
日本流通学会 2014 年度海外視察調査のご案内 
 
日本流通学会会員の皆様には、ご健勝にてご活躍のこととお慶び申し上げます。 さて、本年

も当学会が主催する海外視察調査を実施することとなりましたのでお知らせいたします。本調

査は、海外流通の現状と課題を実地に調査するものです。今年度の訪問先は、韓国、釜山とソ

ウルです。現地小売業や農産物流通組織あるいは現地の家電メーカーや食品メーカーなどを中

心とした企業視察に加え、韓国流通の専門家との研究交流などを実現させるべく、現在、視察

先への訪問依頼をはじめとした準備作業を海外視察委員一丸となって取り組んでおります。ま

たとない機会ですので、皆様奮ってご応募下さい。 
 
2014 年 5 月 14 日 
 
日本流通学会 2014 年度海外視察実行委員 
木下明浩（立命館大） 佐々木保幸（関西大）金度渕（大阪商業大）金昌柱（立命館大）江上

哲（日本大）井上善美（諏訪東京理科大） 
アドバイザー：木立真直（中央大）佐久間英俊（中央大）大石芳裕（明治大）平山弘（阪南大） 
 
１実施期間 2014 年 9 月 17 日（水）～9 月 21 日（日）4 泊 5 日 
 
２実施場所 韓国、釜山およびソウル 
 
３参加費用（5 月 12 日時点の概算） 

総額 １４万円程度（東京発着、食事代など日常費用を除く） 
 
1）往復航空券 参加確定後、各自にて購入のこと。航空関連諸費用と発券手数料を含む 
・成田発 5 万円程度以上(5 月 7 日時点) 
・関西発 3.2 万円程度以上(5 月 7 日時点) 
・福岡発 2.5 万円程度以上(5 月 7 日時点) 
2）宿泊費・韓国内交通費・韓国旅行代理店への手数料 6 万円程度 
3）団費（通訳、手土産、17 日・20 日夕食費、専用車延長料金など）3 万円程度 
＊実行委員が経費を抑えるよう努力しております。 
ウオン決済があるため、最終的には視察終了後に清算させていただくことになります。 

＊海外視察終了後、参加者に会計報告をいたします。 
 
４募集人員と申し込み締め切り期日 
・募集人員は 20 名。※応募者多数の場合は先着順。 
・申込の締切日は、5 月 28 日（水）（申込書必着）。 
・参加希望者は、申込書に必要事項を記入し、下記の視察担当事務局宛（大阪商業大学 金度

渕研究室） に電子メールにてお申込み下さい。折り返し、事務局から、申し込み受け入れの案

内と、韓国での交通・宿泊費など参加費および団費の振込み依頼をいたします。 
・参加確定後、各自ご自身の航空券の手配をお願いいたします。 
・パスポートの有効期限をご確認下さい（出発日から 6 カ月以上の残存）。 



・視察内容に関する質問は事務局までお問い合わせ下さい。 
 
５視察プランについて 
・訪問先は調整中のものもあり、また相手方都合により変更の可能性があります。 
・釜山、ソウルでは専用バスを利用します。釜山からソウルへは鉄道を利用します。 
・韓国現地集合・現地解散です。 

9 月 17 日(水)13 時 30 分 
 釜山金海空港 国際線ターミナル到着フロア（１F）総合案内所にて集合 
9 月 20 日(土)夕食後ホテルに帰着後解散。 

・往復の航空券は、集合時刻をふまえ、13 時 05 分までに釜山金海空港に到着する便(予定)を
予約ください。17 日当日、日本より釜山に入る場合、以下の便を利用されるようお願いします。 
 
成田→釜山   １０：５０発 １３：０５着 大韓航空 5714（JAL957） 
関西空港→釜山 １１：２５発 １２：５０着 大韓航空 732 
福岡→釜山   １１：０５発 １２：００着 大韓航空 784 

１１：４０発 １２：３５着 アシアナ航空 9731（運航会社エアプサン） 
 
・団費として徴収する中に、17 日夕食費用、20 日夕食費用が含まれております。 
・18 日朝の朝食はホテル代に含まれております。 
・その他食事代は旅行代金に含まれておりません。 
 
