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BIOと地域経済
森から学ぶ「多様性」
毎年1月にケルンで開催される世界最大規模の家具見本市「imm
cologne 」の訪問を軸に、木のインテリ
アデザイン、木の家具、木の建築をテーマにした視察セミナーです。

健康、環境保護、美味しさなど、多様な理由から、BIO（オーガニック）食品が、ヨーロッパで近年目覚ま
ケルン国際家具見本市には、世界中からメーカーやバイヤー、業界関係者、および一般来訪者が一同に集ま
しい成長をしています。ドイツでは、約７%の農地が有機農業で、スイスでは約13％、オーストリアでは
ります。出展社数1200以上、来訪者数は6日間で15万人に及ぶ世界的大イベントです。家具インテリア業
19 ％にも達し、生物の多様性にも貢献しています。
界の最新のトレンド、機能的で先進的なデザイン、イノベーションが集約的に体感できます。
BIOのパイオニア地である南西ドイツのシュヴァルツヴァルトフライブルク地域で、地域に根づくBIO農家、
見本市訪問の前には、木製家具内装の工房、ワイン醸造所のショールーム、木造建築物などを視察します。
加工、流通業者、BIOワイン醸造所などを訪問し、BIOと地域経済についても考察します。また森林にて、
BIOの根底にある「多様性」の大切さについて学びます。
家具インテリア、建築、木材業界の方々、並びにテーマにご興味をお持ちの一般の方々のご参加をお待ちし
ております。

開催日時：春先から晩秋にかけて（3月から11月）
開催場所： シュヴァルツヴァルト

フライブルク地域

開催日時：2018年1月17日（水）〜1月21日（日）
主催者：Arch Joint Vision 社 代表：池田憲昭

主催者：Arch
Joint Vision 社 代表：池田憲昭
現地コーディネート•専門通訳•ガイド：
池田憲昭
現地コーディネート•専門通訳•ガイド：
参加人数：3 〜9名

池田憲昭

開催場所：
中部ドイツ（ケルン
モーゼル地域）
協力： Smart
Sustainable Solutions
株式会社
協力： Smart Sustainable Solutions 株式会社

参加人数：3
〜10名1800ユーロ（シングル部屋ご利用者）
セミナー料金：

1600ユーロ（ツイン部屋ご利用者）

セミナー料金：
1800ユーロ（シングル部屋ご利用者） 1600ユーロ（ツイン部屋ご利用者）
現地コーディネート、ガイド、通訳、視察見学、宿泊（朝食付き）、現地移動の費用が含まれています。
現地コーディネート、ガイド、通訳、視察見学、宿泊（朝食付き）、現地移動の費用が含まれています。
日本ードイツの航空券は含まれていません。ご希望の方には、航空券手配も合わせて承ります。
日本ードイツの航空券は含まれていません。ご希望の方には、航空券手配も合わせて承ります。
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+49-176-22340126
Mobile:
+49-176-22340126

視察セミナー BIO+ 2018
2018 1.17 - 21
視察セミナー ケルン国際家具見本市
 シュヴァルツヴァルト フライブルク 

視察セミナー

ケルン国際家具見本市

インテリア

デザイン

木の家具

木の建築

視察セミナープログラム
移動は最終日の除き、全てリムジンバスにて行います。ホテルは、質のいい3星〜4星クラスを手配します。
食事は、可能な限りBIOのものをコーディネートします。
プログラムは、テーマに沿って変更の可能性があります。開始2週間前までに最終プログラムをお送りします。

毎年1月にケルンで開催される世界最大規模の家具見本市「imm cologne 」の訪問を軸に、木のインテリ
水曜日
アデザイン、木の家具、木の建築をテーマにした視察セミナーです。
17:30 フランクフルト空港 第1ターミナールの BエリアのMeeting Pointに集合

シュヴァルツヴァルト（フライブルク近郊）のホテルへ送迎
ケルン国際家具見本市には、世界中からメーカーやバイヤー、業界関係者、および一般来訪者が一同に集ま
20:30 ホテルチェックイン後、夕食、オリエンテーション
ります。出展社数1200以上、来訪者数は6日間で15万人に及ぶ世界的大イベントです。家具インテリア業
界の最新のトレンド、機能的で先進的なデザイン、イノベーションが集約的に体感できます。
シュヴァルツヴァルトのホテルに宿泊
見本市訪問の前には、木製家具内装の工房、ワイン醸造所のショールーム、木造建築物などを視察します。

