※コロナ感染拡大状況によっては、オンライン見学会への変更もしくは中止になる場合があります。
ご了承ください。その場合にはご連絡いたします。

現地見学会※

kkj 見学会

～令和 4 年度 第 1 回～

大和ハウスグループ みらい価値共創センター
大和ハウス工業 奈良工場 環境配慮型ショールーム
【オプション見学（吉野かわかみ社中本社と吉野林業体感）（参加希望者のみ）】

社内にてご回覧ください。
（一社）環境共生住宅推進協議会（kkj）は、令和
4 年度第 1 回見学会として、大和ハウス工業様のご
協力の下『大和ハウスグループみらい価値共創セン
ター 及び 大和ハウス工業奈良工場環境配慮型ショ
ールーム』を企画しましたのでご案内申し上げます。
『未来価値共創センター』は、地域住民と新しい価
値を創出できる研修施設で、最新の研究・知見、環境・
設備技術やＤＸ技術、
ＳＤＧｓ対応の仕様とデザイン
によって建てられた施設です。
『大和ハウス工業奈良工場環境配慮型ショールーム』は日本初の住宅専門工場を建て替えた施設で、次世代
環境配慮型工場「D's SMART FACTORY（ディーズ スマート ファクトリー）
」の技術を採用し、防災性を
高めたうえで工場全体をまるごとショールームとし、工場・事務所等の建設を検討している法人のお客さま向
けにも広く活用していただくことをめざした工場です。
今回は、オプション見学会として、2 日目に kkj 情報会員様である吉野かわかみ社中様を訪問させていただ
き、森林資源の育成、林業人材育成や基盤整備、技術開発や新製品開発等の事業や取り組みをご紹介いただく
ほか、周辺で行われている吉野林業を体感していただくことも企画しています（参加ご希望の方のみ対象）
。
お忙しい時期とは存じますが、ふるってご参加いただければ幸いです。
（一社）環境共生住宅推進協議会 広報部会長 田中 敏英

■見 学 先：大和ハウスグループみらい価値共創センター
大和ハウス工業奈良工場環境配慮型ショールーム
■日

時：令和

4 年 10 月 24 日（月）

13：00～16：30

■集合時間・場所： 11 時 50 分 近鉄奈良駅 地下 1 階 西口改札出たところ（別紙参照）

３0 名

■募集人員：

先着・定員に達し次第締め切らせていただきます。

■参加費用：正会員 1,000 円／人

情報会員・地域会員 2,000 円／人

お申し込み方法
5 ページの「お申し込み方法」の内容をご確認のうえ、kkj 事務局までお申し込みください。
締切り ： 令和 4 年 10 月 17 日（月）17 時まで
●大和ハウスグループ みらい価値共創センター
https://www.daiwahouse.co.jp/kotokurie/
●大和ハウス工業 奈良工場 環境配慮型ショールーム
https://www.daiwahouse.com/about/release/house/20200716143746.html
●吉野かわかみ社中
https://yoshinoringyo.jp/
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■当日のスケジュール
11：50

集合（下記参照）

集まられた方から順次チェックリスト回収・検温

12：18～12：50 バス・徒歩にて移動
13：00～15：00 大和ハウスグループ みらい価値共創センターの説明・見学
15：00～15：15 徒歩にて移動
15：15～16：30 大和ハウス工業様 奈良工場 環境配慮型ショールームの説明・見学
↓
□初日のみ参加の方 ： 現地にて解散
・杏中町バス停まで徒歩にて移動（約 11 分、次ページ案内図参照）
杏中町 16：47 ⇒ 近鉄奈良駅 17：08
もしくは
・大和ハウスバス停よりバス（次ページ案内図参照）
大和ハウス 17；08 ⇒ 近鉄奈良駅 17：32
□オプション見学（2 日目）参加の方 ： 宿泊先へ移動（各自）

当日の連絡先／北川携帯
080-5179-0615

■集合場所・時間
□集合場所 ： 近鉄奈良駅 地下 1 階 西口改札口を出たところ（下図参照）
□集合時間 ： 11：50（各自で昼食を済ませた後に集合）
↓
近鉄奈良駅 12：18 発 ⇒⇒⇒ 辰市農協 12：36 着
徒歩 5 分
（奈良交通バス 86 系統 イオンモール大和郡山行き）
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■見学会終了後のバス停案内図

