企画：月刊ニューメディア編集部/株式会社 T.S Go Abroad

旅行実施：アルプス・トラベル・サービス株式会社

お問い合わせ：070-4155-7007/E-MAIL:yshirasaki@tsgoabroad.com

【催行決定】放送次世代の熱論現場「英ロンドン」と
空白 3 年「IBC 2022」で欧州の新動向を徹底洞察ツアー
参加のご案内
①

満席となりました

【英国・ロンドン⇒IBC・アムステルダム参加】7 泊 9 日コース
お一人様一室利用 847,800 円＋（別途：空港税・航空保険料・燃油 108,000 円※想定金額）
②
【IBC・アムステルダムエクスプレス参加】3 泊 6 日コース
募集中
お一人様一室利用 508,900 円＋（別途：空港税・航空保険料・燃油 88,000 円※想定金額）
※ただし 7 月 29 日（金）以降のお申込みの場合、燃油チャージが約 11,000 円 UP します。
◆第二次申込み締め切り：先着 3 名（①コースのみ）もしくは 8 月 04 日（木）
（①と②コース共）
月刊ニューメディア編集部企画の海外ツアー、4 月 NAB に続く 9 月 IBC 参加のツアー案内です。
・コロナ禍にも関わらず NAB ツアーで高く評価と信頼を得た「徹底対策ツアー」
「ツアーだからこそ安心できた」と 20 人が安全に NAB 参加した実績と経験を生かした準備から帰国までのサポート

・放送エンタメ業界が IP 化とクラウド活用の激変するシステム技術への対応を知るために
「事前勉強会」から積み上げるツアー独自の参加スタイル
《ツアー前》どなたでも参加いただけます。
（有料）
7 月に 2 回（テーマ：①英国における放送展望の動向、②欧州放送規格 DVB の最新動向と放送サービスビジョン）
8 月に 1 回（テーマ：準備中）開催予定
上記勉強会にご参加後、IBC ツアーにお申込みいただいた場合は参加費相当分を割引
《ツアー中》
・BBC 放送局の展望「デジタル・ファースト計画」と iPlayer の現在を担当トップから聞く
・元 BBC インタラクティブ部門責任者で「INFORMITV」創設者 William Cooper 氏による「英国の放送政策を巡る議論動
向」セミナーの開催
・英放送事業者のコロナ対策を徹底した制作環境の視察
・「持続可能（カーボンニュートラル）コンテンツ制作」の対応を推進する「Albert Carbon Calculator」プロジェクト
を本格的にヒアリング
・IBC 会場会議室で SVG（スポーツ・ビデオ・グループ）共催で現地勉強会を開催
講師は OBS（オリンピック放送機構）最高技術責任者 Sotris Salmouris 氏

＜ニューメディア国際ツアーの特長＞
①月刊ニューメディア編集部が厳選したブースツアー
通訳を介し、ブース担当者の説明を人混みでも聞きやすい専用レシーバーを使用します。

OBS/SOTORIS 氏

②すべての旅程で通訳同行
同行通訳： BBC の翻訳・通訳で技術ジャーナリストの清水健氏
③IBC2022 入場（展示パス）は登録代行いたしますので、登録の手間なく安心して参加できます。ご自身でパスの取得手
続きをされてもツアー費からの返金は致しませんので、ご了承ください。
④欧州出国時と日本入国時に必要なコロナ陰性検査と検査結果証明書発行代金が参加パッケージに付帯
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・現地コーディネーターと連携し、スタッフが同行のもと安心してコロナ陰性検査を受診することができます。
⑤コロナ禍に対応した感染対策、緊急対応

◎ニューメディアツアーがプロデュースするツアー訪問先と取材プログラム

考
※ご参

◇ツアー訪問先【英国・ロンドン】◇

訪問先

コンタク

訪問内容

ト状況

英DCMS放送政策に関する白書、特に「デジタル・ファースト」構想を踏
まえたBBCの今後の放送とオンライン・サービスの戦略を聞く
BBC iPlayerの最新動向と若年層へのアプローチについて

