
の視察ツアー

5月11日 【7日間】日 土

3月4日 月

旅行期間

旅行代金 549,000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：

2019年5月5日

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に、ぜひご参加下さい！

※写真は全てイメージです

株式会社

POINT!
(03)3238-9401

有（空港名：　　　　　　 ）

世界最大の食肉機械専門見本市「IFFA」来場
オランダでサスティナブル（持続可能）な食肉産業を訪問

世界最大の食肉機械専門見本市「IFFA」来場
オランダでサスティナブル（持続可能）な食肉産業を訪問

参加者募集のご案内
 第52回 欧州食肉産業視察ツアー2019

オランダ

ドイツ

▶世界最大の食肉機械専門見本市「ＩＦＦＡ」
▶フランクフルトの食肉小売事情（オプション）

▶水の上に浮かぶ透明な海上酪農牧場
▶健康に資する食材を持続的に提供するスーパー
▶多くの生鮮食品店と住宅が合体した巨大食品市場
▶世界有数のポークパッカー（視察依頼中）
▶肉料理部門でベストに選ばれたレストラン

Germany

Netherlands

（満席になり次第、締め切ります）

IFFA/フランクフルトIFFA/フランクフルト

IFFAコンテストIFFAコンテスト

レストラン・ローストルーム/アムステルダム

フローティングファーム（海上牧場） /ロッテルダム

BIO精肉店/アムステルダム
IFFA/フランクフルトIFFA/フランクフルト
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参加のおすすめ参加のおすすめ
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、農産物輸出大国のオランダへ向かい「サスティナブル（持続可能性）」を追求し
ている数々の現場を訪問します。循環型の酪農牧場を実現した「フローティングファーム」や健康に資する食材の調達を
持続可能にしているスーパー「マルクト」など興味深い視察先を選定しました。
　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。
　なお、オランダ最大のポークパッカー「VION社」視察は現在、依頼中の段階
です。視察が可能になった場合は「訪問日の２週間前以降、と畜場や生きた家畜
に接触しないこと」が条件となりますので、ご注意下さい。

ツアーの見どころ

　ドイツ・フランクフルトの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50カ国から1,027社が出展し、６日間の会期中に

63,000人が最新情報を求めて来場しました。近年は作業の

ロボット化に関する革新が目覚ましく、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。

　また、ドイツで最も権威がある「加工品コンテスト」が併

催されます。前回は日本からの出品が認められ、多くの製品

が出品されました。今回も全国食肉事業協同組合連合会が

出品の窓口となる予定です。

　加工品を中心としたデリカテッセンが売り場の多くを占めるのが

ドイツの食肉専門店の特徴です。多くの食肉専門店が軒を連ねる

「食いしん坊通り」を訪れるほか、デパートや食品小売市場などにも

足を向けます。

　水の上に浮かぶ透明な海上酪農牧場です。都市近郊の耕作地が

減少し、物流チェーンの距離が長くなる傾向にあることから、牧場の

立地を都市近郊の水上に定めました。ここでは自給自足を基本に

持続可能な牛乳・乳製品の製造に携わっています。クローズドサイク

ルの採用により廃棄物がほとんど発生せず、物流チェーンの距離を

短縮しています。

　店内の整形スペースでカッ

トした食材を提供するステー

キハウス。2018年、肉料理部

門のベストレストランに選ば

れました。

食肉機械専門見本市「IFFA（イーファ）」

フランクフルトの食肉小売事情（オプション） フローティングファーム（海上牧場）

肉料理部門でベストに選ばれた
レストラン「ロースト・ルーム」

　「可能な限り自然に成長

した、あるいは責任ある持続

可能な方法で作られた健康

的な食品ばかりを慎重に選

択する」ことを前面に掲げる

スーパー「マルクト」。品質

マークに頼らず、信頼できる

農家や漁師とパートナー関係

を結び、公正な価格で購入す

ることにより、持続可能な商

品調達を行っています。

健康に資する食材を持続的に
提供するスーパー「マルクト」



2019年
5月5日
（日）

フランクフルト 泊　
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全日空 直行便にてフランクフルトへ

着後、専用車にてホテルへ

 

