
 
 

 
NAHBインターナショナルビルダーズショー  + 

KBIS2019キッチン&バスショー視察ツアー  
（2019年 2月 18日～24日）  

一社)国際建材・設備産業協会(IBMF)では、来春 2月 19日からアメリカ・ネバダ州ラスベガスで開催される
NAHBインターナショナルビルダーズショー並びに KBISキッチン&バスショー視察ツアーを企画しました。
省エネ、高齢者・障害者に優しい住宅、そしてキッチン・バス・インテリアに関わるアメリカの最先端住宅
産業を幅広く視察する今回のツアーにぜひご参加ください。 
 

当視察ツアーの特徴 
一社 )国際建材・設備産業協会（ IBMF）主催の
視察ツアー。  
IBMFの事業部であるインターナショナル キッチ
ン+バス デザイナーズ ギルド(iKBDG)が企画した、
北米の住宅産業の今、を視察するツアーです。

iKBDGでは 2012年より KBIS、昨年からは NAHB 
IBS+KBIS視察ツアーを企画実行してきています。 

☆	全米キッチン+バス協会 (NKBA)との共同企画  
☆	NAHBインターナショナル・ビルダーズショー
（ International Builders Show）  
全米ホームビルダーズ協会（National Association of 
Home Builders）が毎年主催する北米最大の住宅建材
見本市で、世界 100カ国以上から 6万人を超える登
録入場者があります。約 1,400の企業が 6万㎡の展
示会場にて最新の製品・技術を展示します。 

☆	KBISキッチン&バスショー（Kitchen & 
Bath Industry Show）  
全米キッチン+バス協会（National Kitchen + Bath 
Association）が主催する北米最大級のキッチン・バ
ス産業展示会で、600社以上が出展します。毎年
KBISの会場では、トレンドをリードする画期的な
製品が展示さてきました。最新トレンドを先取り

できる最高の機会です。  

 
☆	ザ  ニューアメリカンームツアー  並びに  ニ
ューアメリカンリモデルツアー  
NAHBは会期中、全世界から集まる来場者のため
に、新築の「ニューアメリカンホーム」モデル住

宅、そして「ニューアメリカンリモデル」実例住

宅を披露します。最新の住宅デザイン、建材・設

備機器を理解する絶好のチャンスです。 
☆	特別プログラム	

iKBDGでは単なる展示会場へのご案内のみな
らず、次のようなプログラムを用意しています。 
●State of the (Kitchen & Bath) Industry（キッチ
ン業界の現状）セミナーの聴講 
●出展メーカーレセプションへの招待 
●キッチン・バス オブ ザ イヤー発表ギャラ、
キッチン業界あげてのパーティー「the BASH」
(別費用) 

☆	ポートランドでメーカー・ショールーム  
見本市からの帰路、アメリカで最も住みたい街に

常にランクインしてきているオレゴン州のポー

トランドに移動し、デザインリモデル大手、建

材・設備問屋のショールーム、キャビネットメー

カーを訪問予定。 

 
企画： international キッチン+バス  デザイナーズ  ギルド（ iKBDG）  
後援：一般社団法人  IHIO輸入住宅産業協会  
 

      主催：一般社団法人国際建材・設備産業協会(IBMF)Tel/Fax: 03-5436-5356	  
               〠101-0062	 東京都千代田区神田駿河台 2-9 KDX御茶ノ水ビル 5F (ハウディー株式会社気付)  

                電話：090-8476-9749（菊池携帯）/ メール：contact@kitchendesignersguild.com 



 
 

 
KBIS + IBS 視察ツアー旅程  

旅行代金 i-KBDG会員(IBMF/IHIO会員を含む)：￥360,000  / 一般：￥400,000 
日次 月日/曜日 都市名（発/着） 時間 交通機関 摘	 要 食事・宿泊 
１ 2019年 

