特定非営利活動法人（NPO 法人）日本 GAP 協会

2014 年 11 月 7 日

－日本 GAP 協会

台湾事務所／アジア GAP 総合研究所

＜台湾向け輸出と現地生産候補地

設立記念事業－

視察ツアー＞

2015 年 1 月 11 日から 15 日
日本 GAP 協会は、2014 年 3 月に台湾事務所を開設し、また 2015 年 1 月にアジア GAP 総合研究所を設立し
ます。これを記念し、日本 GAP 協会の会員部会「輸出部会」として、台湾ツアーを企画致しました。台北集合・
台南/台北解散です。参加希望または詳細な情報をお求めの方は、巻末の問い合わせフォームに必要事項を記載
の上、担当まで送付ください。
担当：日本 GAP 協会 栗嶋

＜ツアーのポイント①

info@jgap.jp / TEL：03-5215-1112 / FAX：03-5215-1113

台湾マーケット

徹底研究！

輸出と現地生産＞

人口が 2,300 万人を超える台湾は、日本産農産物にとって最大の輸出先（全体の約 2 割）です。面積は九州
と同じながら、人口は九州の約 1.8 倍と非常に有望な消費マーケットでもあります。
★JETRO/台湾交流協会による台湾マーケットに関する講演と視察＠台北（1 月 12 日）
★台中最大のチェーンストア SINON スーパー（台湾で 40 店舗以上を展開）バイヤーの講演「日本産農産物や
日式管理 JGAP による現地生産への需要と期待（仮題）」
（1 月 13 日）

＜ツアーのポイント②
＜ツアーのポイント③

日式管理 JGAP による台湾現地生産の可能性を探る！＞
台湾で生産し、香港・東南アジアマーケットを狙う！＞

台湾側から日本の農業者に対して、台湾での現地生産や台湾の農業者との技術提携などが求められています。
期待されているのは、高品質な農産物を生産する技術と日式管理 JGAP です。
また、台湾の温暖な気候と、地理的な優位性を活かし、台湾産の日式管理 JGAP による農産物の香港・東南
アジアマーケットにおける可能性を探ります。
★台湾の JGAP 認証農場の見学（1 月 13 日）
★台湾の嘉義県（台中と台南の中間） 耕作放棄地見学と嘉義県庁との会議（1 月 14 日）
★台南農業改良場（行政機関）メロン産地、ニンジン産地 訪問・見学・ディスカッション（1 月 15 日）

＜ツアー料金＞

139,000 円／人（税込）

宿泊・朝昼夜食事・台湾内移動費込／台北集合場所までは各自手配／台南・台北で解散
1 名 1 室利用の場合、追加料金となります。
---------- 特定非営利活動法人（NPO 法人） 日本 GAP 協会 ---------〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町 3-29 日本農業研究所 4 階
TEL: 03-5215-1112 / FAX:03-5215-1113

JGAP 「台湾向け輸出と現地生産候補地 視察ツアー」
日次 月/日(曜)

発着地／滞在地名

１ 1/11
(日)

台北

２

12
(月)
台北
台中

３

13
(火)

台中滞在

現地時間

交通機関

備

考

食事

○各自で台北へ
・18:00／ホテル Evergreen Laurel 台北 視察団結成式＆会食
夜
・台北市松江路 63 号
（台北泊）
終日 専用車 ・台湾交流協会による台湾マーケット説明会（JETRO 手配）

