
の視察ツアー

6月23日 【7日間】日 土

4月16日月
旅行期間

旅行代金 498,000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6月17日

バークシャー種のルーツを訪ねる
珠玉の熟成ステーキと中東のハラールの現状も

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
とができる充実の視察ツアーです。ぜひご参加ください！POINT!POINT!

※写真は全てイメージです

 第51回 イギリス＆ドバイ食肉産業視察ツアー2018

株式会社

ドバイ
ドバイ
ドバイ

イギリス

UAEアラブ首長国連邦UAEアラブ首長国連邦

バーミンガム
ロンドン
ロンドン

・・・ バークシャー種の現状
・・・ ホークスモアで熟成ステーキを堪能
・・・ ティム・ウィルソン氏の食肉店訪問

・・・ 中東のハラール食肉事情セミナー
・・・ ショッピングセンター『ドバイ・モール』
・・・ 高級スーパー『スピニーズ』

バーミンガムのバークシャー種の故郷 ©British Pig Association

ロンドンのおしゃれな食肉店

世界一の規模を誇る『ドバイ・モール』ドバイの食肉店

ドバイの『ブッチャーショップ』

ハラール関連ではチキンも重要ロンドンのタワーブリッジ ロンドンのステーキ

ステーキハウス『ホークスモア』

（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
　2018年の欧州食肉産業視察ツアーは、①絶滅の危機にあるバークシャー種の現状②映画『ステーキ・レボリュー
ション』で世界２位のステーキと称えられたレストラン『ホークスモア』訪問③ロンドンの食肉マーケット探訪④ハラール事
情など中東の食肉産業⑤ドバイの食肉マーケット視察などを軸に、英国と中東を訪れる７日間の旅を企画しました。
　バークシャー種の視察では、ロンドンから車で２時間ほどのバーミンガム郊外に英国豚生産者協会（ＢＰＡ）や農場を訪ね、
“希少種”と呼ばれるほどになってしまったバークシャー種の現状に触れます。
　レストラン『ホークスモア』では、世界２位に輝いたステーキハウスにて、熟成ステーキを堪能します。当時、その牛肉を提供
していたティム・ウィルソン氏の食肉店『ジンジャー・ピッグ』も訪問します。ロンドンではほかに、1,000年の歴史を誇る小売
市場『バラ・マーケット』や、セレブ御用達の商店街『マリルボーン』、食肉専門店各種視察などを通じて食肉マーケット
の広がりを訪ねます。
　アラブ首長国連邦（UAE）のドバイは暑さが厳しすぎるためか、と畜場は存在せず、部分
肉処理場はアブダビにあります。スーパーやレストランを中心に発展著しいドバイ市内を
視察するほか、勢いあるドバイ食肉マーケットと中東の食肉産業事情についてのセミ
ナーを予定しています。
　食文化と食肉小売事情の最新状況に触れる『食肉通信社企画ツアー』にぜひご参加下さい。

バークシャー種（Berkshire） レストラン『ホークスモア』（Hawksmoor）

ツアーの見どころ

　イギリス・バークシャー州原産で、1862年に固定品種と
して公認されました。日本で『黒豚と表示できるのはバー
クシャー種100％のみ』と規定されています。黒色の地色
に、顔の一部（額もしくは鼻端）、四肢下端および尾の先
端が白いため「六白」と称され、一般に良く知られていま
す。
　“バークシャー種の故郷”は、英国第2の都市バーミンガ
ムの郊外にあります。どのような状況にあるのか、英国豚
生産者協会でレクチャーを受けるほか、農場の訪問も予定
しています。

　映画『ステーキ・レボリューション』で、
ホークスモアへ牛肉を納入していることで
インタビューを受けたティム・ウィルソン
氏。現在はホークスモアとの契約を取り
やめ、『ジョーンズ・ファミリー・プロジェク
ト』というレストランに納入しています。
同氏が経営する食肉店『ジンジャー・ピッ
グ』を訪問し、肉質の良さを学びます。

　総面積約111.5万㎡、屋内フロア約55
万㎡あり、建設中のドバイランドの中の
『モール・オブ・アラビア』が完成したあ
と、カナダの『ウェスト・エドモントン・
モール』、中国の『華南MALL』、フィリ
ピンの『SMモール・オブ・アジア』など
を上回る世界最大のショッピングセン
ターとなります。
　店舗は合計1,200店が入居。ほかに水
族館やアイススケートリンク、ウオーター
フロントアトリウム、22のスクリーンを持つ映画館があり、CAセガジョイポリス
の屋内テーマパークである『セガ・リパブリック』も展開しています。