朝食（x）、昼食（x機内食）、夕食（x） フランクフルト 泊

日次 月日 都市名 交通機関 摘要現地時間

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、農産物輸出大国のオランダへ向かい「サスティナブル（持続可能性）」を追求し
ている数々の現場を訪問します。循環型の酪農牧場を実現した「フローティングファーム」や健康に資する食材の調達を
持続可能にしているスーパー「マルクト」など興味深い視察先を選定しました。
　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。
　なお、オランダ最大のポークパッカー「VION社」視察は現在、依頼中の段階
です。視察が可能になった場合は「訪問日の２週間前以降、と畜場や生きた家畜
に接触しないこと」が条件となりますので、ご注意下さい。

羽田空港集合

羽田空港
フランクフルト

8:45

11:15
16:25

NH223
12時間10分

発
着

発
着
発
着
発

フランクフルト
アムステルダム

10:00

12:40
13:50

専用車

LH992
（1時間10分）

発
着

5月6日
（月）

フランクフルト市内の IFFA（イーファ）メッセ会場へ

食肉機械に特化した世界一の見本市。３年に１度、開催されます。
食肉解体、食肉処理、食肉加工、包装、資材など1,000以上の企業が最新情報を発信します。
11,000㎡を超える広大な出展スペースに、ビジネスを成功に導くテクノロジーや製品・サービスが集結します。
ドイツで最も権威があるハム・ソーセージコンテストも併催されます。

フランクフルトの夜は「ザクセンハウゼン」へ繰り出し、ライン川ほとりなどをご自由に散策下さい。
朝食（ホテル）、昼食（xメッセ会場内）、夕食（x）

IFFA視察
食肉機械
専門見本市

フランクフルト 泊　

5月7日
（火）

終日自由行動　　ご希望により、オプショナルツアーをご案内します（事前予約要）
（OP1.IFFA視察　または、OP2.フランクフルト食肉最新事情視察・小売店訪問とハイデルベルク観光）

【OP1】IFFA視察（入場券のみ。通訳ガイドは同行しません。必要な方は別途お手配ご相談をさせていただきます）

【OP2】 「メッツゲライ視察」大喰い横丁フレスガッセにて、つまみ食いしながら視察 & ハイデルベルク観光
 ～老舗食肉専門店が軒を連ねるグロース・ボッケンハイマー通り、食いしん坊通り ～Große Bockenheimer Str.周辺散策～
①食肉専門店　Metzgerei 『エーベルト Ebert』
 ②食肉専門店　Metzgerei 『シュレーマーマイヤー Schlemmermeyer』
③デリカテッセン Delikatessenn 『マイヤー Mayer』 
④百貨店 Geleria 『カウフホーフ Kaufhof 』 の地下の食肉売場
⑤食品市場Markt 『クライネマルクトハーレKleine Markt Halle』  
⑥食肉専門店 Metzgerei 『ハイニンガー Heininger』  
 （視察訪問先は変わることがございます）

＊オプショナルツアーはご参加人数によりご料金を算出致しますので、ツアーお申込時にご希望をご記入下さい。
朝食（ホテル）、昼食（x）、夕食（x）

フランクフルト
自由視察

OP1. 
IFFA視察

または

OP2. 
メッツゲライ視察と
ハイデルベルク観光

5月8日
（水）

専用車にてフランクフルト空港へ

空路、オランダのアムステルダムへ

着後、専用車にて市内視察しながらホテルへ
オーガニック、ビオ、フェアトレードなどをそろえた食品スーパー「マルクト」（Marqt）やBIO食肉店等視察

朝食（ホテル）、昼食（x）、夕食（x） アムステルダム 泊

アムステルダム市内
アムステルダム空港
アムステルダム
ミュンヘン
ミュンヘン

13:30
14:30
17:25
18:45
21:25

着羽田空港 15:50

専用車

LH2307
1時間20分
NH218
11時間25分

出発まで自由行動。ショッピングや美しい運河の街歩きをお楽しみ下さい。

専用車にて空港へ（アムステルダム空港３時間前チェックイン）

専用車にて空港へ、ミュンヘンお乗り継ぎにて羽田へ

朝食（ホテル）、昼食（x）、夕食（x） 機内 泊

アムステルダム5月9日
（木）

5月10日
（金）

7 5月11日
（土）

オランダ食肉事情視察
「サスティナブルな食肉業界が地球を救う！」～持続可能な畜産業の未来に向けて～ 
①VION FOODの豚処理場視察（視察依頼中です）
②VION社系列のオーガニック・ミートショップ訪問 
③Cows Floating Farm（フローティングファーム、海上牧場）
④ロッテルダムにあるオランダ最大の屋外フードマーケット「マルクトハル」 。精肉店や生ハムショップ視察
⑤肉料理部門で2018年のベストレストランに選ばれた「ロースト・ルーム」（Restaurant The roast room） 

