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（中国）環境経済調査視察団 募集要項 

静岡県・湖北省 ＜環境ビジネス協力＞事業 

 

●アジア最大規模の環境博覧会・中国（上海）国際環境博覧会を視察 

 

                            写真：2013 中国（上海）国際環境博覧会 

●湖北（武漢）と浙江（杭州）で環境事業協力・ビジネス化を推進 

静岡県は、5 月に静岡空港就航先である武漢市（湖北省）に、県（県副知事団長予定）

を中心に議会、市町、民間交流団を組織し派遣いたします。 

この機会に、湖北省（武漢）や浙江省（杭州）との環境ビジネス事業を推進し、さら

には、アジア最大規模の環境博覧会である「中国（上海）国際環境博覧会」の視察、そ

して新たに協力依頼が届いている「平湖市独山港区・中小企業工業パーク」（浙江省）

の拠点化可能性調査を実施したいと思います。 

中国政府と人々の環境意識が大きく変わり始めていて、環境改善需要はさらに高まり

つつあります。今回の中国環境経済調査視察団は、日中間の新たなパートナーシップづ

くりのため、これまでの浙江省との関係だけでなく、新たに中国内陸部で中心となる武

漢市との人的ビジネス交流を目的に企画しました。ぜひともご参加ください。 

 

 

企画主催 （一社法人）静岡県環境資源協会 E-mail：kankyou@po.across.or.jp 

静岡市葵区追手町 44-1 静岡県産業経済会館 6F（〒420-0853） 

TEL:054-252-9023  FAX:054-652-0667 

（ NPO 法人）日中環境経済センター E-mail：jceco21@xitong.net 

静岡市駿河区中原 149-1-LC701（〒422-8058） 

        TEL:054-204-7280  FAX:054-204-7281   

 

後  援  静岡県環境ビジネス協議会  

 

旅行企画・実施 （静岡新聞社・ＳＢＳ静岡放送グループ） 

ＳＢＳツアーズ （株式会社 SBS プロモーション旅行部） 

   静岡市駿河区森下町 1-35 静岡ＭＹタワー10Ｆ（〒422-8061） 

TEL：054-260-7902 FAX：054-289-2400 

（観光庁長官登録旅行業第 1141 号）  総合旅行業務取扱管理者/染谷剛 

mailto:kankyou@po.across.or.jp
mailto:jceco21@xitong.net
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■日程予定      訪問都市：嘉興市・杭州市（浙江省）・武漢市（湖北省）・上海市 

 月日 交通機関 食事 宿泊 

1 
5/16 

(金) 

※13:30 富士山静岡空港集合 

静岡（15:30）MU2020（17:30）上海浦東 

上海（専用バス/約 1時間）平湖  

機内 平湖 

2 
5/17 

(土) 

●平湖市独山港区視察  http://www.phddz.com/ 

・平湖市独山港区「日本中小企業産業パーク」調査協力（浙江） 

平湖（専用バス/約 2時間）杭州 

 ・杭州観光：世界文化景観遺産・西湖、京杭大運河 

●＜緑色浙江＞加盟企業との環境事業・商談 

朝食 

昼食 

夕食 

杭州 

3 
5/18 

(日) 

●浙江省からの環境ビジネス提案 

・杭州での環境ビジネス可能性提案（浙江省環境保護科設院） 

杭州（14:30）航空機 CZ5851（15:50）武漢 

・武漢観光：長江大橋、黄鶴楼 

朝食 

昼食 

夕食 

武漢 

4 
5/19 

(月) 

●湖北省からの環境ビジネス提案 

・武漢での環境ビジネス可能性の提案（湖北省環保産業協会） 

・（希望企業）参加企業からの環境ビジネスプレゼン 

◎華中旅游博視察（視察予定） 

◎静岡県・湖北省友好交流促進会 

（静岡県行政・議会・市町・経済・民間団体列席） 

◎静岡県・湖北省政府主催懇親会 

（静岡県行政・議会・市町・経済・文化・民間団体列席） 

朝食 

昼食 

夕食 

武漢 

5 
5/20 

(火) 

武漢（10:30）航空機 MU9362（11:50）上海虹橋 

●中国（上海）国際環境博覧会（中国最大の環境技術展・開幕） 

 ・会場：上海新国際博覧中心 http://www.ie-expo.cn/ 

 ・上海観光：田子坊（オシャレな伝統街） 

朝食 

昼食 

夕食 

上海 

6 
5/21 

(水) 

上海浦東（11:30）MU2019（14:50）静岡 

※今後、現地スケジュールは変更される場合がありますのでご了解ください。 

朝食 

機内 

― 

宿泊 白金漢爵大酒店（5★）武漢光明万麗酒店（5★）杭州国際假日酒店（4★）上海華亭賓館（5★） 

 