2月18日 
（月） 

成田NRT発 
シアトル経由で 
ラスベガス着 

17:20 
  / 
14:12 

航空機 
 
送迎車 

デルタ航空166便にて成田国際空港発、 
＝＝＜国際日付変更線通過＞＝＝ 
シアトル経由で乗継ぎ、 
デルタ-2809便にてネバダ州ラスベガスへ 

朝：機内 
昼：機内 
 
ラスベガス市内泊 

２ 2月19日 
（火） 

ラスベガス滞在 終日  NAHB IBS・KBISキッチン・バス産業展示会
オープニングセレモニー出席 
＋NAHBショー/KBIS 出展社イベント参加 

朝：◯ 
 
ラスベガス市内泊 

3 2月20日 
（水） 

ラスベガス滞在 終日  KBIS／NAHBショー訪問 
特別セミナー「キッチン業界の現状」＋ 
ニューアメリカンホーム訪問＋パーティ参加 

朝：◯ 
 
ラスベガス市内泊 

4 2月21日 
（木） 

午前中ラスベガス 
午後発 
ポートランドへ 

07:30 
15:12 
19:54 

送迎車 
航空機 
送迎車 

KBIS／NAHBショー訪問 
デルタ航空2809+5716便でポートランドへ 
夕刻ポートランド着  

朝：◯ 
 
ポートランド泊 

５ 2月22日 
（金） 

ポートランド滞在 
 

終日 専用車 デザインリモデル企業＋ 
キッチンバスショールーム＋ 
キャビネットメーカー訪問 

朝：◯ 
 
ポートランド泊 

６ 2月23日 
（土） 

ポートランド発、 
帰国の途につく 

 
11:23 
 

送迎車 
航空機 

 
デルタ航空069便にて成田国際空港へ	  
＝＝＜国際日付変更線通過＞＝＝ 

 
夕：機内 

機内泊 
７ 2月24日 

（日） 
帰国 14:10 航空機 東京・成田空港着、到着ロビーにて解散 昼：機内 

※	 旅行代金に含まれるもの：航空運賃−日程表に記載された期間のエコノミークラス団体運賃(燃料サーチャージ別途)、宿泊
料金−ホテル2人部屋料金（一人部屋ご希望は追加料金¥80,000にて手配可能です）、バス手配−空港−ホテル間の送迎バス、
KBIS展示会登録・入場パス（EXPO Pass$150相当/12月14日迄、以降価格アップが見込まれます。） 

※	 表記時間は全て現地時間帯です。交通機関名、等、変更になる場合があります。 
※	 会期中に予定される優良メーカー・スポンサー主催のレセプションへの招待参加を交渉中です。（基本無料参加） 
※	 IBS・KBIS会場現地で合流ご希望の方には￥30,000/人で「KBIS/NAHB IBSフロアパス、パーティ入場券」準備致します。 
※	 参加者が10名に満たない場合はキャンセルとなる場合もあります。参加申し込み一次締め切りは12月21日(金)です。 
[取扱旅行会社] 株式会社新生旅行（担当：大嶽 眞一氏） 105-0004 東京都港区新橋6-2-1 TEL: 03-3438-2508 
 

——————————————————お申し込み用紙———————————————————— 
メール添付又はFAXにてご返信ください。  Mail: office@ibmf.or.jp 	  FAX番号：03-3438-2560 
ご氏名： 
 

性	 男 
別	 女 

現住所： 

ローマ字氏名： 
 

電話番号（ご自宅）/ 携帯電話 

生年月日：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 年	 	 	 	 月	 	 	 	 日 
 

ご勤務先住所： 
 
電話番号 会社名（所属部署）： 

 
有効なパスポートをお持ちの方 
 
ESTA： 

旅券(パスポート)番号:  
 
有効年月日：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 年	 	 	 	 月	 	 	 	 日 迄 

お支払い方法：	 銀行送金にてお願いいたします。 
その他、ご希望・特注事項、等 
 
 
 

企画：インターナショナルキッチン+バスデザイナーズギルド IBMF 事業部 
IBMF i KDG事業部 TEL/FAX：03-5436-5356 〠141-0031	 東京都品川区西五反田 8-1-10 
電話：090-8476-9749（菊池携帯） / メール：contact@kitchendesignersguild.com 