大和ハウスバス停

大和ハウス工業
奈良工場

大和ハウスグループ
みらい価値共創センター

□初日のみ参加の方（再掲） ： 現地にて解散
・杏中町バス停まで徒歩にて移動（約 11 分）
杏中町 16：47 ⇒ 近鉄奈良駅 17：08
もしくは
・大和ハウスバス停よりバス
大和ハウス 17；08 ⇒ 近鉄奈良駅 17：32
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■オプション見学について
□主な内容
午前
吉野かわかみ社中様訪問
・森林資源の育成、林業人材育成や基盤整備、技術開発や新製品開発等の事業、
取組み、製品等の説明、紹介
・マイクロバスにて吉野林業体感
午後
昼食
吉野周辺視察
□行程案
1 日目（10 月 24 日（月）
）

2 日目（10 月 25 日（火）
）マイクロバス利用

大和ハウスグループ みらい価値共創センター

08：20 大和八木駅集合

大和ハウス工業 奈良工場 環境配慮型ショールーム

08：30 大和八木駅発 ⇒ 吉野かわかみ社中様
⇒ 吉野林業体感
（昼食）

終了後、各自で宿泊

吉野周辺視察 ⇒ 大和八木駅（15：30 着）

（大和八木駅周辺のホテル等）
※大和八木駅 16：00 ⇒ 京都駅 16：50 近鉄特急

□費用
マイクロバス代 : 5,000 円／人程度（⇒参加人数によって多少変化することが想定されます。
参加人数確定後、詳細な金額をお知らせいたします。
）
宿泊費
： 各自負担。予約も各自でお願いいたします。
参考／大和八木駅周辺ホテルの例
・カンデオホテルズ奈良橿原 約 9,500 円／人（朝食・夕食なし：楽天トラベル）

https://www.candeohotels.com/ja/nara-kashihara/
・大和橿原シティホテル

6,500 円／人（朝食あり・夕食なし：楽天トラベル）

http://www.kashihara-cityhotel.com/
□2 日目（10 月 25 日）の集合場所・時間
集合場所 ： 大和八木駅南口（下図赤丸辺り）
集合時間 ： 午前 8：20
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■新型コロナウイルス感染対策として行うチェックリストに関するお願い
今回の見学会にご参加ご希望の方には、新型コロナウイルス感染対策の一環として、簡単なチェックリストに
ご記入いただき、見学会当日にご提出いただきます。
チェックリストは、後日、見学会参加申込の方にお送りいたします。

■お申込み方法 【締め切り 令和 4 年 10 月 17 日（月） 17 時まで】
○右記のメールアドレスから 10 月 17 日（月）17 時までにお申込みください。 E-mail：webseminar@kkj.or.jp
○メールの件名を「令和 4 年度第 1 回見学会参加希望」と、記載いただき、以下の【メール記載事項】を記載
して、お送りください。
○できるだけ、各社様でまとめてお申込みいただきますよう、お願いいたします。
【メール記載事項】
・会社名、所属、氏名、領収証送付先住所、連絡先電話番号、E-mail、
、オプション見学会参加の有無
参加費 ／ 正会員 1,000 円/人（税込）

情報会員・地域会員 2,000 円/人（税込）

※複数人でお申込みの場合は、参加者全員の【メール記載事項】を記載してください。
※30 名を超えた場合には、複数名でお申込みいただいた会社の方から調整させていただきます。
※取得した個人情報は本見学会の事務に必要な範囲及び当協議会からのご案内を送らせていただく場合以
外には使用いたしません。

・事前に参加申込みのメールをご送信の上、見学会終了後 1 週間以内に、下記の金融機関の口座に参加費を
お振込みください。
領収書は、お振込み確認後、郵送いたします。
・資料がある場合には、メールにて配信いたします。

【振込先】三井住友銀行 東京公務部（銀行コード：0009 店番号：096）
普通預金 164138 一般社団法人 環境共生住宅推進協議会 宛
（恐れ入りますが、振込手数料はご負担願います。
）

【お申込みに関するお問合せ先】
一般社団法人 環境共生住宅推進協議会（kkj）事務局
Tel：03-6265-3242 Fax：03-6265-3243 E-mail：webseminar@kkj.or.jp
【見学会の内容に関するお問合せ先】
一般社団法人 環境共生住宅推進協議会 技術顧問
（株）綜建築研究所 北川滋春

E-mail：soken@j01.itscom.net
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