2016北米施設園芸現地研修ツアーのご案内
近年、北アメリカの施設園芸事情はダイナミックに変化しており、特に米国南西部
では大型養液栽培施設が急速に発達し、北米消費者の地産地消支持を背景とした
都市型施設栽培も拡大しています。今回はカルフォルニア州を中心とした大規模施
設や植物工場等を視察するとともに、米国同様に都市部の施設園芸に注目が集
まっている、隣国カナダのバンクーバー市郊外の植物工場や苗生産現場等を視察、
現場でのレクチャー、意見交換を行います。
当協会ならではの、ひと味違う「北米施設園芸現地研修ツアー」です。世界的に視
野を持った技術力アップに向けた研修です。
この機会に是非ご参加ください！
毎年幅広い分野からの
ツアー参加者が殺到！

今回の北米施設園芸現地研修ツアーは、コーディネータとして、北米の植物工場に造詣の深い、
ＮＰＯ植物工場研究会・国際部長 林 絵理氏が同行されますので、厳選された北米の多くの施設
園芸施設を一緒に訪問しましょう！
全行程を通してコーディネータとして、
林 絵理氏が同行されます。

主なツアーポイント
①ダイナミックに変化するアメリカ
(カリフォルニア 州)施設園芸・
植物工場等を視察研修します！
急速に拡大しているアメリカの施設園芸、最近で
は、都市近郊の花き温室から野菜栽培へ転換も見
られ、今回のツアーでは米国へ進出した日系種苗
会社の第１号のSakata Seed America､サリナスの
野菜圃場、最近急速に発展し約50㌶の施設を持ち、
多数の果菜・葉菜類を手掛ける生産会社、ラズベ
リー生産現場、米国グルメ、オーガニックのマーケ
ットを代表するスーパーなど、数多く訪れ米国の最
近の施設園芸事情等を探ります。

林 絵理氏プロフィール
●最終学歴 神戸大学経営学研究科
博士前期課程修了
●外資系企業・機関にて勤務、2008年～日経リサー
チ・コンサルティング企業にて国内外の植物工場
リサーチなどを実施。
●2015年より現・ＮＰＯ植物工場研究会（千葉大学内）
・国際部長、国際担当理事、兼・株式会社イーグリー
ン・ラボ・ジャパン代表取締役。

(＊ダイナミックに変化する施設園芸事情を体感してく
ださい)

②米国およびメキシコへ野菜苗・花き
苗等の重要な供給地であるカナダ、
なお、新ビジネス人工光型植物工
場の現状等を視察研修します！
カナダのバンクーバー市近郊を訪れ、施設園芸
向けの野菜・花壇苗や最近では人工光型植物工場
も手掛けるBevo Farms 社､44㌶の大規模施設にて
トマト、ミニキュウリ養液栽培を手掛けるVillage
Farms等の視察を行い、カナダの最新の施設園芸・
植物工場事情をご自身で体感してください！
上記写真は、実際の視察先と異なる場合があります。

○予定日程表

○募集要項

2016北米施設園芸現地研修ツアー（案）
日次

月日
(曜日)