木曜日
家具インテリア、建築、木材業界の方々、並びにテーマにご興味をお持ちの一般の方々のご参加をお待ちし
フライブルク大聖堂広場の朝市訪問
ております。
旧市街散策
地域BIO食材ベジタブルレストランで昼食
開催日時：2018年1月17日（水）〜1月21日（日）
BIO菜園農家 訪問
主催者：Arch Joint Vision 社 代表：池田憲昭
市民農園 視察
現地コーディネート•専門通訳•ガイド： 池田憲昭

開催場所： 中部ドイツ（ケルン

モーゼル地域）

協力： Smart Sustainable Solutions 株式会社

参加人数：3 〜10名
シュヴァルツヴァルトのホテルに宿泊
セミナー料金： 1800ユーロ（シングル部屋ご利用者）

1600ユーロ（ツイン部屋ご利用者）

現地コーディネート、ガイド、通訳、視察見学、宿泊（朝食付き）、現地移動の費用が含まれています。
日本ードイツの航空券は含まれていません。ご希望の方には、航空券手配も合わせて承ります。
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金曜日
シュヴァルツヴァルトのBIO畜産農家を訪問
• 土地にあった品種
• 粗放的飼育
• 加工、直売
地域BIO食品加工会社 or BIO食品地域流通卸売会社の訪問
毎年1月にケルンで開催される世界最大規模の家具見本市「imm cologne 」の訪問を軸に、木のインテリ
• 地産地消の取り組み
アデザイン、木の家具、木の建築をテーマにした視察セミナーです。
• ニッチ市場のビジネス
セミナー「BIOと地産地消・地域経済」
ケルン国際家具見本市には、世界中からメーカーやバイヤー、業界関係者、および一般来訪者が一同に集ま

ります。出展社数1200以上、来訪者数は6日間で15万人に及ぶ世界的大イベントです。家具インテリア業
フライブルク周辺のホテルに宿泊
界の最新のトレンド、機能的で先進的なデザイン、イノベーションが集約的に体感できます。
土曜日
見本市訪問の前には、木製家具内装の工房、ワイン醸造所のショールーム、木造建築物などを視察します。
森林ワークショップ 〜森から学ぶ「多様性」の大切さ
BIOワイン農家訪問 〜ワインは土作りから
ワインの試飲とBIOの夕食
家具インテリア、建築、木材業界の方々、並びにテーマにご興味をお持ちの一般の方々のご参加をお待ちし

ております。
フライブルク周辺のホテルに宿泊

日曜日
開催日時：2018年1月17日（水）〜1月21日（日）
開催場所： 中部ドイツ（ケルン モーゼル地域）
午前 フランクフルト空港へ移動（個々の飛行機の時間に合わせ、乗合いタクシーもしくは電車を手配）
主催者：Arch
Joint Vision 社 代表：池田憲昭
協力： Smart Sustainable Solutions 株式会社

現地コーディネート•専門通訳•ガイド： 池田憲昭
参加人数：3 〜10名

セミナー料金： 1800ユーロ（シングル部屋ご利用者） 1600ユーロ（ツイン部屋ご利用者）
現地コーディネート、ガイド、通訳、視察見学、宿泊（朝食付き）、現地移動の費用が含まれています。
日本ードイツの航空券は含まれていません。ご希望の方には、航空券手配も合わせて承ります。
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ご希望の方に追加で下記のオプショナルツアーを提供いたします。

オプショナルツアー
費用：お1人350ユーロ（ツイン部屋ご利用者は300ユーロ）
ガイド、移動交通費、ホテル宿泊（朝食付き）が含まれます。

毎年1月にケルンで開催される世界最大規模の家具見本市「imm
cologne 」の訪問を軸に、木のインテリ
日曜日
アデザイン、木の家具、木の建築をテーマにした視察セミナーです。
フランス・アルザス地方のコルマールとワイン街道を巡る

