
の視察ツアー

9月14日 【5日間】月 金

7月30日月
旅行期間

旅行代金 259,000円 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）

[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

視察先企画： 旅行企画実施：

2018年9月10日

高級マーケットに照準を定める中国畜産企業

参加者募集のご案内

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
ができる視察ツアーです。参加することで新たな交流と仕事の
発展が期待できる貴重な企画です。ぜひ、ご参加下さい！

※写真は全てイメージです

 中国食肉産業視察ツアー2018

株式会社

・高付加価値牛『源瓏黒牛』一貫生産牧場
　ランチを兼ねてブランドビーフを試食
・黄金博物館観光

・上海最大の豚と畜場『松林肉食品』
　ブランドポーク料理での懇親会
・キャッシュレススーパー、無人コンビニ、
　卸売市場、デパート、食肉専門店視察
・夜景クルーズ、上海ヒルズ観光
　リニアモーターカーに乗車

・安全性重視の『桐香豚肉』養豚農場
　ランチを兼ねてブランドポークを試食
・世界文化遺産・西湖散策

・蓬莱閣、古船博物館観光

・水郷・烏鎮（ウーチン）観光

最高級ブランド牛牧場と杭州サミット指定豚肉農場
常時3,000万人が滞在する巨大マ－ケット・上海

POINT!

招遠招遠

上海

杭州

蓬莱

烏鎮

ゲンリュウショウエン

ホウ ライ

コウ シュウ

ウーチン

トンシャン

セイ  コ

ショウリンニク

無人コンビニ売り場

源瓏黒牛

桐香豚肉

桐香豚肉
松林肉食品

松林肉食品・カットライン

（満席になり次第、締め切ります）
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参加のおすすめ参加のおすすめ
　3,000万人が常時滞在する巨大マーケット・上海。日本が銘柄牛・豚肉の輸出を期待する高級マーケットの拡大も進
んでいます。中国の畜産現場でも、こだわりを重視して高級マーケットにターゲットを絞る企業が続々、登場しています。
牛肉では、和牛のように高い肉質を誇る山東省の『源瓏黒牛』、豚肉では高い安全性を強調する浙江省の『桐香豚肉』が
知名度を高めています。
　今回の中国ツアーでは、その２ブランドの生産基地を訪ねるとともに、上海の小売
現場で電子決済が浸透している現状を視察します。近い将来、中国への牛・豚肉輸
出が解禁されるとき、どのようなマーケット戦略で臨むのかを探る絶好の機会です。
中国視察ツアーにぜひご参加下さい。