地

名

現 地 時 刻 交通機関

日

食事
朝 昼 夕

程

羽田空港
羽田空港
ロサンゼルス
ロサンゼルス

２１：００
各自様にてご集合
２２：５５ NH－１０６ 空路、ロサンゼルスへ 【所要時間：９時間５５分】
１５：５０
ロサンゼルス国際空港到着
11/20
1
１７：００頃 専用車 専用車にて空港出発
（日）
夕刻
ホテル到着
市内レストランまたはホテル内にて夕食
（ロサンゼルス 泊）
ロサンゼルス
朝
専用車 専用車にてホテル出発
午前
●WholeFoods等を視察（ロサンゼルス近郊）
↓
昼
レストランにて昼食
11/21
２
オックスナード
午後
●Southland Sod Farms農場見学（ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ、ﾊｲﾄﾝﾈﾙ）
（月）
サンタマリア
夕刻
ホテル到着
市内レストランまたはホテル内にて夕食
（サンタ・マリア 泊）
サンタマリア
朝
専用車 専用車にてホテル出発
午前
●Windset Farms （トマト）
↓
昼
レストランにて昼食
11/22
サリナス
午後
●Sakata Seed America（日系種苗会社）
３
（火）
↓
●野菜圃場（レタス・イチゴ・ブロッコリー）視察
ｻﾝﾉｾﾞ or ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ
夕刻
ホテル到着
市内レストランまたはホテル内にて夕食
（サンノゼ または サンフランシスコ 泊）
ｻﾝﾉｾﾞ or ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ
朝
専用車 専用車にてホテル出発
↓
サンフランシスコ国際空港到着
サンフランシスコ １１：１０ UA－６８５ 空路、バンクーバーへ 【所要時間：２時間２２分】
バンクーバー
１３：３２
バンクーバー国際空港到着
11/23
４
バンクーバー １４：３０頃 専用車 専用車にて空港出発
（水）
●内容未定（視察先選定中）
夕刻
ホテル到着
市内レストランまたはホテル内にて夕食
（バンクーバー 泊）
バンクーバー
朝
専用車 専用車にてホテル出発
午前
●Bevo Farms（苗生産）
昼
レストランにて昼食
11/24
５
午後
●Village Farms（トマト）
（木）
夕刻
ホテル到着
夕食は、フリー
（バンクーバー 泊）
バンクーバー
朝
専用車 専用車にてホテル出発
午前
●内容未定（視察先選定中）
11/25
６
昼
レストランにて昼食
（金）
バンクーバー国際空港到着
バンクーバー
１５：０５ NH－１１５ 空路、帰国の途へ 【所要時間：１０時間３０分】
11/26
７
羽田空港
１８：３５
羽田空港到着 通関後、解散
（土）
＜利用予定航空会社＞ ＮＨ：全日空、ＵＡ：ユナイテッド航空

○

○ ○ ○

○ ○ ○

○

機
○
内

■日程：11/20（日）～11/26（土）
■募集人員：25名（先着順）
（最少催行人員：15名）
■旅行代金：３８９，０００円 （会 員）
４２９，０００円 （非会員）
[上記費用に含まれるもの]
①航空運賃
（ＮＨ・ＵＡ航空エコノミークラス航空運賃）
②現地バス借り上げ代
③宿泊料金
（全５泊共ｽｰﾍﾟﾘｱｸﾗｽ シングル利用）
④食事料金
（朝食５回、昼食４回、夕食４回）
⑤手荷物料金（規定範囲内１個）
⑥出国税込み
⑦燃油サーチャージ（追加分徴収無）
⑧視察先（農家等）謝金・謝礼
⑨専門通訳・ガイド料

○ ○ ×

○ ○

機
内

機 機
ー
内 内

[上記費用に含まれないもの]
個人的性格の費用
（米国・カナダ電子渡航認証申請費用、
国内交通費、超過手荷物代、 旅券発行
費用、任意保険料、電話代等）

※視察先、発着時間、交通機関等は変更になることがございます。

米国/カリフォルニア訪問予定先都市

カナダ/バンクーバー訪問予定先都市

ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ
ｻﾝﾉｾﾞ

ﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰ

ｻﾝﾀ･ﾏﾘｱ
ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ

申込み期限は平成２８年９月３０日（金）です。別紙申込書をFAXでお送りください。
旅行企画・主催：
一般社団法人 日本施設園芸協会
問合せ先：企画部長 平島 誠也
TEL：０３－３６６７－１６３１
FAX：０３－３６６７－１６３２

hirashima@jgha.com

旅行取扱い：
観光庁長官登録旅行業第38号
東武トップツアーズ株) 東京法人東事業部
総合旅行業務取扱管理者：小西 則明
担当：高橋 昌
営業時間：月～金 9：00～18：00

TEL：03-6667-0591 FAX：03—6667-0565
Ｅメール： masaru_takahashi@tobutoptours.co.jp

