可能です。

エスペリアホテル長崎
〒850-0036 長崎県長崎市五島町5-35（JR長崎駅東口から徒歩約10分）

【宿泊代金】

●シングル・・・・・・・・・・・・・・・・12,100円
※1泊朝食付のおひとり様あたりの宿泊代金です。（宿泊税含む）

チェックイン １５：００
チェックアウト １１：００

※写真はイメージです

※写真はイメージです
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宿泊プラン

JR長崎駅東口から徒歩約7分、路面電車、高速
バスまで徒歩約1分の立地。客室はペアガラスと
襖で静かな環境でゆっくりとおやすみ頂けます。
安心安全のご朝食もどうぞ。全館高速無線LAN
（Wi-Fi）に接続できます。

ホテルクオーレ長崎駅前
〒850-0057 長崎県長崎市大黒町７-３（JR長崎駅東口から徒歩約7分）

【宿泊代金】

●シングル・・・・・・・・・・・・・・・14,200円
※1泊朝食付のおひとり様あたりの宿泊代金です。（宿泊税含む）

チェックイン １５：００
チェックアウト １０：００

JR長崎駅東口から徒歩約8分、路面電車、高速
バスまで徒歩約2分の立地。客室はペアガラスと
襖で静かな環境でゆっくりとおやすみ頂けます。
朝食は一日の元気の源。安心なテイクアウトで、
安全にお部屋で、元気が出る朝食を、お客様が体
験できるメニューへと進化いたしました。メイン
料理の肉または魚料理は日替わりでご提供いたし
ます。全館高速無線LAN（Wi-Fi）に接続できます。

ホテルウィング・ポート長崎
〒850-0057 長崎県長崎市大黒町9-2（JR長崎駅東口から徒歩約8分）

【宿泊代金】

●シングル・・・・・・・・・・・・・・・ 12,900円
※1泊朝食付のおひとり様あたりの宿泊代金です。（宿泊税含む）

チェックイン １５：００
チェックアウト １０：００

※写真はイメージです

※写真はイメージです
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宿泊プラン

東横INNは日本一の客室数。快適な客室とサー
ビスでお客様のスタートを応援します。
ホテルのロビーと全客室は無料のWi-Fi対応と
なっております。ご持参いただいたノートパソ
コン・スマートフォン・タブレット端末などのモバ
イル機器にご使用いただけます。1日の始まりは
「朝食」から。採れたて野菜や地元米など「その
土地ならでは」の素材をふんだんに取り入れて
作ります。新鮮食材が体に元気を与えます。

東横INN長崎駅前
〒850-0036 長崎県長崎市五島町5-45（JR長崎駅東口から徒歩約10分）

【宿泊代金】

●シングル・・・・・・・・・・・・・・・・9,000円
※1泊朝食付のおひとり様あたりの宿泊代金です。（宿泊税含む）

チェックイン １６：００
チェックアウト １０：００

※写真はイメージです
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全国44 経済同友会

第35回全国経済同友会  セミナー企画委員会

◆ 北海道経済同友会
 代表幹事  丸谷 智保  （㈱セコマ  代表取締役会長）
 副代表幹事  吉田 松雄  （学校法人吉田学園  総長） 
◆ 仙台経済同友会
 代表幹事  西井 英正  （弘進ゴム㈱  代表取締役社長）
 副代表幹事  橋浦 隆一  （今野印刷㈱  代表取締役） 
◆ 経済同友会
 副代表幹事  市川 晃  （住友林業㈱  代表取締役会長）
◆ 中部経済同友会
 常任幹事・総務委員会委員長  光田 敏夫  （桂新堂㈱  代表取締役社長）
 幹事・総務委員会副委員長  永田 伸久  （トヨタ紡織㈱  経営収益管理本部本部長）
◆ 関西経済同友会
 幹事  酒井 真理  （ピーチコーポレーション㈱  代表取締役社長）
 常任幹事  事務局長  廣瀬 茂夫
◆ 広島経済同友会
 特別幹事  森信 秀樹  （森信建設㈱  代表取締役社長）
 常任幹事  香川 基吉  （㈱福屋  取締役副会長）
◆ 福岡経済同友会
 副代表幹事  田中 亮一郎  （第一交通産業㈱  代表取締役社長）
 常任幹事  龍造寺 健介  （本多機工㈱  代表取締役社長）
◆ 長崎経済同友会
 代表幹事・実行委員会委員長  東 晋  （長崎放送㈱  代表取締役社長）
 副代表幹事・実行委員会副委員長  山田 晃  （山電㈱  代表取締役）

北海道経済同友会
青森経済同友会
（一社）岩手経済同友会
（一社）秋田経済同友会
（一社）仙台経済同友会
山形経済同友会
福島経済同友会
（公社）栃木県経済同友会
群馬経済同友会
埼玉経済同友会
千葉県経済同友会
（公社）経済同友会
（一社）神奈川経済同友会
山梨経済同友会
新潟経済同友会

富山経済同友会
（一社）金沢経済同友会
福井経済同友会
（一社）岐阜県経済同友会
静岡経済同友会
中部経済同友会
滋賀経済同友会
（一社）京都経済同友会
（一社）関西経済同友会
（一社）神戸経済同友会
奈良経済同友会
（一社）和歌山経済同友会
鳥取県経済同友会
島根経済同友会
（一社）岡山経済同友会

広島経済同友会
山口経済同友会
（一社）徳島経済同友会
（一社）香川経済同友会
愛媛経済同友会
土佐経済同友会
福岡経済同友会
佐賀経済同友会
熊本経済同友会
大分経済同友会
宮崎経済同友会
鹿児島経済同友会
沖縄経済同友会
長崎経済同友会

以上8同友会
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長 崎 経 済 同 友 会
長崎地区

〒850-8618 長崎市銅座町1番11号 十八親和銀行本店内
TEL 095-822-5052　FAX 095-821-0214

佐世保地区

〒857-0806 佐世保市島瀬町10番12号 （株）十八親和銀行 佐世保本部内
TEL 0956-23-3509　FAX 0956-24-1167


