第４９回
ヨーロッパ食肉産業視察ツアー２０１６

の視察ツアー

参加者募集のご案内
食肉機械見本市「ＩＦＦＡ」と
ハンガリー「ピック社・マンガリッツァ豚」

旅行期間

5月8日 日
489,000円

5月15日 日【8日間】

2016年

旅行代金

お申込締切日

（燃油サーチャージ、各地空港税は含みません）

3月15日 火

世界最大の食肉機械専門見本市

ドイツ 「ＩＦＦＡ」
ハンガリー

フランクフルトの食肉事情（オプション）
１５０年の伝統を誇る
サラミメーカー「ピック社」
食べられる国宝「マンガリッツァ豚」

イタリア ローマのサルメリア事情（総菜）

POINT!

食肉業界に携わるお仲間との出会い、そして刺激を受ける
ことが出来る視察ツアーです。本ツアーに参加することに
より、新たな交流と仕事の発展が期待できる貴重な企画と
なっております。
ぜひご参加ください！

代表的サラミメーカー「ピック社」

食肉機械専門見本市「ＩＦＦＡ」

フランクフルトの総菜店
「シュレーマー・マイヤー」

ローマの高級総菜店「ヴォルペッティ」

ローマの高級食材スーパー「イータリー」
ローマ /ヴォルペッティ

ミラノ国際博覧会

ハンガリーの国宝「マンガリッツァ豚」
※画像は全てイメージです

視察先企画：株式会社

旅行企画実施：
[旧社名：株式会社 トラベルアイ]

観光庁長官登録旅行業者第1748号
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参加のおすすめ
世 界最大規模の食肉機械専門見本市「IFFA（イーファ）」は３年に１度、ドイツ・フランクフルトで開催され

ます。
今回の視察ツアーは、この「ＩＦＦＡ」来場を軸に、ハンガリーを代表するサラミメーカー「ピック社」訪問、
ハンガリーの食べられる国宝「マンガリッツァ豚」視察を行うほか、ローマでサルメリア（総菜）の最新事情を
確認していただきます。とくに、ハンガリーの訪問は久しぶりなこともあり、同国の豚肉産業の変遷と新マーケ
ティング事情を実感していただけるものと思います。
食肉通信社が厳選したヨーロッパ食肉産業の最先端を探る視察ツアーです。ぜひご参加いただきますよう
お願い申し上げます。

ツアーの見どころ

食肉機械専門見本市「IFFA（イーファ）」

ドイツ・フランクフルトの１１万㎡に及ぶ広大なメッセ会場を舞
台に、３年に１度開催される世界最大規模の食肉機械専門見本市
です。前回は世界各地から９６６社が出展し、６日間の会期中に
６０万人が最新情報を求めて来場しました。日本の販売代理店が
関連ブースにメンバーを派遣し、新製品や新システムの提案に力
を入れています。近年は作業のロボット化に関する革新が目覚ま
しく、日本の食肉関連ラインを省力化に導く情報がふんだんに
紹介されます。

ピック社（Pick）

マンガリッツァ豚（Mangalica）

ハンガリー産のサラミは、
ヨーロッパでは主要製品と
して取り上げられる逸品で
す。とくに１５０年の伝統を
誇るピック社の「ウインター
サラミ」は、同国産サラミで
№１の売上高。スモーク後に
３カ月熟成させる伝統製法
で完成しますが、同社のサ
ラミ熟成塔では２００万本
の サ ラミが 静 か に出 荷 を
待っています。２００８年に
東京事務所を立ち上げアジ
ア市場への浸透強化を
図 って おり今 回、特 別 に
セゲドの本社工場視察を許
されました。

マンガリッツァ豚はハンガリー固有の豚で、世界で唯一、
カールした体毛に覆われています。イベリコ豚とルーツを
同じくしており、不飽和脂肪酸が豊富で味わい深い肉質
に仕上がります。一時、絶滅の危機にありましたがスペイ
ンの協力を得て復活を果たし、２００４年に「国宝」に指定
されました。年間出荷頭数は５万頭程度で、うち半数は農
家の自家と畜です。今回は農場を訪問し、独特の姿を確
認して いた だ
きます。またピ
ック社では、こ
の マ ン ガ リッ
ツァ豚 を原 料
とし た サ ラミ
やハ ム 製 品 も
ラインアップし
高級食料品店「ペック」
ています。

ローマのサルメリア（総菜）

ロショーリ

ヴォルペッティ

羊のチーズを使ったカルボナーラで著名なサルメリア店「ロショーリ」や、銘柄豚「チンタセネーゼ」
の生ハムなどで日本人観光客も注目する同「ヴォルペッティ」、上質な食材のみを取り扱うこと
で有名な大型高級食材スーパー「イータリー」など、イタリアの首都にふさわしい有名店を軸に
小売事情を視察します。

イータリーの熟成牛肉
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1

2016年
5月8日
（日）

2

5月9日
（月）

発
大阪
フランクフルト 着

午前
午後

航空機

【フランクフルト滞在】

08：00 関西空港集合予定

午前
夕刻

空路、
フランクフルトへ
着後、
ホテルへチェックイン

終日

ＩＦＦＡ国際食肉機械展視察

4

5

5月10日
（火）

フランクフルト 発
ブダペスト
着

夕刻
夕刻

航空機

発
ブダペスト
セゲド(Szeged) 着

朝
午前

専用バス
約174Ｋｍ
（約2.5時間）

5月11日
（水）

5月12日
（木）

フランクフルト 泊

朝食（○） 昼食（ ）夕食（ ）

午前

3

フランクフルト 泊

昼食（機内食）夕食（ ）

自由視察
【オプショナルツアー：メッツゲライ視察】

午後
着後

空路、
ハンガリーの首都ブダペストへ
専用車にてホテルへ

朝

専用バスにて、
サラミメーカー「ピック社」へ
ハンガリーの伝統的なサラミ製法と美味しさを視察
ウインターサラミをはじめ、数十種類のサラミ製造工場や
同時に 200 万本もの熟成ができる巨大サラミ塔を視察

