
Sun Sun

経済活動の段階的再開Phase 2が開始されてから、約2か月が経ちました。皆様におかれましては、引き続き在宅
勤務中心ながら、徐々に以前に近い日常生活に戻られていることかと思います。しかし国境を越えた行き来が難しい
現状においては、シンガポール国内にてステイケーションや国内ツアー、オンラインツアー等を楽しむのはいかがで
しょうか。また帰任・赴任の際に、快適に新生活をスタートさせる為のサービスもご提案させていただきます。オン
オフどちらの場面でも、ぜひ本一覧をご活用下さい。（2020年8月21日現在 計9社掲載）

企業名 エムオーツーリスト / M.O. TOURIST (Singapore) Pte. Ltd.

ステイケーション、
一時宿泊プラン

ご希望の条件に合うプランを日本・シンガポール両地にてご紹介いたします。

個室でのMTGプラン 応相談、お問い合わせ下さい。

シンガポール赴任
パッケージ

最新の規制に合わせて航空券の手配から書類作成などサポートいたします。

シンガポール帰任
パッケージ

最新の規制に合わせて航空券の手配から書類作成などサポートいたします。

その他サービス ① 各国査証申請及び受領代行（代行不可の国あり）②円転による日本本社等へのご請
求可

電話番号 ① (65) 6436-9793（代表）※初動は英語対応、希望があればその後日本語スピー
カーによる対応 ② (65) 8725-3390（日本語）

メールアドレス mots@mo-tourist.com

備考 現在、全スタッフ在宅勤務をしております。営業時間：9:00-18:00（土日祝除く）

URL Website: https://www.mo-tourist.co.jp/

企業名 エイチ・アイ・エス / H.I.S.INTERNATIONAL TRAVEL PTE LTD

ステイケーション、
一時宿泊プラン

ご希望の条件に合うプランを日本・シンガポール両地にてご紹介。シンガポールのお
得なステイケーションは右記をご覧ください。https://his-travel.com/sin-staycation2020/ 

個室でのMTGプラン 応相談、状況によって対応可否が変わりますので、お問合せくださいませ。

シンガポール赴任
パッケージ

応相談、状況によって対応可否が変わりますので、お問合せくださいませ。

シンガポール帰任
パッケージ

シンガポール国内のホテル、および、空港までの送迎。また、日本到着後のPCR検査待
機時の取消料免除対応したホテルプラン、ハイヤー、およびレンタカーの手配が可能。

オンラインツアー 世界各国のオンラインツアー100件以上をご提供中です。https://activities.his-j.com/Top/

その他サービス ・企業様向けに入国関連や航空会社の就航に動きが入り次第、EDMにて情報を配信し
ております。
・国を超えての移動が困難な今、世界各地にある弊所拠点から貴社の営業活動をサ
ポートします。詳しくはお問い合わせください。

電話番号 (65) 6538-0985 ※まずはメールにてお問合せください。

メールアドレス sin.co@his-world.com

担当者 日本語担当よりご回答をいたします。

備考 現在、在宅勤務にて対応中です。営業時間:10:00-19:00 

JCCI会員特典 日本向け航空券購入の方には、日本国内利用simカード特典がございます。

URL Website: https://his-travel.com/corporate/

https://www.mo-tourist.co.jp/
https://his-travel.com/sin-staycation2020/
https://activities.his-j.com/Top/
https://his-travel.com/corporate/
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企業名 シンガポール郵船トラベル株式会社 / YUSEN TRAVEL (SINGAPORE) PTE. LTD.

ステイケーション、
一時宿泊プラン

ご予算に合わせてお探しいたします。ご希望のホテルがございましたら合わせてお問
い合わせください。

シンガポール赴任
パッケージ

航空券、SHNホテル、送迎車(空港＝ホテル＝PCR会場)の手配をいたします。SHNホ
テルはご要望を伺ってご希望に合うホテルを提案いたします。

シンガポール帰任
パッケージ

航空券、シンガポールでのホテルと送迎車の手配をいたします。日本帰着後の帰国者
受入れ可能ホテル、ハイヤー、レンタカー会社を紹介いたします。

その他サービス 当地にて30年以上にわたり法人様の業務出張航空券の手配、査証の申請/受領代行をコ
アビジネスとして、お客様に寄り添ったサービスで高い評価をいただいております。
また日本向けの蘭の花、フレッシュマンゴーやトロピカルフルーツの宅配も行ってい
ますので、お気軽にお問い合わせください。

電話番号 (65) 6732-1511※まずはメールにてお問い合わせください (日本語可)。

メールアドレス ysi@ytk.co.jp

担当者 ジン・フイ(Jin Hui)、シュー・エン(Siew Yen)、中村、荒木

備考 営業時間：平日9:00-18:00 ※現在事務所での営業は行っておりません。

URL Website: https://www.yusentravel.sg/

企業名 日本旅行シンガポール / NTA TRAVEL (SINGAPORE) PTE LTD 

ステイケーション、
一時宿泊プラン

シンガポール国内・日本国内のホテルと提携し、多数プランをご用意させていただい
ております。お問合せお待ちしております。

シンガポール帰任
パッケージ

様々に規制が変更される中、ルールに沿ったお手配をするのは大変かと思います。弊
社ではワンストップで帰任の際の航空券、日本国内のホテル、交通手配が可能です。

オンラインツアー あり

その他サービス 日本旅行グループでは、これまで培った旅行でのノウハウとネットワークに加え、独
自に開発したアプリケーション「TASKAL」・ 24時間対応可能なコールセンター・１
３０カ国以上の現地駆付けサービス・危機管理会社を連携し、海外渡航者のトラブル
にワンストップで対応する危機管理サービスを提供いたします。