ツアーの見どころ

上海最大の豚と畜場『松林肉食品』

安全性重視の『桐香豚肉』養豚農場

キャッシュレス食品スーパー『盒馬鮮生』 無人コンビニ『猩便利』

　ブランドビーフ『源瓏黒牛』を生産して

いるのは、山東省招遠市玲珑鎮町の山東

開源牧業股份有限公司。グルメ志向や安

心安全志向に対応する高付加価値牛肉の

生産を重視しており、とくに上海、北京、

広州、深圳、成都、青島などの高級レスト

ランに浸透しています。繁殖から肥育ま

で一貫生産で、年間3,000頭を出荷してい

ます。2017年末に自社と

畜場・カット工場を建設

し、部分肉販売から自社

レストランの経営まで事

業を拡大しました。今後

は牛肉専門店を全国に

展開していく計画です。

　浙江省桐郷市の浙江華騰食品有限公司は2007年に設立され、

年間2万5,000頭出荷しています。「妊婦と子どもに安心な豚肉」を

キャッチコピーにしたブランドポーク『桐香豚肉』は、ワールドイン

ターネット大会『烏鎮サミット』の認定豚肉に４年連続で選ばれた

ほか、2016年『杭州Ｇ20サミット』の専用豚肉にも選ばれています。

添加物フリー、重金属フリー、鎮静剤フリー、成長促進剤フリーな

ど高い安全性が自慢です。豚舎は通風や給餌などが自動化され

ており、わずか４人で豚1万頭を管理しています。豚は8カ月肥育で、

肉質も良好。と畜現場では脱毛処理を手作業で行うことで、肉繊

維へのダメージを避けています。

　アリババが出資する食品スーパー『盒馬鮮

生』（ハーマーシェンシャン）は、一般的な小売

機能を備えつつ、消費者は自分で選んだ食材を

その場で調理してもらうこともできます。実店

舗での購入だけでなく、盒馬鮮生アプリを使

えばアプリ内で買い物をすることもできます。

盒馬鮮生の最大の特徴は、お店から3km以内

であれば30分以内に購入商品が届くという超

時短の宅配サービスです。支払い方法は基本、

スマホ決済の『アリペイ（支付宝）』のみです。

　『猩便利」』（ショウベンリ）は電子

決済を活用した無人コンビニです。

『猩』はゴリラの意味で、会社のマス

コットになっています。実用性に富

んでおり、評価が高まっています。

弁当やスイーツが充実しているほか、

肉まんやおでん、揚げ物も購入でき、

イートインスペースまであります。

スマホに専用アプリをインストール

し、商品に付いているバーコードを

読み取ると合計金額が表示されま

す。電子決済『アリペイ（支付宝）』

または『ウィーチャットペイ（微信

支付）』で支払いを済ませると専用

アプリに「購入完了」の2次元コード

が表示され、出入口に設置された

コードリーダーにそれを読み取らせ

たら購入完了です。

　ブランドポーク『田園鮮豚肉』を生産する上海

松林肉食品有限公司。上海市最大規模の豚と畜

処理場を視察します。と畜ラインは、オランダ・

MPS社の蒸気湯びき方式で、毎時400頭、年間

100万頭を処理しています。同社は、豚肉専門店

を約100店舗展開しているほか、加工品や総菜製

造にも力を入れています。

招遠

上海

上海 上海

杭州高付加価値牛『源瓏黒牛』一貫生産牧場

ライトアップされた『上海の夜景』

ショウエン コウシュウゲンリュウ トンシャン

ハーマーシェンシャン

ショウリンニク

ショウ　ベンリ



2018年
9月10日
（月）

9月11日
（火）

9月12日
（水）

9月13日
（木）

9月14日
（金）

朝食（ホテル）、昼食（x 源瓏黒牛レストランを予定）、夕食（x 蓬莱餃子を予定） 杭州 泊　

1

2

3

4

5

関空集合 14時（ご出発2時間半前）

MU中国東方航空直行便にて、山東半島東部に位置する煙台（エンタイ）空港へ
着後、専用車にてホテルへ

 

朝食（x）、昼食（x）、夕食（x ホテル内個室レストランを予定） 煙台 泊

上海 泊

ドバイ 泊

日次 月日 都市名 交通機関 摘要現地時間

『高級マーケットに照準を定める中国畜産企業』日程表
最高級ブランド牛牧場と杭州サミット指定豚肉農場、3,000万人が常時滞在する巨大マーケット・上海を訪ねる 4泊5日

関西空港集合
 
関西空港
煙台空港
煙台空港
ホテル

14:00

16:30
18:15
19:00
20:00

MU278
2時間45分
専用車
1時間

発
着
発
着

ホテルから専用車にて、中国の最高級ブランド「源瓏黒牛」を生産する「山東開源牧業股份有限公司」へ
グルメや安心安全志向に対応する高い付加価値の牛肉生産を一貫生産で取り組んでいる
中国最大規模の黒牛牧場、と畜場、カット工場を視察

昼食（視察先の「山東開源牧業」のレストランで、「源珑黒牛」の焼き肉、あるいはしゃぶしゃぶ）　

蓬莱（ホウライ）へ。黄金博物館、蓬莱館、古船博物館など見学後、早めの夕食
空路、杭州（コウシュウ）へ

着後、専用車にてホテルへ

ホテル
山東開源牧業

煙台空港
杭州空港

8:30
9:30

19:55
21:45

専用車
約50分

MU5283
1時間55分

発
着

発
着

朝食（ホテル）、昼食（x 桐香豚肉レストランを予定）、夕食（x 上海料理を予定）

西湖湖畔散策後、 杭州サミットの専用豚肉に指定された「桐香豚肉」を生産する「浙江華騰食品有限公司」へ
「妊婦と子供に安心な豚肉」をキャッチコピーとして高級マーケットへの浸透を図っている
桐香養豚農場、カット工場、子豚の運動場などを視察

昼食（視察先の「浙江華騰食品」レストランで、「桐香豚肉」の焼き肉、あるいは豚しゃぶ）

午後、烏鎮（ウーチン）へ。老街散策、古運河遊覧
約1300年の歴史を持ち、アジアのベネツィアと呼ばれる水郷。古民家が並ぶ素朴な景観
しっとりした古鎮の風情を味わっていただきます。