■訪問期間  2014 年 5 月 16 日(金)～21 日(水)  6 日間 

■訪問都市  中国 嘉興市・杭州市（浙江省）・武漢市（湖北省）・上海市  

■申込締切  4 月 10 日までに参加申込書をご提出ください。 

■旅行代金  158,000 円 （ツインルーム） 10 名以上催行 

※シングルルーム追加費用 32,000 円（5泊）    

●《旅行代金に含まれないもの》 ／ 航空保険840円、中国空港税1,560円、は旅行代金に含まれません。

また、今後の原油価格の動向次第で、運送機関から燃油サーチャージが課せられる場合がございます。追

加課徴となる場合はお申し込時にその金額をご案内し旅行代金とあわせて徴収させていただきます。 

■旅行条件 ＜要旨＞ 

● 受注型企画旅行：この旅行は、ＳＢＳツアーズ(以下、「当社」といいます。）が、上記団体からの依頼により旅行企

画・実施するものであり、このご旅行に参加されるお客様は当社と受注型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいま

す。）を締結することになります。ご旅行契約の内容・条件は、別途お渡しする旅行条件書（全文）、ご出発前にお渡

しする最終旅行日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部によります。 

● お支払い対象旅行代金：「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告価格表示欄に「旅行代金として表示した金額」と

「追加代金として表示した金額の」合計額をいいます。この合計金額が「申込金」「取消料」「違約金」「変更補償金」

の額を算出する際の基準となります。詳しくは別途交付する旅行条件書（全文）をご確認下さい。 

http://www.phddz.com/
http://www.ie-expo.cn/
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●中国（上海）国際環境博覧会 5/20 開幕 

http://www.ie-expo.cn/・http://www.jcesc.com/ieexpo2014/ 

アジア最大規模の環境博覧会。2013 年は 28の国・地域から 834社が出展したが、2014

年では 1100 社の出展が予定されている。本中国環境博覧会は、国際的環境展であるドイ

ツ IFAT の中国版 IFAT Chinaと、これまで 10 年以上毎年開催してきた中国国際廃棄物・

リサイクル・環境展 EPTEE 及び中国水展 CWS が共同開催するもの。 

会場：上海新国際博覧中心 http://www.sniec.net/ 

 

 

●平湖市独山港区視察（浙江省）http://www.phddz.com/ 

 「日本中小企業工業パーク建設」を NPO 法人日中環境経済センターに協力依頼。 

平湖市独山港区は、上海と隣接

している浙江省東北部に位置

し、上海、杭州、寧波、蘇州と

車で 1℃間の距離にあり、優越

した地理位置と完璧なインフ

ラ設備を準備している。独山港

区は、国家一類開放港として、

税関、商品検査、辺境検査等の

機関と商工業、税務、銀行等の

機関が区内企業のため上質と

素早いサービスを提供する。 

 

●武漢市（ぶかん/WUHAN/ウーハン） 武漢市政府観光局 http://go.wuhan.net.cn/ 

「黄鶴楼にて孟浩然の広陵に之くを送る」（李白）で有名な武漢市。武漢は典型的な山紫水

明の観光都市で、三鎮（武昌・漢口・

漢陽）から構成。武昌は政治、漢口は

商業、漢陽は工業の要衝地。現在は合

併して武漢市を構成。200 に近い湖

が点在。中でも一番大きいのは東湖。

名所旧跡が多く、天下一の黄鶴楼、長

江大橋、辛亥革命記念館、百年の歴史

を持つ江漢路、などが挙げられる。 

http://www.ie-expo.cn/
http://www.jcesc.com/ieexpo2014/
http://www.sniec.net/
http://www.phddz.com/
http://go.wuhan.net.cn/
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提出先 （一社）静岡県環境資源協会 FAX:054-652-0667  または 

（ NPO 法人）日中環境経済センター FAX:054-204-7281  

 

 

2014（中国）環境経済調査視察団 参加申込書 

 

※参加申込書は渡航手続き、各種の書類作成に必要ですので正確にご記入下さい。  

 

ローマ字  (○印で選択) 生年月日 

氏 名  男  女 19    年  月  日 

旅券番号 
 

※現在旅券をお持ちの方は参加申込書と一緒

に FAX してください。 

勤務先名 

または 

団体名 

 

 

役職（                             ） 

自宅住所 

(資料送付先) 

〒     ―               携帯電話      ―       ― 

 

 

                              

自宅 TEL      ―       ―         FAX      ―       ― 

E-mail（PC） 

アドレス 

連絡可能なパソコンメールアドレス（正確にご記載ください） 

            ＠ 

部屋タイプ 

(○印を記入) 

１．ツインルーム希望   ※選択のない場合はシングルルームといたします。 

２.  シングルルーム希望 （追加料金が必要です） 

緊急連絡先 

渡航中の国内連絡先（緊急時の連絡先となります） 

 

氏  名                             あなたとの続柄 

電話番号(携帯電話含む)             

TEL       ―       ―               FAX       ―       ― 

海外旅行傷害保険(任意)    １．希望する（後日ご案内します）  ２．希望しない 

※ 希望されない場合はご署名下さい。 

私は海外旅行傷害保険に加入しません。     氏 名                  

※個人情報の利用にあたっては､SBS ツアーズ個人情報保護方針に従い適切な措置を講じます。 


