
    

 

 

ラスベガス 

一般社団法人 日本惣菜協会 
  〒１０２－００８３ 東京都千代田区麹町４－５－１０ 

                 麹町アネックス６Ｆ 
  ＴＥＬ：０３(３２６３)０９５７ ＦＡＸ：０３(３２６３)１３２５ 

                   担当：清水・田中 

 

２０１９年 一般社団法人日本惣菜協会 海外視察 
   レディミール（チルド・冷凍） ヨーロッパ研修ツアー 

       イギリス（ロンドン）・フランス（パリ） 

■旅行期間：２０１９年１１月２日（土）～１１月９日（土）〈８日間〉 
■視察都市：イギリス（ロンドン）・フランス（パリ） 
■旅行代金：￥４７９，０００（会員・賛助会員） 

■
 

 

ロンドン 

  ● 

パリ● 



                      

ヨーロッパ視察のポイント 
 

◆ヨーロッパにおける「レディミール」視察 

◆現地の特色のある小売業の視察 

◆キッチン付きのホテルに宿泊し（イギリス３泊のみ）、実際に調理試食を体験する 

【レディミール（チルド・冷凍）の視察】 

レディミール（Ready Meal）とは、「事前に調理された食事を電子レンジまたはオーブンで加熱して 

食されるもの。アウトパック製造でチルドまたは冷凍で販売される商品」のことで、日本の常温保存弁

当はそれに含まれません。 

日本の中食業界は、深刻な人手不足や廃棄ロスが問題になっており、「過剰生産でありながら人手不足」

といった奇妙な現象が起きています。今年５月には「食品ロス削減推進法」が成立し、今後各事業者で

の対策が求められています。また、インストア製造商品・アウトパック商品・バイオーダーによる製造

などのバランスの取れた品揃えが必要となっていますが、日本のスーパーマーケット、専門店はインス

トア製造比率が高く、アウトパック商品も消費期限が短いのが現状です。それに比べ、イギリス・フラ

ンスの「レディミール」は、１週間ほどの消費期限を持つチルド商品・冷凍食品が提供されており、   

ロングライフ化が大幅に進んでおり、今回の大きな視察のポイントとなっております。 
 

店舗視察のポイント 
１． レディミールの保存温度を見る 

チルド商品の場合は何度で保存されているか 

２． レディミールの消費期限を見る 

チルド商品の消費期限は何日か 

３． 製造方法、包装形態を見る 

どんな製造方法で、どんな包装、トレーが使用されているか 

４． どんな提供方法がされているか見る 

パック販売なのか、量り売りなのか その違い、メリットは 

５． イギリスとフランスのレディミールの違いを見る 

国の事情によって違いがある 
 

 