BBC

BBCとFreeview, Freesat, YouView, DIgitalUKとの関係、また、より幅広

決定

いコンテンツ配信戦略を聞く
テレビ免許の将来についての国民的議論を取材
英国ではBAFTA（英国テレビ映画アカデミー）傘下にalbertというプロ
ジェクトがあり、albert carbon calculatorという、番組制作におけるCO2排
出量を計算するツールを提供している。英国BBCでは本年1月からすべての

BAFTA albert

テレビ番組でアルバート認証の取得を義務付けている。“Sustainable

決定

Production（持続可能な番組制作）”をテーマにカーボンニュートラルの取
り組みを取材
SKY CAMPUSに訪問。リモートプロダクションや、クラウドプロダクショ
ン、最近のCOP26のプロジェクト（2030年までにNet Zeroを宣言してい

SKY

決定

る）、Sustainableな制作現場などを取材
ITV
Ketenum Film Studio
（映画スタジオ）

ITVのSDGsの取り組みからの制作現場を取材

交渉中

英国のバーチャルプロダクション、メタバースのスタジオ取材

交渉中

◇IBC ツアー現地勉強会◇
SVG(スポーツビデオグ
ループ）
Informitv
William Cooper 氏

SVG と共同企画「スポーツメディア専門家による講演会」を

開催決

現地時間 10 日 09:00-10:30 で開催決定

定

OBS/Sotris 氏他予定

英 DCMS 放送政策に関する白書、BBC の digital-first 戦略、ITV が ITV
Hub と Britbox を統合して始めた ITVX、Channel４の将来などについて
レクチャーを予定 現地時間 10 日に IBC 会場で開催決定

開催決
定

◇IBC ツアー現地勉強会講師紹介【現地時間 9 月 10 日開催】◇
Sotris Salmouris 氏

OBS（オリンピック放送機構）最高技術責任者
INFORMITV の創設者兼最高経営責任者(CEO)。複数のプラットフォームにまたが
るインタラクティブメディアサービスのスペシャリストとして、スタートアップ企

William Cooper 氏

業から大手企業まで幅広いクライアントにアドバイスを提供。BBC 放送のインタラ
クティブ部門の責任者として、複数のチャンネルと地域にまたがる衛星、地上波、
ケーブルテレビでの画期的なインタラクティブサービスの立ち上げと配信を成功
（https://informitv.com/about/people/william-cooper/）
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「IBC 2022」参加と英国・放送事業者訪問新動向取材ツアー参加要項
◆旅行代金
①【英国・ロンドン⇒IBC・アムステルダム参加】7 泊 9 日コース ⇒満席となりました。
別途：燃油サーチャージ、国際観光旅客税、羽田もしくは成田空港施設使用料、現地空港税等（想定金額：約 108,000 円）

②【IBC・アムステルダム参加のみ】3 泊 6 日コース（お一人様一室利用）：508,900 円
別途：燃油サーチャージ、国際観光旅客税、羽田もしくは成田空港施設使用料、現地空港税等（想定金額：約 88,000 円）

※ただし 7 月 29 日（金）以降のお申込みの場合、各コースとも燃油チャージが 11,000 円ほど UP します。
●最小催行人数：10 名様より
●利用予定航空会社：エアフランス、KLM、英国航空
●利用クラス：エコノミークラス

※ビジネスクラス、プレミアエコノミークラスご利用希望の場合は、お問い合わせください

●利用ホテル：ロンドン/Copthorne Tara Hotel London Kensington（★★★★）
アムステルダム/Radisson Blu Hotel Amsterdam Airport, Schiphol（★★★★）
●食事：朝食：6 回
●添乗員：同行いたしません 現地係員がお世話します
●旅行代金に含まれるもの
・航空券代金
・宿泊代金（一名一室）
・現地 PCR 検査料、証明書発行
・スケジュール表に記した現地交通費 ※ただし公共交通手段移動部分はお客様にご負担いただきます。
・企画参加費
① ツアー事前勉強会/事後勉強会
② 現地企画参加費 通訳同行（企業訪問、展示ブースツアー参加、現地勉強会）
③ 希望者のみ、IBC 入場登録手続き代行
●申し込み締め切り：2022 年 8 月 4 日（木）までもしくは①コースのみ先着 3 名様
以降料金がアップします。詳しくはお問い合わせください。
※お客様のオリジナル旅程との組み合わせも可能。ただし航空券・宿泊ホテルは弊社でご手配させていただくことが
前提となります。

