
技術大国ドイツにて、「スーパーブランド

2016/2017」また、最も革新的な企業に授与される

「イノベーション賞2017」等を受賞している、住宅

設備の総合メーカー「スティーベル・エルトロン」。

世界でトップシェアを頂いております、瞬間式電気

温水器や、最先端の熱交換換気システム、ヒートポ

ンプなどの技術を結集した当社の研修・教育施設

「エナジーキャンパス」を訪問し、当社の商品が世

界で支持されている理由を掘り下げます。また、工

場見学 、住宅展示場の視察も盛り込み、更には、

フランクフルトで二年に一度開催される、 EU最大

規模の最新機器を集めたISH（国際冷暖房・衛生設

備・空調専門見本市）を視察するツアーを企画いた

しました。この機会に是非ご参加ください。

日 曜日 行程 宿泊 食事

3月10日

3月11日

日

月

EK319
22：00

成田発 05:00 ドバイ着

ヘクスター泊

朝 昼 夜

EK45
08：40

ドバイ発 12：45
フランクフルト着

着後バスにてヘクスターへ
Bプランの方合流

× × 〇

3月12日 火 10:00 スティーベル工場見学＆エナジーキャンパス視察 ヘクスター泊 ○ ○ ○

3月13日 水 9:00
ニーダーザクセン

発
14:00

フランクフルト着
住宅展示場視察
またはISH視察

ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ近郊泊 ○ ○ ○

3月14日 木 9:00 ISH視察 ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ近郊泊 ○ 〇 ○

3月15日 金 自由行動
EK46

14：30
フランクフルト発 23：45 ドバイ着 ○ × 機内

3月16日 土
EK318
02:55

ドバイ発 17：20 成田着 機内 機内 -

【行程】

DGNB(ドイツ)プラチナランク認証

・ 日程：2019年3月10日（日）～16日（土）4泊7日

・ 旅行プラン（A）：完全パッケージ
365,000円（エコノミークラス）
（燃料費、税別、国内移動費含まれておりません）
話題のエミレーツ航空を使用。

・ 旅行プラン（B）：Frankfurt合流
210,000円（税別）（ｴｱｰﾁｹｯﾄ以外は含まれております）

・ ビジネスクラスご希望の場合：約40万円UP～
(予約時期により変動致します)

・ 行程並びに内容、金額は変更する場合があります

・ お申し込み後のキャンセル料は出発日から換
算して発生します。

・ 申込期限 2018年12月14日(金)



エナジーキャンパスは再生可能エネルギーの最有効活用を目的とした、エネルギースト
レージとエネルギーディストリビューションを実際の建物において設備し、それをトレー
ニングできる施設として2015年12月に開設されました。

施設の中枢は、トレーニング・センターと分析・情報発信センター。スティーベルエルトロ
ンの建築サービスと暖房技術を用いると共に、ドイツサステナブル建築協会（DGNB）の

システムで情報提供が可能です。施設は、実際的な技術トレーニング機会の提供と、シ
ミュレーションによる革新的なエネルギー提案が可能です。お客様の現状況を徹底的
に分析し、解決の方向へ導くための情報発信の場として、どなたでも自由にご利用頂け
る施設となっております。

エナジー・キャンパス 外観

ヒートポンプシステムや換気システムが実演されており、制御システム含めた見学が可能です。システムの計測結果を常時表
示しており、リアルタイムに状況を把握することができます。また、これらのシステムは、施設内の円形レストランにて、体感する
ことができます。

エナジーキャンパスの冷房システムには、再生可能エネルギーである地下水が用いられております。屋上や窓面に設置した計
120kw太陽光発電による電気エネルギーはヒートポンプシステム等に活用されています。さらに余剰電力は蓄電池や大型の貯

湯槽と連動制御することによって再生可能エネルギーをストレージそしてディストリビューションすることによって利用率を高めて
います。また、発電した電力は電気自動車と電動自転車の充電にも活用されます。
将来電気エネルギーと環境との共生のなかで、鍵となるヒートポンプシステムで実現可能な建築サービス体制についても、経

済的な視点でプレゼンが可能となります。すべての市場パートナーの皆様（国内外問わず 建築家、プランナー、エネルギー・コ
ンサルタント、卸売業者と小売業者等）は、ビジネス発展のための将来性のある知的な解決方法を、この施設にて感じていただ
くことができます。

DGNBのプラチナ認証取得

  

エナジーキャンパスが、DGNB（ドイツサステナブ

ル建築協会）により、“トレーニングセンター”とし
ては今まで最も評価の高いプラチナの認証を取
得致しました。これはDGNB認証において最高位
の認証を獲得したことになります。

建築物としてもドイツで最も最新のエコビルディン
グと認定されました。

スティーベルエルトロン社

スティーベルエルトロン本社に併設されている工場では伝統的なヒーターを応用した製品の他にヒートポンプ、換気システムを
はじめとする最新機器を設計・製造しております。内製率の高い生産システムはドイツの地域に根差した物づくりと世界の経済
がどのように結びついているのかを実感頂けます。

ヒートポンプシステム

エナジー・キャンパス

視察先 概要

ヒートポンプ製造/ヒーターエレメント応用製品製造工場

再生可能エネルギー/エネルギーストレージ/ディストリビュ－ション

機械室 ヒートポンプ換気システム 小型温水器



国際冷暖房・衛生設備・空調専門見本市
会期： 2019年3月11日(月）～15日（金）
開催周期： 2年に一度 www.ish.messefrankfurt.com

