
日時 地名 時間 食事 宿泊
中国各地 午前 中国各地の空港　⇒　関西国際空港　

関西空港 午後 【大阪】
朝:× 大阪市内ホテル
昼:× （A:五星クラス）

【夕食】：お好み焼き 夕:〇 （B:三星クラス）

大阪 午前 ホテル朝食後、FC関連企業との打ち合わせ

●飲食関連　●洋菓子関連　等

【昼食】日本式カレー

午後 ●1)水素カフェ(LA MAHINA)　90分コース+
　　2600円分の健康美容関連商品付き（サプリ等）
　2)総合美容サロン(Bond street beauty) 
（エステ、ネイル、痩身、マツエク等）7600円相当メニューで 【大阪】
  こちらがご提示するメニューからお選び頂けます。 朝:〇 大阪市内ホテル

昼:〇 （A:五星クラス）
夕:〇 （B:三星クラス）

【夕食】：居酒屋（唐揚げ、お鍋等、鶏料理）

※込々プランの場合 ※検診なしプランの場合
大阪 午前 大阪市内の病院、クリニックへ ●梅田自由観光

（ラッフルズメディカル　大阪クリニック）

※採血による遺伝子検査が行えます。 ●梅田空中庭園展望台
五つ星ホテルコース：400,000円相当

三ツ星ホテルコース：100,000円相当

午後 【昼食】ラーメン

昼食後、ＦＣ企業と打ち合わせ
【大阪】

●カフェ関連　等 朝:〇 大阪市内ホテル
昼:〇 （A:五星クラス）

【夕食】：串カツ 夕:〇 （B:三星クラス）

大阪 午前 朝食後，ミーティングルームへ移動
●日本のフランチャイズとのビジネスミーティング

【昼食】日本風中華料理

午後 視察＆交流
●老人介護施設または自立支援介護施設の視察及び交流

　A)観光＆ショッピングプラン：●大阪城、●心斎橋
　B)美容プラン：
　C)食の学びプラン： 【大阪】
　D)子ども遊び体験プラン： 朝:〇 大阪市内ホテル
　※詳しい説明は別紙参照 昼:〇 （A:五星クラス）
【夕食】寿司、天ぷらなどの日本料理 夕:〇 （B:三星クラス）

大阪 専用車にて関西国際空港へ

にてショッピング

関西空港 午後 朝:〇
または 関西国際空港　⇒　中国各地の空港 昼:×

中国各地 夕刻 到着後，解散，ツアー終了 夕:×

注：上記は参考行程です、実際のフライト時間等に基づき調整致します。

「日本のフランチャイズビジネス視察ツアー」

D1

月　日
（　）

D2

月　日
（　）

D3

月　日
（　）

D4

月　日
（　）

●お好み焼き関連

行程

※1）又は2）をお選び頂けます。当料金はすべてのコースに含まれております。

到着後，中国語ガイドがお迎えし，専用車にて大阪市内へ

ホテルにチェックイン後，ツアーについてのご案内

●スイーツブランド関連

【昼食】：各自

D5

月　日
（　）

フライト時間により、りんくうプレミアムアウトレット

※視察＆交流を、下記プランに変更も可能でございます。

検診・美容メニューもお客様の要望によりお選び頂けます。



＜ツアー説明＞

＜定義＞

当ツアーはビジネスツアーであり、日本のフランチャイズやライセンスビジネスの現場を直接視察いただき、
ご理解を深めていただき商談会もご用意しております。さらにご家族同伴でも可能なオプションプランも
ご用意しており，極め細やかなご要望にお応えできる体制を整備しております。

旅行手配：株式会社マイルストーン　大阪府知事登録旅行業　第3-2800号

フランチャイズとは？
「事業者（フランチャイザー）が他の事業者（フランチャイジー）との間に契約を結び、商標、
サービス・マーク、トレード・ネームその他の営業の象徴となる標識、経営のノウハウを用いて、

ツアー申込先・問い合わせ先：アルコネクション株式会社

同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーは

フランチャイザー（本部）はフランチャイジー（加盟）に対して、開発した経営システム・ノウハウ及び
援助のもとに事業を行う両者の継続的関係」をさします。

（フランチャイズ・ パッケージ）を提供します。
そのフランチャイズ本部の商品・サービス、商標などが含まれるフランチャイズ・チェーン店を運営する方法

その見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導および

住所：〒540-0029　大阪市中央区本町橋2-23　第7松屋ビル1238号



※具体的な検査項目：別紙ご参照ください

最少催行人員5
名

お一人部屋追加代金

５名検診な
し・バスな
しプラン

１０名検診
なし・バス
なしプラン

５名検診な
し・専用バ
スプラン

１０名検診
なし・専用
バスプラン

５名込々プ
ラン

１０名込々
プラン

↑１グループの参加人数

   
【 四日目の変更可能プランの料金一覧】 通貨：日本円（税込）

費用に含まれるもの
1.ホテル代：ツアー日程に記載のクラスの標準ホテル；全行程ツインルーム又はトリプルルーム利用。
2.車：全行程専用車（車の大きさは人数により決定），運転手；
3.食事：日程表記載の朝食、昼食、夕食　（自由行動の時及び飛行機搭乗の間は含まれません）；
4.中国語ガイド又は添乗員
5.観光地入場料：日程表記載の観光地の入場料；