夕
朝

・台北市内市場調査
昼
（デパート、スーパー、伝統的市場、青果物取引市場）
・総統府等の歴史的建造物見学後、台中へ
・18:30／ホテルにて会食
（台中泊）夕
夜
午前 専用車 ・09:00／ホテル出発
朝
・09:15～09:40／SINON スーパー中科店見学
＊SINON スーパーは、台中最大（40 店舗以上）のチェーンスト
アです。
・10:00～11:30／SINON グループ本社にて挨拶、SINON グルー
プの概要、玉美研究所の概要、台湾農業の概要報告
SINON スーパー バイヤーの講演「日本産農産物や日式管理
JGAP による現地生産への需要と期待（仮題）
」
・11:30～12:30／JGAP 台湾事務所・GAP ラボ見学
パッキングハウス（スウィートコーン、ベビーリーフ）見学
台湾の JGAP 認証農場・中和農場（キュウリ）見学
・12:30～13:30／昼食（SINON 本社にて弁当）
午後

・14:00～16:00／台湾の JGAP 認証農場・捕里農場（ﾄﾏﾄ他）見
学
・17:00～17:30／SINON 潭子直営店見学後、ﾎﾃﾙへ。
＊SINON 潭子直営店は、台湾最大の農業資材小売店チェーンの
店舗です。

夜

４

14
(水)

台中
嘉義

昼

夕

・18:30／会食
午前 専用車 ・09:00／ホテル出発、嘉義へ
・10:30～11:30／嘉義県庁訪問・打ち合わせ
・12:00～13:00／昼食

（台中泊）

朝

昼
午後

５

15
(木)

嘉義滞在

・13:30～15:00／耕作放棄地見学
・15:30～17:00／嘉義県担当者との打ち合わせ

・18:30／会食
夜
午前 専用車 ・09:00／ホテル出発
・10:00～11:30／台南農業改良場訪問・見学
・12:00～13:00／昼食

（嘉義泊） 夕
朝

昼
・13:30～15:00／メロン産地、ニンジン産地見学
・15:30～16:30／烏山頭ダム・八田与一記念館・宿舎見学
・18:30／会食（視察団解散式）
（嘉義泊） 夕
夜
午前 専用車 ・09:00／台北空港へ
朝
○11:00／台北空港にて解散、各自帰国
×
午後

６

16
(金)

嘉義
台北

○2日目、3日目からの途中参加、4日目、5日目に途中帰国の手配も可能です。事務局にご相談下さい。
〇全日程 通訳付き バスチャーター

（返信先メールアドレス info@jgap.jp
「台湾向け輸出と現地生産候補地

FAX：03-5215-1113）

視察ツアー」お問合せフォーム

正式な参加申込書は、本お問い合わせフォームを送信いただいた後に送付します。台湾ま
での航空券の手配要否や、途中参加の有無など、条件を先に確認させて頂きます。
会社名（農場名）

部署／役職
ご連絡先

氏名：

住所：〒
TEL：

FAX：

e-mail：
① 日本 GAP 協会 会員
② JGAP 認証農場／JGAP 取組開始農場（取組宣言）
③ JGAP 指導員／JGAP 審査員
④ その他 （○で囲んでください）
主に生産、または
扱 っ て い る農 産
物や商品
台北までの

本ツアーは台北の指定ホテル集合、台北解散となっており、日本からの往復航空券は各

航空券手配

自が手配する必要があります。台北行は日本の多くの空港から便があります。

について
１. 本ツアー催行旅行会社にて手配を検討したいので、価格を問い合わせたい
２. ご自分で手配
１．全日程参加ご希望
２．途中参加（途中帰国）ご希望 （下記に具体的に記入下さい 例：3 日目より最終日
まで参加） ＊旅行代金の減額を行います。

日程に関して

宿泊の条件

１．基本の 2 名 1 室でよい
２．1 名 1 室を希望 追加料金について問い合わせたい

その他、質問
自由筆記欄

※参加ご決定後、本ツアー催行旅行会社（株式会社 EVC／東京都知事登録旅行
業第 3-3610 号）に正式お申込書をご提出いただきます。
担当： 栗嶋

info@jgap.jp

TEL：03-5215-1112 / FAX：03-5215-1113

特定非営利活動法人 日本 GAP 協会
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町 3-29 日本農業研究所ビル 4 階
TEL 03-5215-1112
FAX 03-5215-1113