【イギリス・フランスの小売業の視察】 

  Aldi(アルディ)、Lidl(リドル)、ハードディスカウントストアー、並びにイギリス・フランスのデパートを訪問し、   

イギリス・フランスの小売業、惣菜販売店の最新の売り場を視察します。 

 ＜イギリス＞  
Ｔｅｓｃｏ（テスコ）・Ｓａｉｎｓｂｕｒｙ’ｓ（センズベリー）・Ａｓｄａ（アズダ）・Ｍｏｒｒｉｓｏｎｓ（モリソンズ）は、イギリスの小売市場ではビ

ッグ４と呼ばれ圧倒的な存在感を示してきた。しかし近年は、ドイツのハードディスカウンターＡｌｄｉ（アルディ）やＬｉｄｌ（リドル）

さらには英国でも生鮮 FC「アマゾンフレッシュ」を展開するアマゾン（Ａｍａｚｏｎ．ｃｏｍ）などがシェアを伸ばし、ビッグ４はその

地位を脅かされるという構図に変わってきている。そんな中で２０１８年４月、業界２位のセンズベリーと同３位のアズダが経

営統合することで合意したと発表。２社の売上高を合わせると約５１０億ポンド（約７兆６０００億円）を超え、首位のテスコを

上回って英国最大の小売企業となる見込みだ。（残念ながら２０１９年４月２５日公正取引委員会より却下されました。）また

業界トップのテスコがフランスの小売大手Ｃａｒｒｅｆｏｕｒ（カルフール）と共同調達に関する提携を発表。 

 ＜フランス＞  
フランスでも業態を超えた連携を深化している。Ｃａｒｒｅｆｏｕｒ（カルフール）と英テスコの提携に加え２０１８年６月には、  

フランス小売大手のＡｕｃｈａｎ（オーシャン）とＣａｓｉｎｏ（カジノ）、さらに中堅のＳｃｈｉｅｖｅｒ（シヴェール）、ドイツのキャッシュ＆

キャリー大手Ｍｅｔｒｏ（メトロ）の４社が共同調達プラットフォームＨｏｒｉｚｏｎ（オリゾン）の設立を発表。 



２０１９年（一社）日本惣菜協会 レディミール・ヨーロッパ研修旅行 

（ロンドン・パリ８日間） 

日付 発着地/滞在地 時間 交通機関 概要/その他 

２０１９年 

１１月２日 

（土） 

1 日目 

羽田空港発 

ロンドン着 

 

 １１：４０ 

 １５：２５  

  

   

 NH−２１１ 

（全日空） 

  専用車 

   

空路、イギリスのロンドンへ 

到着後、入国審査、通関 

空港発ホテルへ 

夕食：ウェルカムディナー (市内パブにて ) 
（ロンドン キッチン付ホテル泊） 

１１月３日 

（日） 

２日目 

ロンドン滞在    専用車 

   
レディミール朝食体験（各自） 

関係先訪問 

＊Whole Foods Market 

＊ASDA 

＊Sainsbury’s Local 

＊Westfield.SC （Marks&Spencer、Waitrose） 

＊TESCO 

＊Harrods(百貨店)  

レディミール勉強会（希望者）                  (ロンドン キッチン付ホテル泊) 

１１月４日 

（月） 

３日目 

ロンドン滞在   

 

   専用車 レディミール朝食体験（各自） 

＊Morrisons             ＊文化・歴史コースもあります。 

＊Cook 

＊Aldi 

＊Lidl 

＊Iceland                                              (ロンドン キッチン付ホテル泊)   

１１月５日 

（火） 

４日目 

 

 

ロンドン発 
（セイントパンクラス駅） 

パリ着 
（北駅） 

 

 

  

 ０８：００ 

 ０９：２４ 

 １２：４７ 

    

専用車 

列車 
(ユーロスター ) 

専用車 

 

レディミール朝食体験（各自） 
ホテル発セイントパンクラス駅へ 

列車（ユーロスター）にてパリへ 

＊Picard 郊外(100〜150坪、900 アイテム) 

＊Casino 

＊Biocoop 

＊Bioc’Bon                                                                       （パリ泊） 

１１月６日 

  （水） 

５日目 

パリ滞在   

 

  

  専用車 早朝：ランジス中央市場視察 

朝食：ホテルにて 

＊Monoprix 

＊Carrefour（ハイパーマーケット） 

＊Carrefour Market    

＊Super-U                                                                   （パリ泊） 

１１月７日 

（木） 

６日目 

パリ滞在     

 専用車 

   

朝食：ホテルにて 

朝市見学              ＊文化歴史コースもあります。 

＊Le Bon Marche（百貨店） 

＊La Grande Epicerie de Paris（高級食材店） 

＊Galeries Lafayette（百貨店） 

＊Printemps（百貨店） 

夕食：サヨナラパーティー                                               （パリ泊） 

１１月８日 

（金） 

７日目 

 
 

パリ発 

 

  

 １９：３０ 

  

 

 NH-２１６ 

（全日空） 

朝食：ホテルにて 

出発まで自由行動 

空路、帰国の途へ                            
                                     （機内泊）                                                                                

１１月９日 

（土） 

 ８日目 

羽田空港着    

 

 １５：２５ 

 

 

 
到着後、入国審査、通関 

 大変お疲れ様でした。 

＊発着日時・交通機関・視察先は変更になる事があります。予めご了承下さい。                                                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

滞在期間 滞在都市 ホテル名 住所：電話：ファックス 

 