専用車にて、上海（シャンハイ）へ

夕食は、老舗 「上海老飯店」にて、上海料理を予定
夕食後は、夜のネオンもきれいな、豫園商城と地元の商店（露天）街、上海老街を見学

ホテル
浙江華騰食品

浙江華騰食品
烏鎮

烏鎮
上海

8:30
10:00

13:00
14:00

17:00
19:00

専用車

約45分
35km

専用車
約1時間45分
129km

発
着

発
着

発
着

上海 泊朝食（ホテル）、昼食（x 南翔饅頭店を予定）、夕食（x 田園鮮豚肉中華を予定）

朝食（ホテル）、昼食（x）、夕食（x）

終日、専用車にて、上海視察（卸売市場、デパート、精肉店） および、豚と場視察

上海農産物センター卸売市場、地元デパート（大潤発）
「精肉店見学：滋生活」、生鮮スーパー「盒馬鮮生」、無人コンビニ「猩便利」

ランチは連日長蛇の人気店「南翔饅頭店」にて小龍包を予定

昼食後は、欧州情緒溢れる現代的な繁華街・新天地、または、中国最大の繁華街・南京路 視察
のち、松江区へ

「田園鮮豚肉」ブランドの「松林肉食品有限公司 」訪問。会社傘下の豚肉専門店は、約100店舗
上海最大の豚と畜場（オランダMPS社の湯はぎラインで毎時400頭処理）を視察

夕食（「松林肉食品」の食堂で、「田園鮮豚肉」中華料理・懇親会を予定）

上海へ戻り、香港の100万ドルの夜景をしのぐと言われる「上海の夜景クルーズ」をご堪能下さい。

ホテル

上海
松林肉食品

上海ナイトクルーズ

8:30

14:30
15:30

19:00

専用車

専用車
45km 1時間

発

上海中心部の外灘(ワイタン、バンド)
地上101階、高さ492mの上海ヒルズ（上海環球金融中心、ワールドファイナンシャルセンター）
中国１の高層ビルから、上海市内を一望

最速の未来鉄道 リニア乗車体験　
世界初のリニアモーターカーにて空港へ

FM上海航空（中国東方航空との共同運航便）にて、帰国の途へ
関空にて解散

午前

ホテル or 市内
龍陽路駅

上海(浦東)空港

上海(浦東)空港
関西空港

12:00
12:30

13:00

14:55
18:30

リニアモーターカー

チェックイン

MU9821
2時間35分

発
着

着

発
着

中国四大名楼のひとつ『蓬莱閣』 世界遺産・杭州の『西湖』 アジアのベネツィア『烏鎮（ウーチン）』アジアのベネツィア『烏鎮（ウーチン）』

高さ492mの超高層ビル『上海ヒルズ』

※写真は全てイメージです。

豫園商城と商店（露天）街 上海料理 リニアモーターカー 上海ヒルズ群



1. 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（1個まで）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)

2.旅行代金に含まれないもの
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(7,560円)
④海外訪問先お土産代（3,000円）
⑤羽田空港施設使用税(3,040円)、各都市空港税(約2,400円)※１
⑥燃油サーチャージ(約6,000円)※１
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（80,000円）
⑨一人部屋使用の場合の追加料金（28,000円）⑩オプショナルツアー代金

3.ご旅行条件・ご旅行代金の基準
この旅行条件・旅行代金は2018年5月31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。

4.ご旅行代金のお支払について
ご旅行お申込時に申込金として10万円お支払いただき、残金はご旅行出発
2週間前までにお支払いただきます。

5.取消料

6.その他

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】

※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。

http://www.travel-i.net

■視察のお問い合わせ
株式会社 食肉通信社 　本社 担当:中村

■お申込金および旅行代金のお支払方法

■旅行参加のお問い合わせ・お申込先

■ツアー申込期限　2018年7月30日（月）

株式会社 ティ・アイ・コンソーシア　東京本社（旧社名：㈱トラベルアイ）
　　　　　東京本部営業　担当：坂元美香子

2018年7月30日(月)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。

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

申込金100,000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。

TEL:(03)3238-9400 FAX:(03)3238-9401

TEL:(06)6538-5505

中国食肉産業視察ツアー2018 参加申込書

携帯：
TEL： FAX：

E-mail：FAX：

（出発日の年齢　　　歳）（西暦　　　　　　年）

ご自宅および携帯

旅行中の留守宅
緊急連絡先

お名前： 続柄： E-mail：

E-mail：

電話：（昼間）　　　　　　　　　　　　　　　（夜間）　　　　　　　　　　　　　　　　（携帯）

(03)3238-9401

TEL:03-3238-9400 FAX:03-3238-9401
大阪市西区西本町3-1-48、2F〒550-0005

TEL：06-6538-5505  FAX：06-6538-5510
麹町ビル6階

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、発着時刻は予告なく
変更されることがあります。また訪問順序や視察先、レストランの変更もございます。