朝食（ホテル）、昼食（x）、夕食（x） アムステルダム 泊

　水の上に浮かぶ透明な海上酪農牧場です。都市近郊の耕作地が

減少し、物流チェーンの距離が長くなる傾向にあることから、牧場の

立地を都市近郊の水上に定めました。ここでは自給自足を基本に

持続可能な牛乳・乳製品の製造に携わっています。クローズドサイク

ルの採用により廃棄物がほとんど発生せず、物流チェーンの距離を

短縮しています。

　ロッテルダムに、2014年にオープンしたオランダ最大のフード・マーケット。

生鮮食品100店舗、食料品15店舗、レストラン8店舗が出店する複合型です。

屋根にあたるアーチ部分は228戸のアパートになっています。２階には宙に浮

いたようなレストランがあり、マーケットを見渡しながら食事を楽しむことが

できます。

　グループ年間売上高6,000

億円を誇る「VION社」はオラ

ンダ最大の食肉関連企業です。

主力のポーク事業をみると

年間と畜頭数は1,568万頭と

日本全体の豚と畜頭数（1,630

万頭）に匹敵する規模で、日本

への輸出にも力を入れていま

す。赤身率の高さや、バラを中心とするミドル商品は優れた規格として高

評価を得ています。（現在、視察を依頼している段階です）

多くの生鮮食品店と住宅が合体した
巨大食品市場「マルクトハル」

世界有数のポークパッカー「VION社」
（視察依頼中）

※利用予定航空会社：NH全日空　　※利用予定ホテル：フランクフルト Crowne Plaza Frankfurt Congress、アムステルダム Leonardo Amsterdam City Center
※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、発着時刻は予告なく変更されることがあります。※訪問順序や視察先、レストランの変更もございます。
※添乗員は羽田空港ご集合時より、復路ミュンヘン空港お乗継時まで同行致します。

世界最大の食肉機械専門見本市「IFFA」来場 / オランダでサスティナブル（持続可能）な食肉産業を訪問世界最大の食肉機械専門見本市「IFFA」来場 / オランダでサスティナブル（持続可能）な食肉産業を訪問第52回 欧州食肉産業視察ツアー2019



POINT!

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視察先見学料等
⑦団体行動中のチップ・サービス料金
⑧添乗員経費(1名の添乗員が同行しお世話する諸経費。
　添乗員は復路5/10（金）ミュンヘン乗継まで同行します)
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（3,500円）
⑤羽田空港施設使用税(2,570円)、国際観光旅客税（1,000円）
⑥燃油サーチャージ(約41,200円) 各都市空港税(約15,800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（100,000円）
⑨一人部屋使用の場合の追加料金（99,000円）
⑩オプショナルツアー代金(ご参加人数により変動します）

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2019年1月25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

■お申込金および旅行代金のお支払方法
ツアー申込期限　2019年3月4日（月）
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）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。

ドイツ・オランダ食肉産業視察ツアー2019 参加申込書

携帯：
TEL：

勤務先名称・業種
（英文）

勤務先名称・業種

所属部課・役職・
職種（英文）

ご自宅住所　〒

所属部課・役職・
職種

★勤務先・所属部課・役職・職種の英文名も必ずご記入ください。

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

5/7（火）
オプショナルツアー （お申込み時にOPご希望をお知らせ下さい）

■羽田空港までの日本国内線希望

同室希望者名：

有（空港名：　　　　　　 ）

OP1 OP2 OP不参加

【靴サイズ】　　　　　cm【身長】　　　　　　　　cm

工場視察時

GW期間中もつながる緊急ご連絡先TEL :

■5/4（土）羽田空港周辺宿泊ホテル希望 有

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。