【申し込み・問い合わせ】 
１）参加申込先 
海外視察実行委員会 海外視察担当事務局 金度渕 
メール：gotokor2014@yahoo.co.jp（日本流通学会韓国視察専用メールアドレス） 
参加申し込みおよび問い合わせは、メールにてお願いします。 
① まずは上記メールアドレスに、氏名、所属、会員・非会員の別、連絡先(メールアドレス)

を記したうえで、参加の連絡をお願いします。 
② こちらから受付の連絡をいたしますので、速やかに参加申込書に必要事項を記載の上添付

ファイルにて上記メールアドレスまでお送りください。その際、ファイル名（の一部）に

ご自身の名前を記すようお願いします。 
③ ホテルの予約やバスの手配などがありますので、参加申し込み後 6 月 2 日(月)から 6 日(金)

の間で、宿泊費・韓国内交通費・団費など 9 万円を海外視察担当事務局に振り込んでいた

だく予定です。 
住所：〒577-8505 大阪府東大阪市御厨栄町 4-1-10 大阪商業大学総合経営学部 
 
２）その他、視察全体、訪問先などについてのお問い合わせ先 
海外視察調査総括責任者（企画委員長）木下明浩 
メール：kinosita@ba.ritsumei.ac.jp 
問い合わせは、メールにてお願いします。 
住所：〒525-8577 滋賀県草津市野路東 1-1-1 立命館大学経営学部 
電話＆FAX：077-561-4864(大学直通) 

mailto:gotokor2014@yahoo.co.jp


 (資料)視察調査予定表（調整中 2014 年 5 月 14 日現在） 

9 月 21 日帰国便(午後・一部ご参考・参加確定後自ら確認して予約ください) 
ソウル（Incheon）→成田   １４：００発 １６：２５着 JL954 
ソウル（Incheon）→関西空港 １５：２０発 １７：０５着 大韓航空 725 
ソウル（Incheon）→福岡   １４：００発 １５：２０着 アシアナ航空 134 
                    １７：００発 １８：２０着 アシアナ航空 136 
ソウル（Kimpo）→羽田    １６：２０発 １８：３５着 大韓航空 2709・JL5236 
                  羽田    １５：５０発 １７：５５着 アシアナ航空 1045・NH6970 
ソウル（Kimpo）→関西空港  １６：５５発 １８：３５着 大韓航空 725・JL5150 

 月日 曜日

 

スケジュール 備考 

１ 9月 17日  水 

13:30釜山金海空港国際線ターミナル到着フロア総

合案内所集合 

バス出発。東義大学に移動 

東義大学朴泰斗教授による釜山流通事情の講義。 

バスで移動し、ホテル（Toyokoin Pusan1）のチェ

ックイン。 

Centum City 見学。 

夕食会（朴先生とともに） 

成田発 10:50発 13:05着 

大韓航空 5714(日航 957) 

関空発 11:25発 12:50着 

大韓航空 732 

福岡発 11:05発 12:00着 

大韓航空 784 

11:40発 12:35着 アシア

ナ航空 9731 

宿泊：釜山 

 

２ 

 

９月 18 日 木 

水産物卸売市場の説明と見学 

(株)SEOWON流通(地域スーパーチェーン)の店舗見

学と説明。 

釜山駅 16時発 ソウル駅 18時 40分着(鉄道) 

 

 

宿泊：ソウル 

グッモニン パクテル 

乙支路4街駅8番出口から徒

歩 3分 

３ 9 月 19 日 金 

家電メーカー、LG電子（家電流通構造と戦略に関

する説明と質疑応答、ブランドショップ視察を含

む） 

食品メーカー、プルムウオンの流通政策 

ホームプラスの店舗見学 

 

 

 

 

 

宿泊：ソウル 

グッモニン パクテル 

 

４ 9 月 20 日 土 

午前 農協ハナロクラブ・ヤンゼ店(小売) 

午後 韓国流通学会との研究交流 

夕食会(韓国流通学会の研究者とともに) 

 

 

宿泊：ソウル 

グッモニン パクテル 

 
５ 9月 21日 日 各自帰国  