電話番号 (65) 6352-0613 ※現在、在宅勤務のためオフィスをクローズしております。まずは
メールにてお問合せください。

メールアドレス travel@nta.sg

担当者 久野・安部

JCCI会員特典 JCCI会員様限定のお得なStaycationプランをご用意しております。

URL Website: https://www.nta.sg/ Facebook: https://www.facebook.com/NTASG.inbound/

企業名 JTB Pte Ltd.

ステイケーション、
一時宿泊プラン

シンガール内ではJTB厳選ホテルからご紹介。日本へ一時帰国の際は宿泊ホテル、送迎
などの手配が可能です。

オンサイト（現地）
ツアー

シンガポール内のガイド付きツアーの販売を開始。通常の観光ツアーではない特別な
内容にしてあります。

オンラインツアー 8月中に配信予定ですので、弊社ウェブサイトにてご確認お願い致します。

その他、提供可能な
サービス

その他、様々な商品（衛生商品、健康ジュ－ス、各種食事券など）を販売（デリバ
リー可）しておりますので弊社ウェブサイトをご確認ください。

メールアドレス info_sin.sg@jtbap.com 

担当者 William （英語）or 宮本（日本語）

URL Website: https://www.mybus-asia.com/singapore/

会員企業様で新規掲載をご希望される場合は、下記までメールにてお問い合わせ下さい。
掲載内容自体につきましては、それぞれの企業まで直接お問い合わせ下さい。

シンガポール日本商工会議所 Japanese Chamber of Commerce & Industry, Singapore E-mail: info@jcci.org.sg（担当：清水、後藤）

https://www.yusentravel.sg/
https://www.nta.sg/
https://www.facebook.com/NTASG.inbound/
https://www.mybus-asia.com/singapore/
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企業名 ワイルドライフ・リザーブズ・シンガポール / Wildlife Reserves Singapore

オンサイト（現地）
ツアー

シンガポール動物園内をプライベートバギーで、飼育員の説明を聞きながら周るツ
アーがございます。詳細はお気軽にお問い合わせください。

オンラインツアー Sustainabilityをテーマにした法人様向けのウェビナーや、一般向けのバーチャルツ
アー等をご用意しております。

その他、提供可能な
サービス

法人様向けの年間会員制度や日本語/英語に対応したウェビナーも行っております。詳
細は是非お問い合わせください！

電話番号 (65) 9791-5857

メールアドレス sayaka.noguchi@wrs.com.sg

担当者 野口さや香（Ms. Sayaka Noguchi)

URL Website: https://www.wrs.com.sg/en/singapore-zoo.html

企業名 帝国ホテル / Imperial Hotel Asia Pte. Ltd.

ステイケーション、
一時宿泊プラン

東京、大阪のご宿泊特別料金ご提案いたします。詳しくはお問合せくださいませ。

個室でのMTGプラン 東京、大阪の大小MTGプラン特別料金ご提案いたします。詳しくはお問合せください。

その他、提供可能な
サービス

JTB様と協力して日本国内へのホテル商品の配送承っております。詳細お問合せくださいま
せ。

電話番号 (65) 9178-7109 ※まずはメールにてお問い合わせくださいませ。

メールアドレス koji.shimada@imperialhoteljp.com

担当者 島田

備考 営業時間：月～金 9:00-17:30（土日祝除く）

JCCI会員特典 特別料金ご案内いたします。詳しくはご相談くださいませ。

URL Website: https://www.imperialhotel.co.jp/e/tokyo/ （英語）https://www.imperialhotel.co.jp/j/tokyo/（日本語）

企業名 全日本空輸株式会社 / ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD.

その他、提供可能な
サービス

「ANA 帰任パッケージ」成田/羽田空港ご到着時にお手荷物をご自宅等にお送りいただけ
るクーポンをプレゼント！ご利用条件等、最新情報は弊社WEBサイトをご参照ください。

電話番号 (65) 6228-3210

メールアドレス naome.saito@ana.co.jp  y.yoshinari@ana.co.jp 

担当者 斉藤、吉成

URL Website: https://www.ana.co.jp/ja/sg/

企業名 日本航空 / JAPAN AIRLINES CO.,LTD.

その他、提供可能な
サービス

日本へのご到着時に便利なJALエービーシー宅配空港サービス、日本ご出発時の手ぶら
宅配サービスを特別優待価格でご利用頂けます。お申込みは直接JALエービーシー社と
なりますが、まずはお気軽に「割引キャンペーンコード」をお問い合わせください。

メールアドレス （早川）shiho.xk6s@jal.com（迫田）yoko.pd6s@jal.com

担当者 早川、迫田

URL Website:  http://www.jal.co.jp/sgl
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