１１月２日 

（ＩＮ） 

１１月５日 

（ＯＵＴ） 

(３泊) 

 

ロンドン 

 

 Citadines Holborn 

     Covent Garden London 

   

 シタディーン ホルボーン 

      コベント ガーデン ロンドン 

 

 

94-99 High Holborn 

London WC 

1V 6LF 

Great Britain 

TEL:(44)20 7 395 88 00 

 

 

全般の設備 

 ＊冷蔵庫 

 ＊コーヒー/ティーメーカー 

 ＊簡易キッチン 

 ＊電子レンジ 

 ＊調理器具及び食器類 

 ＊コンロ 

 ＊電気ケトル 

 

 

１１月５日 

（ＩＮ） 

１１月８日 

（ＯＵＴ） 

(３泊) 

 

パ   リ 

 

 Hotel Concorde Montparnasse 

   

  ホテル コンコルド モンパルナス 

      

 

 

40 rue du  

Commandant Rene Mouchotte 

75014 Paris 

France 

TEL:(33)1-5654-8410 

 

 

ご宿泊ホテル 



 

 

■旅行期間 ２０１9 年１１月２日(土)～１１月９日(土) ８日間 

■旅行代金 お一人様  ￥ ４７９,０００（会員・賛助会員） 

■募集人員 ３０名様 

■最少催行人員 ２０名様 

■申込み締切日 ２０１９年８月３０日（金） 

但し満員になり次第締切ります 

■旅行代金に含まれるもの 

航空運賃：日程表に記載された区間（エコノミークラス） 

宿泊代金：ホテルツインルーム（２名１室利用） 

食事料金：朝食３回・夕食２回 

バス代金：空港ホテル間の送迎料金、研修バス料金 

海外にての雑費：団体行動中の税金・チップ等 

手荷物運搬料金：航空会社規定範囲 

添乗員代金 ：羽田空港より同行致します。 

視察関係諸費：視察訪問に関わる費用 

*上記費用はお客様の都合により一部利用されなくても払い戻しいた

しません。 

■旅行代金に含まれないもの 

上記以外は旅行代金に含まれませんが、参加にあたって通常必要とな

る費用を例示します。 

[全員] 

羽田空港施設使用料（￥２,５７０）、現地空港税（￥６,５９０）、国際

観光税（￥１,０００）、燃油特別付加運賃（￥１４,６００）（６/１現在）

（燃油特別付加運賃は変更になることがありますので予め、ご了承下さい） 

[希望者]  

お 1 人部屋追加料金（￥１３２,０００）、ビジネスクラスの追加料金、

旅券手数料（５年:￥１１,０００、１０年:￥１６,０００） 

[その他] 

旅程表記載（朝食３回・夕食２回）以外の飲食代、入場料金、個人的

性格の費用（クリーニング代、電話代等）、手荷物超過料金、傷害・疾

病に関する医療費、任意の海外旅行傷害保険 

■渡航手続き料金 

この旅行参加にあたっては、有効な旅券と各国の出国手続き書が必要

です。当社ではそれらの作成手続きを代行することができます。旅行

お申し込み時に代行を希望される方はお申し出下さい。作成する場合

の料金は下記の通りです。 

旅券申請書類の作成代行………￥４,０００ 

出入国記録書の作成代行………￥５,０００ 

*各該当料金は合算し、各料金に対して消費税８％を申し受けます。 

■お申し込み方法 

別途参加申込書に必要事項をご記入の上、下記受託販売先宛にご送

付下さい。 

■参加費用のお支払い 

手配旅行会社より請求書を送付致しますのでお振込みをお願い致

します。 

■取消料 

お申し込み後お客様の都合で参加を取り消される場合は次の取り

消し料をお支払い頂きます。 

旅行開始日から起算してさかのぼって、 

３０日前から３日前までの取り消し…………旅行代金２０％ 

旅行開始日の前々日以降旅行開始まで………旅行代金５０％ 

旅行開始後の取り消し及び無連絡不参加……旅行代金の全額 

 

募集要項・ご旅行条件 

 

