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2020年 3月吉日   

カナダ林産業審議会（COFI） 

SPFグループ代表  Kevin J. Bews  
 

COFIカナダ木造建築視察ツアーのご案内 
 

 

このたびＣＯＦＩは『木造先進国カナダ』への視察研修を企画いたしました。 

カナダ西部に位置するブリティッシュ・コロンビア州の中大規模木造、および中層木造のプロジェクト

を中心に見学します。関係者による解説、建設中の現場や製材工場の見学など、他にはない特別なプロ

グラムをご用意しております。 

【対象者はこんな方】 

・住宅市場の縮小する日本において将来を見据え非住宅市場への参入をご検討の工務店、ハウス 

メーカー、設計事務所の方 

・ＲＣ造、鉄骨造などの建築関係者で、サスティナブルな建築資材として注目されている木材や 

木造建築について情報収集したい方 

・ＮＬＴ（ネイル・ラミネイティド・ティンバー）など、日本にはまだ馴染みのない海外の建築 

技術に興味がある方 

この機会をお見逃しのないよう、皆さまお誘いあわせの上ご参加ください。 

 

【お問い合わせ】カナダ林産業審議会 SPFグループ 

E-mail:info@cofi.or.jp  TEL:03-5401-0533 
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以 上     

 

 

「COFIカナダ木造建築視察ツアー2020」概要  

渡航先 ：カナダ ブリティッシュ・コロンビア州 （バンクーバー、ケロウナ）          

日 程 ：2020年 5月 31日（日）～ 6月 7日（日）8日間 

費 用 ：お一人様 350,000円 

対 象 ：建築・設計関係者 15名（最小催行人数 10名） 

主  催 ：カナダ林産業審議会(COFI)SPFグループ www.cofi.or.jp 

事務局 ：株式会社サンク（TEL:045-350-9767） 

協  力 ：一般社団法人日本ツーバイフォー建築協会 

■航空会社・・・エア・カナダ             

■ホテル（予定）・・・Century Plaza（バンクーバー）,Coast Capri Hotel（ケロウナ）又は同等クラス 

■上記「費用」に含まれるもの・・・往復航空運賃（エコノミークラス、成田‐バンクーバー直行便および

カナダ国内線）、空港諸税、燃料サーチャージ、宿泊費（1名 1室利用 6泊)、食事（自由行動時の一部を除

く）、バス代、通訳、資料代 

■日本国内での移動費用（ご自宅－空港間の交通費等）は別途、各自のご負担となります。 

■飛行機のビジネスクラスは追加料金が発生します。満席などの理由でご希望に添えない場合もございます。 

■募集要項とプログラムをご確認の上、お申込みください。 

 

tel:045-350-9767
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COFI カナダ木造建築視察ツアー2020 

 

※プログラムは諸事情により変更する場合があります。  

 

 

     

募集要項 

お申込み方法 
別紙のお申込書とパスポート（顔写真のページ）コピーを事務局にＦＡＸまたは E-mail でお送りください。折り返し

事務局よりご連絡いたします。申込書送付先：株式会社サンク（担当 兼康） 

FAX: 045 - 910－1831 E-mail:kaneyasu@55cinq.com 

お申込み締切 2020 年 4 月 6 日（月）【先着 15 名様】 

キャンセルの 

取扱い 

キャンセルする場合はお早めにご連絡ください。キャンセルお申し出の時期によってはキャンセル料が発生いたし

ます。（キャンセル料＝4 月 16 日以降 21,000 円、4 月 30 日以降 41,000 円） 

お問い合わせ 
お申込みに関する問い合わせ：（事務局）株式会社 サンク TEL: 045 - 350- 9767 

研修内容に関する問い合わせ：（主催）カナダ林産業審議会 TEL: 03 – 5401 - 0533 Ｅメール: info@cofi.or.jp 

日 程 プログラム（予定） 食事 /宿泊 

DAY１ 

５月３１日（日） 

PM – Flight 成田国際空港（AC00４便 16：50 発） にて 空路 バンクーバー国際空港へ 

-- 日付変更線通過 （所要約9時間） --  

同日AM 9：25 バンクーバー到着 市内観光後、ホテルへ 

夜（機内） 

昼・夜 

(バンクーバー泊) 

 

DAY２ 

６月１日（月） 

AM - Morning session at COFI/CW office 
◆歓迎の挨拶 /CWG  ◆カナダの林業の現状について / BC州森林省 

◆中層および非住宅建築のトレンド / WoodWorks 

PM – Site visits and tours ◆中層木造コンドミニアム、マスティンバー非住宅、NLTビルほか 

朝・昼・夜 

 

 

(バンクーバー泊) 

 