　現地の専門家を講師に迎え、ハラールの状況を加味した中東の食肉事情を
学びます。

　映画『ステーキ・レボリューション』
でパリの熟成王ブルドネック氏が『世
界２位のおいしさ』と称えたレストラン。
グラスフェッド（牧草肥育）中心に育て
られたアンガス種の牛肉を35～55日
程度熟成してミディアムまで焼き、肉本
来の旨みを引き出しています。サーブさ
れるときステーキは熱々でないですが、焼いた肉は少しさまして置くことが大切
で、この時間が肉の旨さを引き出すといいます。

©British Pig Association©British Pig Association

食肉専門店『ジンジャー・ピッグ』（Ginger Pig）

各種食肉専門店
中東食肉事情セミナー（Halal Seminar）

ショッピングセンター『ドバイ・モール』(Dubai Mall)A

A

B

C

C

B

1,000年の歴史を誇る
小売市場『バラ・マーケット』

ホークスモアのトマホーク・ステーキ

セレブ御用達の商店街
『マリルボーン』
デパート『セルフリッジ』の
食肉コーナー
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2018年
6月17日
（日）

6月18日
（月）

6月19日
（火）

6月20日
（水）

6月21日
（木）

6月22日
（金）

6月23日
（土）

羽田空港集合

朝食（機内食）  昼食（×） 夕食（×）

朝食（ホテル）  昼食（×） 夕食（×）

朝食（ホテル）  昼食（×） 夕食（機内食）

ロンドン 泊　

機内 泊
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2

3

4

5

6

7

第51回 イギリス & ドバイ 食肉産業視察ツアー2018 日程表

羽田空港
ドバイ
ドバイ

ロンドンヒースロー

トラベラーズチョイス「世界の人気エアライン2017」で、世界ランキング1位を獲得したエミレーツ航空（EK）
にて、ドバイ経由、ロンドンへ

着後、専用車にて、ロンドン食肉最新事情視察。小売店訪問。
老舗精肉店から若きエネルギーに満ちた精肉店まで、洗練され美味しくなったロンドンをご確認下さい！
夕食は、ドキュメンタリー映画「ステーキレボリューション」で世界第2位に輝いたステーキをご堪能下さい。

往路は羽田発のみです。復路は成田着または関空着をお選びいただけます。（往路の関空発はございません）
（お客様の参加状況により、復路はいずれかの空港着におまとめさせていただくこともございます）
羽田空港集合 　22時（午後10時）

発
着
発
着

0:30
6:15
7:45
12:25

EK313
（10時間45分）
EK001

（7時間40分）

ロンドン
バーミンガム郊外

バーミンガム郊外
バーミンガム

バーミンガム
ロンドン

終日：バークシャー種のルーツを訪ねます。

絶滅の危機にあるバークシャー種を求めて、バーミンガム郊外の農場へ
希少豚ながら、約40頭のバークシャーを視察していただきます。

バーミンガム近郊にて、英国豚生産者協会（BPA、British Pig Association）訪問。
バークシャー種等のレクチャーを受け、懇親会。

ロンドンパブなどお楽しみください。

専用車
（約200km/2時間半）

専用車
（約10km/20分）

専用車
（約200km/2時間半）

 

ロンドン 泊

朝食（ホテル）  昼食（×） 夕食（×）
ロンドンヒースロー

ステーキレボリューションでインタビューを受けた、世界第2位の牛肉を育てるティム・ウィルソン氏の
食肉店「ジンジャー・ピッグ（The Ginger Pig）」訪問
1000年の歴史を誇るバラマーケット（Borough Market）視察。
最新スポットのマリルボーン（Marylrbone）周辺視察。
ロンドン名所観光は、視察移動の合間に、ビッグベン、バッキンガム宮殿、セントポール寺院など
パノラマ観光（状況に応じて、バス車窓よりご案内致します）
ロンドンから空路、アラブ首長国連邦・いま世界が注目する「ドバイ」へ