旅行に関するお問い合わせ・お申込み：アルプス・トラベル・サービス株式会社

ツアー専用ダイヤル：070-4155-7007

担当：白崎

EMAIL:yshirasaki@tsgoabroad.com
https://www.alpstravel.co.jp/company.html
東京都大田区雪谷大塚町１－７
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① ◆ツアースケジュール【英国・ロンドン⇒IBC・アムステルダム参加】7 泊 9 日コース

料金：満席となりました。
日程

9月05日（月）

時間

詳細

7:30

成田空港集合

食事

夕方

到着後、専用車でホテルへ

夕方～夜

宿泊ホテル着

9月06日（火）

朝～夕方

終日ロンドン企業訪問

専用車もしくは公共交通機関で移動

朝

9月07日（水）

朝～夕方

終日ロンドン企業訪問

専用車もしくは公共交通機関で移動

朝

9月08日（木）

午前

ホテルチェックアウト

朝

専用車にて、ロンドン企業訪問
午後

企業訪問終了後、ロンドンヒースロー空港へ移動

午後～夕方

空路オランダ・アムステルダムへ

ロンドンヒースロー空港到着
アムステルダム着/到着後、宿泊ホテルへ
9月09日（金）

9月10日（土）

朝

朝

専用車でIBC会場のRAI AMSTERDAMへ移動

10:00

IBC2022展示訪問（10:00-18:00)/ニューメディア展示ブースツアー(注目のブースを訪問・取材)

18:00

終了後、解散

朝

各自IBC会場のRAI AMSTERDAMへ移動

各自宿泊ホテルまで移動

9:00

IBCツアー現地勉強会

朝

①SVG共催現地勉強会【スポーツメディア評論家による講演

ゲスト：OBS（オリンピック放送

機構）最高技術責任者Sotris Salmouris 氏】
②InformitvのWilliam Cooper氏の講演
IBC2022展示訪問（09:00-18:00)/ニューメディア展示ブースツアー(注目のブースを訪問・取材)

9月11日（日）

検査時間調整中

コロナウィルス陰性検査

18:00

終了後、解散

朝

各自IBC会場のRAI AMSTERDAMへ移動

各自宿泊ホテルまで移動
朝

IBC2022展示訪問（09:00-18:00)/ニューメディア展示ブースツアー(注目のブースを訪問・取材)
9月12日（月）

18:00

終了後、解散

早朝

ホテルチェックアウト

午前

各自宿泊ホテルまで移動

アムステルダムスキポール空港着
空路日本へ（欧州乗り換え便利用）

9月13日（火）

午前

日本着

② ◆ツアースケジュール【IBC・アムステルダム参加のみ】3 泊 6 日コース

料金：508,900 円＋（別途：空港税・航空保険料・燃油 88,000 円※想定金額
日程

時間

詳細

9月08日（木）

夜

羽田もしくは成田より、空路アムステルダムへ（乗り継ぎ便もしくは直行便）

食事

9月09日（金）

朝

アムステルダム空港着

朝

到着後、専用車でIBC会場のRAI AMSTERDAMへ移動
10:00
9月10日（土）

IBC2022展示訪問（10:00-18:00)/ニューメディア展示ブースツアー(注目のブースを訪問・取材)

18:00

終了後、解散

朝

各自IBC会場のRAI AMSTERDAMへ移動

各自宿泊ホテルまで移動
朝

IBCツアー現地勉強会
①SVG共催現地勉強会【スポーツメディア評論家による講演

ゲスト：OBS（オリンピック放送

機構）最高技術責任者Sotris Salmouris 氏】
②InformitvのWilliam Cooper氏の講演
IBC2022展示訪問（09:00-18:00)

