
ツアーのポイント

第23回スイス・南ドイツ
エコバウ建築ツアー2019

POINT:1
関係者の

解説付きでの
豊富なエコ建築

の視察

建築に携わった関係者が合流し、設計
コンセプトや構造、性能を説明してくれ
ます。建築にかかわった現地スタッフから
貴重なお話が聞ける機会です。

POINT:2
パッシブハウス、
エコ建築を
肌で感じる

POINT:3
同じ志を持つ
ツアー仲間と
未来の建築を

考える

そこに暮らす人たちや建築士立会い
のもと、エコロジー住宅・建築を視察し
ます。また、エコロジーなコミュニティを
広げる住民たちとの交流は、持続可
能な暮らしを肌で感じる機会です。

これからの日本の住宅・建築
を考える志の高いツアー仲間
との旅は互いに刺激し、共感
することばかり。だからツアーに
参加された方々は、帰国後
も交流をもたれています。

個人では手配できない建物内部の視察もあり、大変充実した内容です。

日程：2019年10月8日（火）～10月16日（水）7泊9日
方面：スイス・南ドイツ
条件：2名1室利用/エコノミークラス利用/食事付き(朝食7回・昼食0回・夕食2回)

・関西空港発 420,000円 ・成田空港発 425,000円
※6月14日(金)までの早割410,000円 ※6月14日(金)までの早割415,000円

※関西空港使用料3,040円、成田空港使用料2,610円、現地空港税7,130円、
国際観光旅客税1,000円、燃油サーチャージ23,600円(2019年4月24日時点)は
含まれておりません。※燃油サーチャージ、シングル追加代金は変更となる場合がございます。

申込締切期日：早期申込：6/14(金) 第1回：7/12(金) 最終：8/9(金) まで

日次 月 日 曜 発着地・滞在地 現地時間 交通機関 摘 要 食事

1 10月8日 火
関西空港
アムステルダム
アムステルダム
チューリッヒ

成田空港
アムステルダム
アムステルダム
チューリッヒ

発
着
発
着

発
着
発
着

10:25
15:05
17:20
18:40

10:25
15:05
17:20
18:40

KL868

KL1963

KL862

KL1963

専用バス

空路、アムステルダム経しチューリッヒへ

空路、アムステルダム経由しチューリッヒへ

到着後、ライン川の畔の小都市シャウハウゼン市へ
（シャウハウゼン 泊）

機

機

夕

2
10月9日 水

午前

午後

専用バス

地域経済への付加価値創出と持続可能な都市開発～2000W社会を目指して
●シャウハウゼン市近郊でエネルギー建築専門家のぺーター・サンドリ氏
によるエネルギー認証の住宅案内
●南ドイツ・シンゲン市のソーラーコンプレックス社でレクチャーと見学

・壁画の町、シュタイン・アム・ラインで各自昼食、散策
●チューリッヒ市内の2000W社会対応型の持続可能な集合住宅
「モアザンリヴィング」見学

ウェルカムパーティー
（チューリッヒ 泊）

朝

3 10月10日 木

午前

午後

専用バス
スイスでのバウビオロギー、木造パネル工法の今
●チューリッヒ市内、SIBスイスバウビオロギー協会でのレクチャー
●チューリッヒ市建造局の都市モデル見学

・チューリッヒ旧市街で各自昼食
●アイケン村、木造会社へ―リングの社屋・工場見学
・スール市の戸建て住宅見学、又は自由散策

（レンツブルク 泊）

朝

4 10月11日 金

午前

午後

専用バス
HAGA社の工場と展示場、建物の事例見学
●ＨＡＧＡ社によるプログラム
・セミナー、社屋、工場見学

・戸建て住宅や改修建築での利用事例
（レンツブルク 泊）

朝

5 10月12日 土

午前

午後

専用バス
先端の木造省エネ建築～大型、ハイブリット、マッシブ
●スイス最大の木造ハイブリット建築をズールシュトッフィ地区で外観
●キュング社マッシブな木造工法の戸建て住宅見学

●クリエンス村のDIY COOP Bau ＆ Ｈｏｂｂｙのセルフサービス
レストランにて各自昼食、自由見学

●自由時間観光
（ルツェルン 泊）

朝

6 10月13日 日

午前

午後

専用バス
HAGA社エクスカーション、再エネ・オフグリット・スマート集合住宅
●HAGA社絶景エクスカーション（ルツェルン近郊）

●ブリュッテン村のオフグリッド集合住宅
（ヴィンタトゥール市 or Warth村 泊）

朝

7 10月14日 月
午前 専用バス 木窓メーカー、エネルギー・省エネ建築の推進政策

●フラウエンフェルト近郊のスイスウィンドー社などの木造工場見学
●フラウエンフェルト市、エネルギー・Ｐ・エコの二世帯⓪エネ住宅見学
●フラウエンフェルト市、州庁舎でレクチャー
「トゥールガウ州のエネルギー政策と省エネ建築の推進」