ブダペスト 泊

朝食（○） 昼食（ ）夕食（ ）

食べられる国宝「マンガリッツァ豚」
を農場で視察
セゲド
ブダペスト

発
着

午後
夕刻

ブダペスト

発

朝

ローマ

着

午後

午後

ブダペストへ戻ります

ブダペスト 泊

朝食（○） 昼食（ ）夕食（ ）

航空機

午前

空路、欧州内乗り継ぎにて、
ローマへ

着後

専用車にてホテルへ

ローマ 泊

朝食（○） 昼食（ ）夕食（ ）

専用バス

【ローマ滞在】

6

終日

5月13日
（金）

専用車にて、
ローマ市内、最新食肉事情視察
高級食材スーパー「イータリー」
や高級サルメリア
（総菜）店
「ロショーリ」
「ヴォルペッティ」等視察

ローマ 泊

朝食（○） 昼食（ ）夕食（ ）

7

5月14日
（土）

8

5月15日
（日）

ローマ

発

朝

航空機

朝
午前

専用バスにてローマ空港へ
空路、欧州内乗り継ぎにて帰国

機内 泊

朝食
（○） 昼食
（ ）夕食（機内食）

大阪

着

朝

着後

入国手続き

※この日程表は作成当日の公示時刻表に基づいて作成されていますが、航空機の発着時刻は予告なく変更されることがあります。
バンフ国立公園（イメージ）
※視察訪問先は、順序や内容が変更になることがございます。
【利用予定航空会社】LH:ルフトハンザドイツ航空 LX:スイスインターナショナルエアラインズ AZ：アリタリア航空 NH：全日空
【利用予定ホテル】フランクフルト：Intercontinental Frankfurt ブタペスト：Novotel Budapest City ローマ：Grand Hotel Palatino

※写真は全てイメージです。

1. 旅行代金に含まれるもの

3.ご旅行条件・ご旅行代金の基準

①旅行日程に明示した航空運賃(エコノミークラス利用)
②旅行日程に明示した宿泊料金(お2人で1部屋利用)および税・サービス料金
③旅行日程に明示した食事料金および税・サービス料金（朝食のみ）
④旅行日程に明示した貸切バスの運賃、
工場訪問の際の通訳・観光ガイド料金
⑤お1人様につき23kgまでの手荷物運搬料金
⑥団体行動中のチップ・サービス料金
⑦添乗員経費(1名の添乗員が同行しお世話する諸経費)

この旅行条件・旅行代金は2016年1月15日現在有効な航空運賃・適用規則
ならびに為替レートを基準としております。

2.旅行代金に含まれないもの

ご旅行お申込時に申込金として12万円お支払いただき、残金はご旅行出発2
週間前までにお支払いただきます。

①超過手荷物料金、傷害・疾病の際の医療費、
その他個人的性質の諸費用
②日本国内における自宅から空港までの交通費、宿泊費など
③出入国書類作成および渡航諸手続料(5,400円)
④海外訪問先お土産代（3,000円）
⑤関西空港施設使用税(3,040円)、
ヨーロッパ各都市空港税(約29,000円)※１
⑥燃油サーチャージ(約33,000円)
⑦海外旅行傷害保険料(任意分)
⑧昼食・夕食代金=預かり金制度を採用し精算後、余剰金が発生した場合は
ご返金いたします
（100,000円）
⑨一人部屋使用の場合の追加料金（108,000円）⑩オプショナルツアー代金

■視察のお問い合わせ
株式会社 食肉通信社

本社 TEL:(06)6443-4947 担当:中村

■旅行参加のお問い合わせ・お申込先
株式会社 ティ・アイ・コンソーシア 東京本社
トラベルアイ東京本部営業 担当：坂元美香子
TEL:(03)3238-5489 FAX:(03)3238-5271

■ツアー申込期限 2016年3月15日
（火）
2016年3月15日(火)までにお申し込み下さい。
ただし定員に達し次第
締め切ることがありますので、
お早めにお申し込み下さい。
申込期限過ぎてのお申し込みはお問い合わせ下さい。

※１．燃油サーチャージ及び各都市空港税はご出発の約2週間前の為替
レートにより算出します。従いまして変動することがあります。

4.ご旅行代金のお支払について
5.取消料

参加を取り消される場合、下記の取消料を申し受けます。
①出発の前日から起算して30日前〜3日前=旅行代金の20%
②出発日の前々日および前日=旅行代金の30%
③出発当日=旅行代金の50%
④旅行開始後 旅行代金の100%
【詳細は後日、㈱ティ・アイ・コンソーシアからお送りする旅行条件書をご参照下さい】

■お申込金および旅行代金のお支払方法
申込金120,000円(お申込時)および申込金を差し引いた旅行代金の残金(旅
行開始日の10日前に諸費用をご請求いたします)は下記の口座にお振込み
願います。

みずほ銀行 南船場支店 普通預金口座：1774081
名義：株式会社ティアイコンソーシア

http://www.travel-i.net
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