
２０１７年北京 
国際薬膳師合格証書授与式並びに中国研修旅行（予定） 

（2017.1.28） 
 

募 集 要 項 
 

共同主催： 

中国薬膳研究会（中国北京）・北京中医薬大学 

本草薬膳学院・日本国際薬膳師会・本草薬膳研究会 

 

期間：2017 年 5 月 25 日（木）～ 5 月 30 日（火） 【5 泊 6日間】 

ご参加のお誘い 

２００２年に本草薬膳学院がスタートしてから、本学院では北京にある薬膳において最も権威のある

中国薬膳研究会が主催する国際薬膳師（士）資格認定試験を毎年行ってきました。それだけでなく、さ

らに薬膳の学術レベルを上げ、薬膳学を発展させために、国際交流も大事であると考えています。 

そのため、この度日本で薬膳の教育と普及に務める本草薬膳学院と、日本国際薬膳師会・本草薬膳研

究会、並びに北京中医薬大学・中国薬膳研究会が主宰して、国際薬膳師（士）・国際薬膳調理師の皆様

や、これから国際資格取得を目指している方、中国の文化に興味を持つ方々のために、中国中医営養薬

膳学分野の専門家との学術交流や学習、中国薬膳の現場の見学など、中国の食文化を体験していただく

２０１７年中国研修旅行を予定し、その中で国際薬膳師合格者への認定証書授与式も北京で行う計画も

立てています。また、皆様の今後の中医診断学の力を高めていけるよう、北京中医薬大学での学習会や、

「天津甘栗」でもお馴染みの中国北方における最大の沿岸開放都市であり、中国歴史文化名城である天

津の観光も計画しております。 

５月は気候的にもとてもよい季節ですので、他にも故宮・天安門・万里の長城などの世界文化遺産の

見学も考えております。ホテルは買物に便利な場所を考慮し、北京の銀座と言われる王府井にある５つ

星の北京飯店を考えております。 

どなたでもご参加いただけますのでご家族、ご友人など皆様お誘いあわせの上、是非お申込み下さい。 

 

募集要項 

  A）募集人員：２０名様（最少催行人員１０名様） 

  B）旅行代金：１９８,０００円（予定） 

（消費税の増税、円の変動が激しいため、料金はまだ確定しておりません。参加者の方には旅行代金

詳細をお知らせします。） 

  C）旅行条件（概要）：航空機エコノミークラス利用、ホテルはツインルーム利用 

  D）問合せ方法：TEL：03-6206-2751  E-Mail：yakuzen@honzou.jp 

  E）申込み方法：FAX にて申込書をお送り下さい。FAX：03-3662-3800 

★ 募集申込み締切日：２０１７年４月１７日  （月曜日） 

 ※ご自身で航空券を御手配頂けばご希望により現地集合・現地解散も可能です。 

  ご希望の方は是非本学院事務局までお問い合わせください。 

 

 



お申込方法 

       

旅行代金（お一人様）： １９８,０００円（変更の可能性があります。決定次第ご連絡いたします。）   

申込締切日：２０１７年４月１７日（月） 

募集人員：２０名様（旅行催行最少人員１０名様）  

旅行のお申込み方法：別紙旅行申込書に必要事項をご記入の上、本草薬膳学院宛にお申込み下さい。   

旅行代金のお支払い：旅行代金は２０１７年４月２１日（金）までに下記指定口座へお振り込み下さい。 
 

 

 

 

 

 

 

振込み手数料はご負担いただきますよう、お願い致します。 

 

 

旅行条件（要旨） 

◆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・エコノミークラス利用） 

・新東京国際空港旅客施設使用料 

・北京国際空港使用料 

・バス料金（空港－ホテル間送迎及び日程表に記載された日） 

・渡航手続き手数料（中国査証実費及び取得手数料、税込） 

・宿泊料金（１室２名様ご利用） 

・食事代（スケジュールに含まれる食事） 

・団体で行く観光スポットの入園料  

  

◆旅行代金に含まれないもの 

・シングルルームご利用追加料金（シングルルームご利用の追加料金はまだ確定しておりません） 

・超過手荷物運搬費用（航空会社規定以上のもの） 

・個人の諸費用（クリーニング代・電話代・飲食代などの個人的性質の諸経費及びサービス料） 

・新東京国際空港までの国内交通費 

・障害・盗難などの各種保険料（個人でのお申込みとなります。出発日に成田空港でお申込できます。） 

 