主な出展品： 制御盤、オフィス設備、暖房技術、設備材料、タイル張暖炉、暖炉製造、板金加工技術、測定技術、ポンプ、配
管用品、衛生設備術、作業場設備、付属品
過去の実績：↓（2017年）↓ 
来場者数： 198,810人 出展社数： 2,400社以上
特徴： ISHは水、エネルギー、テクノロジー、そしてデザインといった異なる分野を効率的に集結させた見本市です。また、資

源保護そしてサスティナビリティの観点からも、将来に向けて非常に重要な役割を担っています。他に例を見ないコンセプト
のもと2,400を超える出展社が集結するISHでは幅広い製品・サービスが一堂に会します。実用化されたテクノロジーと競争相
手の一歩先を行く最新の情報をぜひご活用ください

住宅展示場 Ausstellung in Bad Vilbel bei Frankfurt
http://www.musterhaus-online.de/frankfurt.html

フランクフルト郊外にある住宅展示場には、世界で最も厳しい省エネ基準で建てられた“パッシブハウス”からエネルギーをゼロ
ではなく＋αにする“プラスエナジーハウス” 、各地方の地域性を現すトラディショナルな家まで、様々なタイプの住宅が70数棟
並んでいます。ドイツの住宅のここ数年の移り変わりを見ることが出来るこの展示場は、ドイツ国内でも最大規模の展示場です。

滞在予定地
ヘクスター& ホルツミンデン

ドイツの地理的中心部、共にフェザー川沿いに位置している。
9世紀からの文化を感じる街並み、香料、陶器などの産業とと
もにスティーベルエルトロンが産業の中核となっている。

フランクフルト

ドイツの金融と商業の中心であり、高層建築が立ち並ぶフラ
ンクフルト。証券取引所やドイツ銀行をはじめ、大銀行の本社
が群をなして立つ。ユーロを発行する欧州中央銀行の本拠地。

ゲーテハウスｺﾙｳﾞｧｲ修道院（2014年ﾕﾈｽｺ世界遺産登録) ドイツＢ給ｸﾞﾙﾒ カリーヴルストﾍｸｽﾀｰｴﾘｱの地ビール

http://www.ish.messefrankfurt.com/
http://www.musterhaus-online.de/frankfurt.html


*印は必須項目です

*申し込み日 201 年 月 日 受付日 201 年 月 日

*航空便利用クラス □ エコノミークラス □ ビジネスクラス □ 現地合流

各地⇔成田国際線

直行便を別途料金にて手配いたします。 御希望の方は御記入下さい。

発着地： （□往路 □復路 □往復） 料金は別途御案内いたします

*フリガナ

*渡航者名 男 女 *生年月日 年 月 日

*フリガナ

*自宅住所 〒

*電話番号 自宅： 携帯：

*メールアドレス 自宅 会社 携帯

フリガナ

*勤務先名・部署名

フリガナ

*勤務先住所 〒

*勤務先電話番号・FAX TEL： FAX:

*パスポートのローマ字表記
(姓) (名)

※これから取得される方は、パスポートと同じスペルをご記入下さい。

*パスポート番号

*有効期間 年 月 日～ 年 月 日

*部屋希望 □ 一人部屋希望（追加代金別途ご案内) □ 2名1室希望（同室希望者氏名： )

*国内緊急連絡先 氏名 続柄 TEL

*海外旅行保険 □ 加入する □ 加入しない ※加入ご希望のお客様は、後ほど申込書をお送りいたします。

備考

GO TO ENERGY CAMPAS! スティーベルツアー2019参加申込書

※パスポートをすでにお持ちの方は、上記にご記入の上、顔写真のページのコピーを添付してください。
※ドイツ出国時、パスポートの残存期間が3ヶ月以上必要となりますので、ご確認下さい。
※パスポートをこれから取得される片は、受領後、顔写真のページのコピーをお送り下さい。（申込書は先にお送り下さい。)

<個人情報のお取り扱いのご案内>
弊社とラベルサービス部は、本契約（申込)に関する、個人情報に対し、旅行サービスの提供、及び旅行商品の斡旋を行うために利用致しますが、下記①
～②以外での利用は致しません。この件への同意をお願い申し上げます（同意を諾としない場合、本契約は受諾できません)
弊社は、個人情報保護に関する法律を遵守し、安全管理措置を徹底する事を誓約いたします。

また、この件に関する、お問い合わせ苦情などに関しては、弊社またはホームページをご覧いただくとともに、個人情報の利用などに関する、情報開示の
求めに応じます。
（http://www.kokusaikogyo.co.jp/ 電話:03-3273-1112)
①本契約における個人情報は、航空会社宿泊機関及び業務委託先への提供を致します。
②本契約において、弊社とその提携先企業との間で、旅行サービスの提供のためにのみ個人情報を共同して利用いたします。

国際興業㈱トラベルサービス部 〒104-8460 東京都中央区八重洲2-10-3

担当： 長谷川 ・ 島田 TEL: 03-3273-2851（営業第2課） FAX: 03-3273-2872
Email: m-hasegawa@mail.kokusaikogyo.co.jp m-shimada@mail.kokusaikogyo.co.jp

申込期限2018年12月14日(金）

http://www.kokusaikogyo.co.jp/
mailto:m-hasegawa@mail.kokusaikogyo.co.jp
mailto:m-shimada@mail.kokusaikogyo.co.jp
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