一般社団法人 日本惣菜協会 
担当/ 清水・田中 

〒１０２－００８３ 東京都千代田区麹町４－５－１０ 

               麹町アネックス６Ｆ 
ＴＥＬ ０３(３２６３)０９５７ 

ＦＡＸ ０３(３２６３)１３２５ 

 

事務局（問い合わせ先） 

(株)ホスピタリティーツアーズ 
東京都知事登録旅行業３－４４７７号ＪＡＴＡ協力会員 

総合旅行業務取扱管理者 津川芳己 

〒1５０－００１１ 東京都渋谷区東２－２３－１２ 

プレミアムビル７Ｆ 

ＴＥＬ ０３(５４６７)７６２５ 

ＦＡＸ ０３(５４６７)７６２６ 

E メール：ｈｐｔ＠ｈｐｔ．ｃｏ．ｊｐ 

受託販売先（申込書送付先） 

 沖縄ツーリスト株式会社 

 第１種観光庁長官登録旅行業１５５ 

  東京都港区浜松町２− ８− １４ 浜松町ＴＳビル１Ｆ 
 

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する

責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご

遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい 

 

。 
[旅行契約内容・代金の変更]●当社は天変地異・戦乱・運送機関における争議行為、外国の官公署の命令その他の当社の管理できない事由が生じた場合、旅行内容

を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更する場合があります。●利用する運送機関の運賃、料金の改定により代金を変更することがありま

す。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって１５日目にあたる日より前にお知らせします。[取消料]●お客様はいつでも上記の取消料を支払って

旅行契約を解除することができます。但し、次の場合は取消料を頂くことなく旅行契約を解除することができます。旅行契約内容の重要な変更、代金の増額、当社

の管理外の事由で旅行の円滑な実施ができなくなった時、お客様の責任によらず旅行サービスを受領することができなくなった時、他。[当社による旅行契約の解

除]●次の場合当社は契約を解除することがあります。旅行代金不払い、病気、円滑な旅行実施に対する障害、当社の管理外の事由で旅行の円滑実施ができなくな

った時。●最少催行人員にみたない場合は旅行を中止することがあります。この場合旅行開始日の前日から起算して２３日目にあたる日より前にその旨を通知しま

す。[当社の責任]●当社又は当社の手配代行者がお客様に損害を与えた時は、その損害を賠償致します。(お荷物の賠償限度額：１５万円までとし、障害発生の日

から換算して２０日以内に通知された場合)但し、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の事故若しくは火災又はこれらの為に生じる旅行日程の変更若しくは旅

行中止、日本又は外国の官公署の命令、外国の出入国規制又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延、不通又はこれらによって生

ずる旅行日程の変更若しくは目的地滞在期間の短縮等については当社は責任を負いません。[お客様の責任]●当社はお客様の故意又は過失、法令若しくは公序良俗

に反する行為により当社が損害を被った時は、お客様から損害の賠償を申し受けます。[特別補償]お客様が旅行参加中にその生命、身体又は手荷物上に被った一定

の損害について、予め定める額の補償金及び見舞金を支払います。[旅券・査証について]１、旅券(パスポート)：この旅行には、帰国時まで有効な旅券が必要です。

＊現在お持ちの旅券の有効性の確認、旅券取得はお客様自身で行って下さい。２、査証：この旅行では不要です。(日本国籍以外の方は自国の領事館、渡航先国の

領事館、入国管理事務所にお問合せ下さい。)[個人情報の取扱について]１、当社及び販売店は旅行申込みの際に提出された申込書等に記載された個人情報につい

て、お客様との間の連絡の為に利用させて頂くほか、お客様がお申込み頂いた旅行において運送・宿泊機関の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領の

為の手続きに必要な範囲内で利用させて頂きます。２、当社は旅行先でお客様のお買い物等の便宜の為、当社の保有するお客様の個人情報を土産物店に提供するこ

とがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人情報をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供致しま

す。尚、これらの個人情報の提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出下さい。●ここに記載のない事項については当社旅行業約款(募集

型企画旅行契約)によります。[旅行条件基準日]２０１９年６月１日[パンフレット作成日]２０１９年６月１日 

日 

旅行企画・実施 

 