フライブルク市に宿泊
ケルン国際家具見本市には、世界中からメーカーやバイヤー、業界関係者、および一般来訪者が一同に集ま
ります。出展社数1200以上、来訪者数は6日間で15万人に及ぶ世界的大イベントです。家具インテリア業
月曜日
界の最新のトレンド、機能的で先進的なデザイン、イノベーションが集約的に体感できます。
午前 フランクフルト空港へ移動（個々の飛行機の時間に合わせ、乗合いタクシーもしくは電車を手配）
見本市訪問の前には、木製家具内装の工房、ワイン醸造所のショールーム、木造建築物などを視察します。
家具インテリア、建築、木材業界の方々、並びにテーマにご興味をお持ちの一般の方々のご参加をお待ちし
ております。

開催日時：2018年1月17日（水）〜1月21日（日）
主催者：Arch Joint Vision 社

代表：池田憲昭

現地コーディネート•専門通訳•ガイド：

池田憲昭

参加人数：3 〜10名
セミナー料金：

開催場所： 中部ドイツ（ケルン

モーゼル地域）

協力： Smart Sustainable Solutions 株式会社

1800ユーロ（シングル部屋ご利用者）

1600ユーロ（ツイン部屋ご利用者）

現地コーディネート、ガイド、通訳、視察見学、宿泊（朝食付き）、現地移動の費用が含まれています。
日本ードイツの航空券は含まれていません。ご希望の方には、航空券手配も合わせて承ります。
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問い合わせ

視察セミナー

3名以上のグループでお問い合わせください。期日、セミナー日数、内容など、個別に相談に応じます。他
ケルン国際家具見本市
の視察セミナーの内容との組み合わせも可能です。学生のグループの場合は、料金割引をします。10名以上
のグループであれば、1人当りの料金は安くなります。学生のグループの場合は、料金割引をします。

インテリア

デザイン

木の家具

木の建築

申し込み
氏名（漢字＋ローマ字表記）、所属、住所、電話番号、希望部屋（シングルまたはツイン）をお書きの上、
指定期日（開催6週間前）までに、Arch Joint Vision社へ書面（メール）にて申し込みお願いします。

お支払い
お申し込み後、セミナー料金の請求書を送らせていただきます。 指定期日（開催4週間前）までに 国際振
込にてお支払い願います。

キャンセル料金
キャンセルされる場合は、下記のキャンセル料金を申し受けますので、あらかじめご了承ください。
開催4週間前：料金の20％ 開催３週間前：料金の50％ 開催２週間前：料金の80％
毎年1月にケルンで開催される世界最大規模の家具見本市「imm cologne 」の訪問を軸に、木のインテリ
アデザイン、木の家具、木の建築をテーマにした視察セミナーです。
※ 主催者の都合により視察セミナーが中止もしくは中断になった場合は、料金の全額もしくは不遂行箇所

分を返金いたします。
ケルン国際家具見本市には、世界中からメーカーやバイヤー、業界関係者、および一般来訪者が一同に集ま
ります。出展社数1200以上、来訪者数は6日間で15万人に及ぶ世界的大イベントです。家具インテリア業
界の最新のトレンド、機能的で先進的なデザイン、イノベーションが集約的に体感できます。
見本市訪問の前には、木製家具内装の工房、ワイン醸造所のショールーム、木造建築物などを視察します。
家具インテリア、建築、木材業界の方々、並びにテーマにご興味をお持ちの一般の方々のご参加をお待ちし
ております。

開催日時：2018年1月17日（水）〜1月21日（日）
主催者：Arch Joint Vision 社

代表：池田憲昭

現地コーディネート•専門通訳•ガイド：
参加人数：3 〜10名
セミナー料金：

池田憲昭

開催場所： 中部ドイツ（ケルン

モーゼル地域）

協力： Smart Sustainable Solutions 株式会社

1800ユーロ（シングル部屋ご利用者）

1600ユーロ（ツイン部屋ご利用者）

現地コーディネート、ガイド、通訳、視察見学、宿泊（朝食付き）、現地移動の費用が含まれています。
日本ードイツの航空券は含まれていません。ご希望の方には、航空券手配も合わせて承ります。
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