費用に含まれないもの
1.パスポート申請費用。
2.個人，団体観光ビザ：国の招聘状とビザ費用；
3.日本-中国間の往復の航空運賃及び中国国内移動の航空運賃；
4.日程表記載のオプショナルツアー及びあらかじめ行程に含まれない項目の費用。
5.専用車延長費，ガイド及び運転手の残業代
6.一人部屋追加代金
7.その他：海外旅行保険

★取消料★
・旅行開始日の前日から起算して22日目にあたる日まで・・・無料
・旅行開始日の前日から起算して21日目にあたる日以降～16日目にあたる日まで・・・ご旅行代金の20%
・旅行開始日の前日から起算して15日目にあたる日以降～9日目にあたる日まで・・・ご旅行代金の50%
・旅行開始日の前日から起算して8日目にあたる日以降～5日目にあたる日まで・・・ご旅行代金の70%
・旅行開始日の前日から起算して4日目にあたる日以降～旅行当日又は無連絡不参加・・・ご旅行代金の100%

　A)観光＆ショッピングプラン 大阪城：600円/名

　B)美容プラン

C)食の学びプラン

参考ホテル
（大阪）

【五星クラス】　ホテルモントレ グラスミア大
阪，ヒルトン大阪，または同等クラス

ラッフルズメディカル大阪クリニック
＜Full Screeening検査＞

365,000

※日程の変更を希望された場合、選ばれたプランによって合計金額が変動する場合がございます。詳しくはお問合せください。

D)子ども遊び体験プラン

8,640円/名～

5万円/団体+体験材料費（実費費用）/名

3万円/団体

335,000

【 お一人当たりの参考料金＝医療、美容、観光の合計】 通貨：日本円（税込）　

注：参加企業の社数により、適切に通訳者を手配するため、2社以上でお申し込みの場合は、通訳費が追加になる場合がございます。

別途お見積り

304,000 274,000

293,000 263,000

440,000

265,000 235,000

三ツ星ホテルプラン

※検診と視察のコーディネートにかかるキャンセル料実費を含めたキャンセルポリシーになっています。

五つ星ホテルプラン

781,000

727,000 382,000

別途お見積り

病院と
検査項目

ラッフルズメディカル大阪クリニック
＜サインポスト遺伝子検査＞

別途お見積り

※具体的な検査項目：別紙ご参照ください

※込々プランの場合
の病名及び検査項

目です。

三ツ星ホテルプラン
【三星クラス】　ハートンホテル心斎
橋，ホテルマイステイズ新大阪，また

は同等クラス

五つ星ホテルプラン



日期 地名 大致时间 餐 住宿
中国各地 上午 中国各地机场　⇒　关西国际机场

关西机场 下午 抵达后，中文导游接机，搭乘专用车前往大阪市内
【大阪】

大阪 办理入住手续后，详细说明在日期间的旅程。 早:× 大阪市内酒店
午:× （A:五星级）

【晚餐】：大阪烧 晚:〇 （B:三星级）

大阪 上午 酒店早餐后，与FC企业进行商谈

●饮食关联企业　●西点关联企业　等

【午餐】日式咖喱

下午 ●1)水素咖啡馆 90分套餐+
　　赠送健康美容关联的产品
　2)综合美容沙龙 【大阪】

早:× 大阪市内酒店
午:〇 （A:五星级）
晚:〇 （B:三星级）

大阪 上午 全套方案的客户 其他方案的客户
早餐后，前往大阪府内的医院 ●梅田自由观光
（莱佛士医疗集团 大阪诊疗中心）

※可以进行遗传子检查（抽血检查） ●梅田空中庭园展望台

下午 【午餐】日式拉面

午餐后，与FC企业进行商谈
【大阪】

●咖啡馆企业　等 早:〇 大阪市内酒店
午:〇 （A:五星级）

【晚餐】：大阪炸串 晚:〇 （B:三星级）

大阪 上午 早餐后，移动到会议室
●与日本FC企业开一场商业会议

【午餐】日式中华料理

下午 视察＆交流
●养老设施或支援自立养老设施的视察及交流

※如感兴趣可以替换以下项目及内容
　A)游览与购物方案：●大阪城、●心斋桥
　B)美容方案：
　C)学习食品安全方案： 【大阪】
　D)儿童游乐设施体验方案： 早:〇 大阪市内酒店
　※详细说明请参考别纸 午:〇 （A:五星级）
【晚餐】寿司・天婦羅等的日本料理 晚:〇 （B:三星级）