9月11日（日）

検査時間調整中

コロナウィルス陰性検査

18:00

終了後、解散

朝

各自IBC会場のRAI AMSTERDAMへ移動

各自宿泊ホテルまで移動
朝

IBC2022展示訪問（09:00-18:00)/ニューメディア展示ブースツアー(注目のブースを訪問・取材)
9月12日（月）

18:00

終了後、解散

朝

ホテルチェックアウト

各自宿泊ホテルまで移動

各自IBC会場のRAI AMSTERDAMへ移動
各自IBC2022展示訪問（09:00-16:00)
夕方
9月13日（火）

アムステルダム空港集合

夜

空路日本へ（乗り継ぎ便もしくは直行便）

22:00-23:00

日本着(羽田もしくは成田）
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＜オプションツアー案内【イタリア Telespazio 社スペースセンター訪問】＞
【英国訪問＋IBC 参加コース】参加者のみ、参加いただけます。※
追加料金はお問い合わせください。
◇ツアー（追加オプション）訪問先【イタリア・ミラノ郊外Lario】◇
Sky Italia、Rai、Mediasetなどのイタリアの放送事業者の衛星アップリン
Telespazio社

クとコントロールしている施設の見学と説明を聞く。JSTV様が本年6月よ

確定

りプレイアウトシステムを運用を開始

◇スケジュール
日程

時間

詳細

9月12日（月）

早朝

ホテルチェックアウト

食事

アムステルダムから空路ミラノへ
到着後、コロナウィルス陰性検査
検査終了後、公共交通機関でLarioへ移動

9月13日（火）

午後

Telespazio社スペースセンター訪問

夕方

訪問後、公共交通機関でミラノへ

夜

ミラノ着

早朝

ホテルチェックアウト着
専用車もしくはタクシーで空港へ移動
ミラノ空港着
ミラノ空港から空路欧州乗り継ぎ便で日本へ

9月14日（水）

午前

宿泊予定ホテル

日本着

コロナ感染対策にも対応した宿泊ホテルをセレクト

◆宿泊予定ホテル◆
ロンドン

Copthorne Tara Hotel London Kensington（★★★★）
住所：W8 5SY, England, London, Scarsdale Place, Kensington
・ケンジントン・ハイ・ストリートから徒歩3分以内の場所に位置し、ナイツブリッジやノッティン
グヒルのショップとレストランに簡単にアクセスできます。
・お部屋にはHypnos製ベッド、薄型テレビ、セーフティボックス、専用バスルーム、お茶/コーヒー
が備わり、館内全域で無料Wi-Fiを利用できます。
・併設のレストランArtist Cornerでは、モダンな英国料理とヨーロッパ料理を楽しめます。アジア風
の料理を提供するブラッスリー、Cafexpressカフェもあります。
・Copthorne Tara Hotel London Kensingtonはカンファレンスセンター、フィットネスルームを併設
しています。
・オリンピア・エキシビションセンター、ハイド・パーク、ロイヤル・アルバート・ホールのほか、
クロムウェル・ロード沿いの世界的に有名なミュージアムまで徒歩圏内です。

アムステルダム

Radisson Blu Hotel Amsterdam Airport, Schiphol（★★★★）
住所：1119 PB, Schiphol-Rijk, Boeing Avenue 2
・ラディソン ブル ホテル アムステルダム エアポートは、緑豊かなビジネスパーク ス キポール ライ
ク内にあり、スキポール空港から車でわずか 15 分です。スキポール空港への無料送迎シャトルバス
サービスを提供しています。
・客室は広々としており、コーヒーと紅茶の設備、ホテル全館で利用可能な無料の高速WiFiを提供し
ています。
・Havenレストランでは毎朝朝食を、OTIUMレストランでは軽食とヘルシーな食事を提供していま
す。OTIUMラウンジでは、ラウンジの雰囲気の中で冷たい飲み物や軽食を提供しています。
・ラディソンブルは、アムステルダムの市内中心部、RAIコンベンションセンター、アムステルダム
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WTCから公共交通機関で45分の場所にあります。最寄りの空港はスキポール国際空港で、ラディソン
ブルから車で20分です。