お申込先 本草薬膳学院 

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町２２番６号 マルカ日甲ビル２階 担当：楊 帆 

TEL：０３－６２０６－２７５１ FAX：０３－３６６２－３８００ メール：yakuzen@honzou.jp 

 

三菱東京 UFJ 銀行 神田駅前支店 普通預金 口座番号：2186645 

名義：本草薬膳学院（ﾎﾝｿﾞｳﾔｸｾﾞﾝｶﾞｸｲﾝ） 辰巳 洋（ﾀﾂﾐ ﾅﾐ） 



2017 年北京薬膳研修旅行（予定） 
2017 年 5 月 25 日（木）～5月 30 日（火） 【5泊 6日間】 

 

日付 時間 摘要 

5 月 25 日 

(木曜日) 
出発      18：10 

到着      21：15（予定） 

出発 JL869 成田→北京 出発 18：10 到着 21：15（予定） 

荷物受け取り ホテルへ移動（北京飯店） 

5 月 26 日 

(金曜日) 

出発     9：00 

 

行事１   10：00～11：00 

 

 

 

行事２     11：00～11：30 

 

昼食      11：30～13：30 

 

午後の観光 14：00～17：30 

夕食      18：00 

午前 朝食 ホテル  天健賓館へ 

 

司会：中国薬膳研究会と本草薬膳学院 

行事１． 日中薬膳学術交流会「薬膳と健康」 

●中国側：（2名 30 分間） 

●日本側：（2名 30 分間） 

  

行事２． 国際薬膳師（士）資格証書授与式  

 

昼食 天健賓館   

 

午後 ①天壇公園 ②前門・同仁堂本店  

夕食 料理 

5 月 27 日 

(土曜日) 

出発       8：00 

講義       9：00～10：30 

見学      10：30～12：00 

 

昼食      12：00～13：30 

 

午後の観光 14：00～17：30 

夕食      18：00 

午前 朝食：ホテル  北京中医薬大学へ 

   講義： 舌診（予定） 

   見学：中医薬博物館  

 

昼食 料理 

 

午後 ①天安門登城 ②故宮博物院  

夕食 料理 

5 月 28 日 

(日曜日) 

出発       8：30 

到着      10：00（予定） 

午前の観光 10：00～12：30 

昼食      12：30～14：00 

 

午後の観光 14：30～17：00 

夕食      17：00～18：30 

北京へ     18：30 

午前 朝食：ホテル 8：30 出発 専用車にて天津へ 

① イタリア風情街 ②古文化街 

    

昼食 料理 

 

午後 旧租界の町・五大道風情区 

夕食 料理 

夕食してから専用車にて北京へ 

5 月 29 日 

(月曜日) 

出発       8：00 

午前の観光  9：30～12：30 

 

昼食      12：30～14：00 

 

午後の観光  14：30～17：00 

夕食      17：30 

午前 朝食：ホテル 8：00 出発  

世界文化遺産の観光：万里の長城  

 

昼食 料理 

 

午後 中国医学科学院薬用植物園見学 

夕食 料理 

5 月 30 日 

(火曜日) 

集合       8：00 空港へ 

 

出発      10：45 

到着      15：30（予定） 

帰国 朝食：ホテル 出発するまで自由行動 8：00 ホテル集合・出発 

JL860 北京→成田 出発 10：45 成田到着 15：30 （予定） 

昼食：空港内 自由食 

お疲れ様でした。解散 

※天候や交通等の事情により変更する可能性がありますので、予めご了承ください。 



 
参 加 申 込 表 

         

ふりがな      旅券と同じローマ字（大文字）性 名 

氏  名    

性  別 □男   □女   国  籍  

生年月日      年    月    日 

旅券番号 
 発行年月日 年   月   日 

有効期間満了日 年   月   日 

住  所 〒：           

 

 

電話番号  FAX  

携帯番号  E ﾒｰﾙ  

勤務先 〒：           

 

 

電話番号  FAX  

渡航中の 

国内連絡先 

〒：           

 

 

氏 名  本人との関係  

電話番号  FAX  

一人部屋 □希望する（追加料金が発生します）    □希望しない 

 

申込日 年    月    日 

①有効期間満了日が日本帰国時まで有効なパスポートが必要です。ご確認下さい。 

②旅行代金をお振込の上、パスポートのコピーと参加申込表を一緒にお送り下さい。 

 

備考： 