市内レストランにて夕食
（ヴィンタトゥール市 泊）

朝

夕

8 10月15日 火

チューリッヒ
アムステルダム
アムステルダム
アムステルダム

発
着
発
発

11:50
13:35
14:45
14:40

専用バス
KL1958

KL867
KL861

空港へ
空路、アムステルダム経由し帰国の途へ

関西空港へ
成田空港へ

（機内 泊）

朝

機

9 10月16日 水 関西空港
成田空港

着
着

8:45
8:40 到着後、入国手続きを済ませ、解散。

おつかれさまでした。
☆発着日時及び交通機関は変更になることがあります。 ●航空会社:KLMオランダ航空 ●食事（朝→朝食、昼→昼食、夕→夕食、機→機内食）

プログラムは視察先の都合で変更になることがあります。 写真はイメージ写真です。

日程表

主催
第23回エコバウ建築ツアー実行委員会（運営：株式会社イケダコーポレーション）
昨年までのエコバウツアー体験記はホームページをご覧ください。 https://iskcorp.com/

早期申込締切 2019年6月14日（金）
先着10名様 ＊ツアー料金がお得！

ツアーコーディネーター
滝川 薫（Kaori  Takigawa）環境ジャーナリスト MIT Energy Vision社共同代表

東京外国語大学イタリア語学科卒業後、1999年よりドイツ語圏スイスを拠点に環境・エネルギー・建築をテー
マに取材を行い、スイスや日本への寄稿活動や数多くの調査を基にした視察セミナーや通訳、翻訳、講演活
動を手掛けている。2012年にMIT Energy VisionGbR社を村上敦及び池田憲明と共同設立。視察やセ
ミナーを通じ、再生可能エネルギーと省エネルギーをテーマに日本へのノウハウトランスファーを行う。現在も、スイ
ス、ベルン州に在住し活動中。主な著書「サステイナブル・スイス」2009年/
「100％再生可能へ！欧州のエネルギー自立地域」2012年など

ドイツ

概要
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第23回 スイス・南ドイツ エコバウ建築ツアー2019
参加申込書

1.ご希望の出発地をお選びいただき、☑にチェックをご記入ください。 2.ご希望の際、☑にチェックをご記入ください。

□「関西空港発着」(2名1室利用)

早期申込割引 通常申込

410,000円 420,000円

□「成田空港発着」(2名1室利用)

早期申込割引 通常申込

415,000円 425,000円

●シングルルーム ・・・□利用する
利用追加代金：89,000円

●ビジネスクラス ・・・□利用する
利用追加代金：時期により変動いたしますので、お問い合わせください。

※関西空港使用料3,040円、成田空港使用料2,610円、現地空港税7,130円、国際観光旅客税1,000円、燃油サーチャージ23,600円
(2019年4月24日時点)は含まれておりません。※燃油サーチャージは変更となる場合がございます。

3.以下の空欄に必要事項を
ご記入ください。

※お申込の発着空港に片寄りがある場合、発着空港のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。
※ご旅行の案内をする大切な情報となりますので、必ずご本人がご記入ください。勤務先情報など、正確にご記入ください。
※外国籍のお客様は、査証(ビザ)が必要になる場合があります。申込後、ご案内いたします。(ビザ申請代行手数料が別途発生いたします。)
※お申込についてのお願い ・1社4名様まででお願いいたします。・最少催行人数の20名に達しない場合は、中止もしくは費用をアップさせていただきます。
※団体航空券取扱条件・・・出発の30日前から取消料が発生いたします。30日前から3日前：旅行代金の20％、前々日～前日：50％、当日又は無連絡不参加100％

(フリガナ) 旅券(パスポート)に記載の通り 生年月日

氏名

(旧姓 )

氏名
＜ローマ字＞ 西暦（ ）年 月 日

出発日時点： 歳 国籍：

住所
(ご自宅)

〒 自宅TEL:( )

携帯TEL:( )

勤務先
名

部署/
役職名

ご職業

住所
(勤務先)

〒 会社TEL:( )

携帯TEL:( )

希望する書類送付先： □ご自宅 □勤務先 ＊どちらか☑にチェックをご記入ください。 メールアドレス：

＜ご旅行に関する問い合わせ・申込先＞

株式会社イケダコーポレーション エコバウツアー係
〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島4-8-28 FJビル3F
TEL:06-6452-9377   FAX:06-6452-9378 (平日AM9:00～PM6:00)

＜申込期日＞

早期申込締切：2019年6月14日(金)
第1回締切：2019年7月12日(金)
最終締切：2019年8月9日(金) 

＊申込先着順で定員となり次第締め
切らせていただきます。お早めにお申し
込みください。

ＦＡＸ：06-6452-9378
下記、申込欄をご記入後、(株)イケダコーポレーションまでお送りください。

ＦＡＸ到着確認後、ご連絡させていただきます。