DAY３ 

６月２日（火） 

AM - Morning session presentation at FPInnovations office 

◆ NLTの耐火性能・高耐力壁 Midply wall 2.0 version  / FPInnovations   

PM – Site visits and tours 

◆ UBC 大学内ツアー Brock Commons (マスティンバー)、Orchard Commons (NLT,マス 

ティンバー)  ◆MEC ヘッドオフィスビルディングツアー（NLT&マスティンバー） 

朝・昼・夜 

 

 

 

(バンクーバー泊) 

DAY４ 

６月３日（水） 

AM – Flight  国内線移動 バンクーバー（7：00 発）→ カムループス（7:48 着） 

PM – Factory tour  ◆トラス製造工場 または Tolko 社製材工場の見学 

朝・昼・夜 

（ケロウナ泊） 

 

DAY５ 

６月４日（木） 

AM – Site tour and visits ◆木造建築によるホテルの見学 

PM – Site tour and visits   

◆サスティナブルビル「The Jim Pattison Centre of Excellence」サイトツアー/オカナガン大学 

ほか 

朝・昼・夜 

 

 

（ケロウナ泊） 

DAY６ 

６月５日（金） 

AM – Winery tour ◆オカナガンワイナリー・ツアー  Quail’s Gate ほか 

PM – Free time 

朝・昼 

（ケロウナ泊） 

DAY７ 

６月６日（土） 

AM – Checkout  ケロウナ（9：25 発）→バンクーバー経由で帰国の途に 

PM – Return to Japan バンクーバー国際空港（AC003 便 13：25 発） 

         ----- 日付変更線通過 （所要時間 約 13 時間 50 分） ----- 

朝・夜（機内） 

DAY８ 

６月７日（日） 

PM – Arrival at Japan  成田国際空港（翌6月7日15：15着）   

到着後、解散 

昼（機内） 

tel:045-350-9767


COFI  SPF Group

送信先 ⇒ 事務局　FAX：045-910-1831　Email : kaneyasu@55cinq.com

ご記入日 年 月 日

フリガナ  *ローマ字（パスポートと同じ表記）

年齢 才

*生 年 月 日 　大正・昭和・平成　　　年　　　月　　　日　西暦（　　　　　　　年）

フリガナ

〒　　　　-

ＴＥＬ：

携帯電話：

氏名 住所

国内緊急連絡先
（続柄 ） ＴＥＬ：

フリガナ

会社名 所属部課 役職

フリガナ

勤務先住所 〒　　　　-

ＴＥＬ： ＦＡＸ：

*日中の連絡先

E-mailアドレス （連絡先として使用するものをご記入ください）

現在有効な旅券（パスポート）をお持ちですか？

　□ はい 旅券番号 ［ ］

発行年月日 ［ 年 月 日 ］

　□ いいえ 月 日 頃に（申請・受領）の予定です

※お名前等の確認の為、必ず旅券（パスポート）コピーを添付してください。

国内線の手配を希望されますか？（ご希望の方には別途ご連絡致します）

　□ 希望する □ 希望しない

ご希望の空港を２つまでお書きください。 （ ） （ ）

国際線（成田 - バンクーバー）のアップグレードを希望されますか？

　□ 希望する（別途お見積もり申し上げます） □ 希望しない

食品等のアレルギーはございますか？

□ ない

　□ ある（品目：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【申し込み方法】 ＜事務局＞
株式会社サンク （担当 兼康）

TEL：045-350-9767

FAX：045-910-1831
E-mail : kaneyasu@55cinq.com

* 個人情報のお取り扱いについて：当社（株式会社サンク）は提出された書類に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほ
か、旅行手配のために必要な範囲内で運送・宿泊・その他関係機関等へ提供させて頂きます。また、不要となった個人情報については、速やかに且つ適正に削
除・廃棄いたします。

   お申込書に必要事項をご記入の上、パスポートのコピー

 （顔写真の載っているページ）と共に ツアー事務局に

   E-mail、郵送又はファックスにてお送りください。

   パスポートをまだお持ちでない方は、取得次第、
   コピーをお送りください。

〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-28-22-201

備考・通信欄

*旅　　　券

＊国際線
アップグレード

*国内線の手配

性別

（ご希望のものにチェックを入れてください）□会社　　□自宅　　□携帯電話

アレルギー

*職　　　業

*靴のサイズ

*現　住　所

*氏　　　名
男・女

靴のサイズ（　　　cm）　
※建築現場の見学の際に安全靴を履いていただきます。

そのご用意のため必ずご記入ください。

COFI カナダ木造建築視察ツアー2020  お申込書
【申し込み締切：2020年4月6日（月）先着15名限定】

*印は必ずご記入ください。


