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視察セミナー  森林業 + 木材 

多機能森林業　 

サステイナビリティの原点 

全ては「道づくり」から 

択伐林　～次世代への思いやり 

地域木材クラスター 

　 
 南西ドイツの山岳地域シュヴァルツヴァルトには、自然に敬意を払い、子供や孫の代のことも考えた森
づくりと森林利用の伝統があります。そのような森林から、地域の木材産業に安定して木材が供給され、
伝統技術が受け継がれ、イノベーションが生まれています。 

本セミナーでは、シュヴァルツヴァルトの農家林や公有林の現場で、持続可能な森林業に必要な「道づく
り」と「森づくり」の原則を学び、さらに地域を支える木材クラスターの現場を見学し、日本における地
域森林木材クラスターのポテンシャルを考えます。 

開催時期：2月末～12月初め　  開催場所： シュヴァルツヴァルト、フライブルク　　 
日数：現地視察3日間（4泊5日） 
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名から　 
セミナー料金（7名以下の場合）：　1800ユーロ（シングル）　1600ユーロ（ツイン）　学生割引あり 

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。 

Arch Joint Vision社　(ツアーオペレート会社）　代表　池田憲昭 
Sonnhalde 12, D-79183 Waldkirch, Germany 
E-Mail: ikeda@arch-joint-vision.com 
Mobile: +49-176-22340126 

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

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。

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）　  開催場所： 中部ドイツ（ケルン　モーゼル地域）
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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視察セミナープログラム 
移動は小型バス、公共交通、電車、タクシーにて行います。ホテルは、質のいい3星～4星クラスを手配します。 
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。 

木曜日　 
夕方　 フランクフルト空港、もしくはチューリッヒ空港に集合 
 シュヴァルツヴァルトのホテルへ送迎 
夜　  ホテルチェックイン後、夕食、オリエンテーション 

シュヴァルツヴァルトのホテルに宿泊 

金曜日　 
択伐林を視察 
•次世代への思いやりによって維持発展していく森林 
•天然更新 

製材工場視察 

地域工務店による木造建築物の視察 

ヴァルトキルヒ市のホテルに宿泊 
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土曜日 
地域住宅産業共同展示場の視察 

恒続林視察　～多様性と持続可能性 

将来木施業に関する現場ワークショップ 
～単層林を、構造豊かで樹種多様の恒続林に仕立て上げていく手法 

シュヴァルツヴァルトのホテルに宿泊 

日曜日 
道づくり　～森林業の基盤 
•地形と地質に合わせた線形 
•水のマネージメント 
•道の支持力　～路体と路盤の構造 
•所有者の取りまとめ 

セミナーのまとめワークショップ 

シュヴァルツヴァルトのホテルに宿泊 

月曜日 

フランクフルト空港もしくはチューリッヒ空港へ移動（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） 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問い合わせ 
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
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。 

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。 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 
• ツアー開始の4週間前以前（28日前以前）：キャンセル料金なし


• ツアー開始の4週間前（28日前以降から21日前未満）：ツアー代金の20％

• ツアー開始の3週間前（21日前以降から14日前未満）：ツアー代金の50％


• ツアー開始の2週間前（14日前以降から7日前未満）：ツアー代金の70％


• ツアー開始の1週間前（7日前以降）：ツアー代金の90％


※　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。 

Arch Joint Vision社に関して 
当社Arch Joint Vision社（代表: 池田憲昭　所在地：Sonnhalde 12, 79183 Waldkirch, Germany）は、
2018年1月より、ドイツ民法（BGB §651）と事業者規則（GewO §14+38 ）に基づいて、ツアーオペレー
ト会社（Reiseveranstalter）の事業登録と資格取得をし、ドイツや近隣ヨーロッパ諸国における視察セミ
ナー（ツアー）等の事業を行なっています。 
当社代表・池田憲昭は、1998年より、ドイツ、フライブルク地域を拠点に、環境全般をテーマに、コンサ
ルタント、講師、コーディネーター、通訳として仕事をしており、豊富な業務経験とネットワークを生かし、
2018年より正式なツアーオペレート会社として、信頼関係を基本とした良質のパートナー（ホテル、バス
会社、視察見学場所、外部講師、アシスタント）と共に、品質の高い、安全を重視したツアーを提供してい
ます。
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