「いまをときめくアラビアの魅力を追求」するために、ドバイへ立ち寄ります。着後、専用車にて、世界一高い
建造物や、世界一大きな人工島、世界一巨大なショッピングモールなどを訪れます。
数々の世界最大を誇るドバイの“未来都市”と、最先端を行く市場視察は、計り知れない魅力ある体験です。

ハラール事情ほか、中東の食肉産業視察。
小売店、スーパーマーケット最新事情など。肉屋レストラン視察 ＆ 試食
日本からの輸出入についてや、成功している海外企業の誘致について等、砂漠地帯で石油に頼ることが
出来なかったドバイの、ここまで発展した
先見性を学びます。

発

着

22:15

ドバイ 8：05

成田行、関空行それぞれチェックイン

お帰りはご希望に応じて、成田着、または関空着をお選びいただきます。
（お客様の参加状況により、いずれかの空港着におまとめさせていただくこともございます）

着

発
着

発
着

ドバイ空港

ドバイ
成田空港

ドバイ
関西空港

0:00

2:40
17:35

3:40
18:05

EK006
（6時間50分）

ウォーターフロントにある市場、「ドバイ・マーケット」視察後、
伝統的なアラブの街並を散策。ドバイの古い景観を今に伝える歴史保存地区「バスタキア地区」へ。
古い建物を利用したレストランやギャラリーが点在する、異国情緒あふれるエキゾチックな一角です。

160階以上を誇る世界一高い超高層ビル「ブルジュ・ハリーファ (burj khalīfah)」の展望台（入場料別途）
では、海と砂漠が同時に見渡せる360度のパノラマをご堪能下さい。砂漠の中に突然現れる近未来都市や、
人工島「パーム・ジュメイラ」など、巨大ビル群とは全く異なる砂漠を一望出来る、桁違いの絶景です。

世界最大規模のショッピングモール「ドバイ・モール」にて食肉店視察 及び 散策。
“世界最大”の名所「ドバイ・ファウンテン」にて、長さ275mに達する世界一の噴水ショーをお楽しみ下さい。

【OP】ドバイ近郊の見渡す限りの砂漠の中を4WD車で疾走し絶景を楽しむ爽快感溢れるおすすめの
　　　アクティビティー。他、ラクダ乗り、砂漠に沈む美しい夕陽を眺め、満天の星空のもとでのディナー、
　　　ベリーダンス鑑賞など
夕食後、専用車にて空港へ

ドバイ

機内 泊

朝食（機内食）  昼食（×） 夕食（×） ドバイ 泊

日次 月日 都市名 交通機関 摘要現地時間

　エジプト資本、イギリス人経営のミドル
からアッパー向けスーパー。ドバイで最も
存在感があるといわれています。バージュ
マンセンターから歩いて行ける大型店舗、
ビーチから程近いメルカトショッピング
モールにある中型店舗、ドバイ・モールに
隣接したスークアルバハールにあるミニ
店舗など、大小さまざまな店舗形態が
あります。日本食やノンムスリム向けの豚肉なども隔離されたコーナーで
販売されています。

　レストラン併設の食肉専門店。南アフ
リカ・ヨハネスブルグ出身のオーナーが
経営しています。ショーケースには和牛
肉も並んでいました。グリルでは、ス
テーキのほか牛タンやラム、チキンなど
豊富な食材を使ったメニューが目を引き
ます。

バークシャー種のルーツを訪ねて・・・美味しくなった最新のロンドンと経済成長著しい未来都市ドバイで中東の食肉事情を探る！
昨年の企画「世界第１位」の肉に続いて、今年は「世界第２位」のステーキハウスをご堪能いただきます♪

EK318
（9時間55分）

EK316
（9時間10分）

※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。
※利用予定航空会社  EK：エミレーツ航空。  予定ホテル  ロンドン：THE TOWER HOTEL LONDON、 ドバイ：ARABIAN COURTYARD HOTEL & SPA

スーパー『スピニーズ』（Spinneys） レストラン併設の『ブッチャーショップ＆
グリル』（The Butcher Shop & Grill）

このほか、各地でスーパーや食肉専門店、小売市場などの視察を予定しています。



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30kgまで（個数制限なし）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(2,570円)、ヨーロッパ各都市空港税(約27,000円)※１
⑥燃油サーチャージ(約10,000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（100,000円）
⑨一人部屋使用の場合の追加料金（62,000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2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。

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
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4月16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4月16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

イギリス・ドバイ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