大阪 搭乘专用车前往关西国际机场

「RINKU PREMIUM OUTLETS」购物
【午餐】：自理

下午或 早:〇
傍晚 关西国际机场　⇒　中国各地机场 午:×

抵达后，解散，结束旅程 晚:×

注：以上为参考行程，根据实际航班将略有调整

「考察日本连锁·加盟现场之旅」

D1

月　日
（　）

D3

月　日
（　）

D5

月　日
（　）

D4

月　日
（　）

根据航班时间可安排关西机场附近奥特莱斯

D2

月　日
（　）

●甜点名牌企业

（推拿、美甲、瘦身、假睫毛等）进行客户选择的套餐

【晚餐】：在日式小酒店饮食（炸鸡块、各种炖锅、鸡料理等）

●大阪烧企业

行程预定

※可选1）或2）的套餐。此金额包含在所有行程方案当中。

可以按客户需求去选择体检及美容等项目



＜行程介绍＞

＜定义＞

授权方给与加盟者使用商标、服务、名字及包含其他营业象征的标识的权利，提供经营技术与知识，
给与产品的销售权及实行其他事业及业务的权利。另外加盟者要向授权方提供的权利及服务内容支付
相对应的回报并加盟者要投下开业所需要的资金，在授权方的指导及援助下实行事业及业务的双者的继续关系。」
授权方（本部）要向加盟者提供经营系统、一切技术与知识及包含授权方（本部）的产品、服务、商标等
经营加盟店时所需要的知识及方法。

本行程是一个商务之旅，视察日本的连锁、加盟及版权事业的现场。让您更加了解日本版权事业，
我们也准备了直接与日本授权方、品牌持有者商谈的机会。另外也准备了能与家属一起参加的项目。
而我们可以按客户的需求调整细节日程。

什么是连锁、加盟？
指的是「企业家（授权方）与另一个企业家（加盟者）之间签订合同，授权方与加盟者在同一思想之下，



【 一位顾客的参考费用＝体检、美容、旅游的总计 】  货币：日元（含税）
最小成行人
数5名

单房差

5名不含检
查·专车

方案
10名不含
检查·专
车方案

5名包含专
车方案

（不包含
检查）

10名包含
专车方案
（不包含
检查）

5名全套方
案

１０名全
套方案

↑一个团队的参加人数

【 第四天可以替换项目的费用 】  货币：日元（含税）

＜备注＞
费用包含
1.酒店住宿：行程中所标明的星级标准酒店；全程共两晚酒店标间或三人间费用。
2.旅游用车：全程提供专用车（车型按人数而定），专业司机；
3.旅游用餐：全程早餐、午晚餐　（自由活动期间和搭乘飞机时不含）；
4.专业中文导游或陪同，接受体检时每位顾客有1名专业中文医疗翻译陪同
5.景点门票：行程中景点首道门票费；

费用不包含
1.护照费用。
2.个人，团体旅游签证：国家邀请和签证费；
3.全程机票：国际间往返机票及境内段机票；
4.行程表上注明的自费项目及计划外行程费用。
5.延长车费，导游和司机加班费
6.单房差
7.其他：境外旅行责任保险；

旅游部分取消规定
・从旅游开始日算起２２天之前提出申请・・・免费
・从旅游开始日算起２１－１６天之前提出申请・・・旅游费用的20%
・从旅游开始日算起１５－９天之前提出申请・・・旅游费用的50%
・从旅游开始日算起８－５天之前提出申请・・・旅游费用的70%
・从旅游开始日算起４－旅游开始日当天提出申请以及没有联系・・・旅游费用的100%
※包含体检及考察筹备部分的取消规定。

※客户要求替换项目的情况下，按照选择的项目每一位客户的费用会有所变化。详细金额请联系我们。

参考酒店
（大阪）

【五星级】　大阪蒙特利格拉斯米尔酒店
(Hotel Monterey Grasmere Osaka)，大阪希尔
顿酒店(Hilton Osaka)，或同级

【三星级】　Hearton Hotel心斎
橋，Hotel Mystays新大坂，或同级

医院与
检查项目

莱佛士医疗集团 大阪诊疗中心 莱佛士医疗集团 大阪诊疗中心
＜Full Screeening套餐＞ ＜Full Screeening套餐＞
※具体体检项目：请参照别纸 ※具体体检项目：请参照别纸

293,000 263,000

五星级酒店方案 三星级酒店方案

费用另算

五星级酒店方案 三星级酒店B方案

　A)游览与购物方案 大阪城：600日元/名

265,000 235,000

365,000 335,000

费用另算

304,000 274,000

781,000 440,000

费用另算

727,000 382,000

注：由于参加企业的增加，我们会适当的安排翻译人员，如果2个公司以上一起参加时会有增加翻译费的可能性。

　D)儿童游乐设施体验方案 3万日元/团队

　B)美容方案 8,640日元/名～

C)学习食品安全方案 5万日元/团队+材料费用/名

※选择全套方
案时的体检医
院及检查方