◎ご旅行条件（抜粋）

旅行実施：アルプス・トラベル・サービス株式会社
お問い合わせ：070-4155-7007/E-MAIL:yshirasaki@tsgoabroad.com

◆お申し込みの際には旅行条件書（全文）お読みいただき、事前に内容をご確認の上、別紙申込書にてお申し込みください◆
● ご旅行条件
https://www.alpstravel.co.jp/pdf/jouken.pdf
● 旅行代金に含まれるもの
（1）旅行日程に明示した航空運賃 （エコノミークラス特別割引運賃）
（2）旅行日程に含まれる送迎バス等の料金
（3）旅行日程に明示した視察・訪問時の通訳またはガイド費用と経費（通訳は取材先訪問時に同行させていただきます）
（4）各地下記クラスの宿泊料金及び税金、サービス料
・ロンドン/Copthorne Tara Hotel London Kensington ・アムステルダム/ Radisson Blu Hotel Amsterdam Airport, Schiphol（★★★★）
（5）滞在中の PCR 検査と証明書及び検査施設までの交通費

◆海外危険情報について

（6）ご旅行日程に明示したお食事料金

渡航先によっては「外務省危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が発出されて

（7）お１人様お預け手荷物 1 個の手荷物運搬料金。（お１人様 23kg まで）

いる場合があります。お申込みの際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。

航空会社によってはお預け手荷物が２個までの場合もございます。
（8）団体行動中のチップ。

また、「外務省海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/」でもご
確認ください。なお、契約後ご出発までの間に、該当の国・地域に危険情報が出されて

※上記経費は、お客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。
● 旅行代金に含まれないもの

いる場合がございます。極力お客様にはその旨ご案内しますが、都合によりご案内でき
ない場合に備えまして、ご出発に際し、お客様ご自身で海外安全ホームページをご確

前項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

認いただくようお勧めいたします。また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞

（1）旅行印紙代

在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省のシステム「た

（2）渡航手続き取扱料金（消費税含む）

びレジ:https://ezaiyu.mofa.go.jp/tabireg/」へのご登録をお勧めします。

a. 旅券申請書作成代行……11,000 円
（3）超過手荷物運搬料金 （規定重量、容量、個数を超える分について）
（4）個人的性質の諸費用及びそれに伴う税、サービス料。
（5）お客様の傷害疾病に関する医療費、旅行傷害保険料、国内検査施設でのコロナ陰性検査代金、陰性証明書発行料、ワクチン接種代金、接種証明代金
（6）日本国内における交通及び宿泊費。
（7）クリーニング代、電話代、飲食代等の個人的費用。

お客様の都合によるキャンセル規定（特別キャンセル規定）

（8）ご日程案以外のご手配については弊社担当者へお問い合せください。

・申し込み後、旅行開始日の前日から遡って 30 日目にあたる日まで、企画手配部

（9）空港施設・旅客保安サービス料・空港税・航空保険料・燃油チャージ （想定金額約 108,000 円）
（10）別行動、部分参加の場合の手配料

分としての取消料 50,000 円
・旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目に当たる日以降から旅行開

●ツアー参加ガイドライン ＝コロナ禍の渡航により、渡航前までに下記ご準備ください。

始 3 日前までに解除する場合の取消料→50％相当額（企画手配分含む）

（1）2 回以上のワクチン接種と英文ワクチン接種証明書

・旅行開始日の前々日以降に解除する場合→全額

（2）海外旅行傷害保険の加入

・旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合→全額

● 個人情報の取扱について
当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、
お客様がお申し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受領他、企画手配に必要な場合の手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
・この旅行条件は 2022 年７月 1 日を基準としています。
・また、旅行代金は 2022 年７月 1 日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。

旅行に関するお問い合わせ・お申込み：アルプス・トラベル・サービス株式会社
東京都大田区雪谷大塚町１－７
専用ダイヤル：070-4155-7007
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担当：白崎 （株式会社 T.S Go Abroad）

EMAIL:yshirasaki@tsgoabroad.com

