


株式会社カントリーベース
（Decorative Concrete Japan）

カントリーベースは輸入建材の販売をメインとし、アメリカより
デザインコンクリートの技術と塗り壁材の販売・施工をしていま
す。皆さんにお勧めする商品は当社（ヤマダタッケン）で実際にお
家つくりに使用し続けている商品です。塗り壁のお家、アクセント
としてデザインコンクリートを活かしたお家つくりを手掛けてお
ります。新築での商品の採用はもちろん、近年はリフォームの需
要も高まってきていることからリフォームでの応用編もご紹介し
ています。材料販売だけでなく、お客様の地元でビジネスが生ま
れるような提案をしています。

http://www.country-base.com
連絡先
〒921-8164 石川県金沢市
久安1丁目411番地
TEL 076-245-7710
FAX 076-245-7776
担当：樋口 智也
Email higuchi@country-base.com

ニチベイグローバルLLC （ミニ展示会のみ）

弊社が主に取り扱っている製品はハイグレード材木及び自然にやさ
しい建材です。現在、世界最大古材ミルであるパイオニアミルワーク
スの商品を日本での販売を管理しています。
解体される農家の建物や工場、倉庫、柵などから調達される古材に
は、経年変化によって生まれる独特の風格や表情、細かい年輪や深
い木目が刻み込まれています。また、現在では入手することができな
い老齢樹から製造されている為、新材よりもはるかに上質で価値の
高いものばかりです。素材にこだわりをもつデザイナー、建築家、工
務店、オーナー様などのお客様にパイオニアミルワークスの製品を
選んで頂いているのは、その価値ある素材をお客様のご要望に応じ
てご提供しているからです。
弊社は、50種以上の樹種・グレード・特注品をご提供しており、古材
フローリングや梁材、その他お客様が考え得る全ての古材商品を提
供できる最大のメーカーです。古材製品は、環境に優しい商品であ
り、美しくストーリーのある素晴らしい素材です。

http://www.nichibeiglobal.com

連絡先
6312 SW Capital Highway #190
Portland, Oregon 97230
TEL 512-547-8074
担当：代表 ビル・ビレック
Email beleck@nichibeiglobal.com

トゥーマック・ランバー （ミニ展示会のみ）

当社はオレゴン州ポートランドにおいて1959年創業の中規模ラン
バー商社です。現在で3拠点にハイエンドな木造建築向けの流通拠
点を設け100名ほどの従業員がおります。昨年の売り上げは3億ド
ルほどでした。1980年代から日本市場向けに針葉樹・広葉樹のラ
ンバーやログを輸出してきました。建築市場向けの主な針葉樹種は
SPF Jグレード、ヘムファー・ダグラスファーのディメンションラン
バーで、インテリア材やドア・窓メーカー向けにはヘムロック、ダグラ
スファー、サザインイエローパイン、またグルーラムメーカーにはダ
グラスファーの集成ストックを提供しています。他にはポンデローサ
パイン#2コモンを家具メーカー、インテリアパネル・フローリング
メーカーに、サザンイエローパインを加圧処理ランバー工場、イース
タンホワイトパインをインテリア部材メーカーにも提供しています。

http://www.tumac.com

連絡先
805 SW Broadway, Suite 1500. 
Portland, Oregon 97205
TEL 503-721-7646
FAX 503-721-7669
担当：吉川 功一
Email Yoshi@tumac.com

アイダホ州政府貿易事務所 （ミニ展示会のみ）

アイダホ州はワシントン州より内陸の東、北海道とほぼ同緯度に位
置しています。アイダホ州が誇るもの―それは類を見ない美しい自
然です。野生動物が多数生息する森林、北米大陸を隔てる美しい雄
大な山脈、見渡す限り広がる壮大な田園風景。州都はBoise（ボイ
ジー）で、農業・製造業・観光がアイダホの主な産業です。同州政府
の国際貿易サービスでは、アイダホ州企業の輸出商品が国際ビジネ
スの場で最も有利になれるように迅速に対応して参ります。

http://www.commerce.idaho.gov/

連絡先
P. O. Box 83720, Boise, Idaho 
83720-0093 
TEL 208-334-2650 x2113（米国）
FAX 208-334-2783（米国）
担当：Jake Reynolds
（ジェイク・レイノルド）

Email 
jake.reynolds@commerce.idaho.gov

参加申込書
必要事項をご記入の上、FAXもしくはEmailにて下記の連絡先にご送付願いま
す。ウェブ申込も受け付けています。当日はお名刺を2枚ご持参ください。

＊お申し込み後5日内にＥメールにて受講受付票を、開催日1週間前から数日前まで
に会場案内等の連絡を致します（Ｅメールアドレスをお持ちでない方はFAXにての
ご案内）。ワシントン州政府より上記の連絡がない場合はお手数ですが再度ご連絡
をお願いいたします。

FAX 03-3467-5363
Email wsjoban@gol.com

FAXによる申込（全会場共通）：下記にご記入の上ご返信ください

お問い合わせ

米国ワシントン州政府商務局
住宅・建材プログラム 日本事務所
〒100-0014東京都千代田区永田町2-14-3
東急不動産赤坂ビル3階 JBP内
TEL: 03-5510-1122　Email: wsjoban@gol.com
http://www.wa-jpn.org

ウェブ申込
http://www.buyusa.gov/japan/industry/housing/index.asp
または「住宅建材　アメリカ大使館商務部」と検索
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□　ライフスタイルプランナーの方は印を入れてください

●参加会場にチェックを入れてください

□ 9/16  札幌　　□ 9/18  東京　　□ 9/19  仙台 

基調講演講師プロフィール

セミナー参加企業プロフィール

Tom Kelly（トム・ケリー）
ネイルケリー・カンパニー  代表取締役

年間26億円の売り上げで全米第4位の規模を誇る地域密着型
工務店。1947年に設立し、現在ではシアトル・ポートランドなど
ワシントン州とオレゴン州の5か所の営業拠点に約170名の従
業員を抱える。米国西部で初めてLEED環境性能認証住宅を建
築し、レイク・オスワゴ市に建設したデザインセンターもまた西
部で初めてのLEED認証建築物となっている。リフォーム部門で
はキッチンや浴室から、ユニバーサルデザイン、グリーンビルディ
ングまで設計デザインと施工サービスを一貫して提供し、高い
評価を得ている。2012年は全米リモデル産業協会の最高リモ
デラー賞受賞、2013年はオレゴンリモデラーズ協会の傑出し
たリモデル実績賞受賞、ホームビルダーズアソシエーションの最
高リモデラー賞受賞など数々のアワードを受賞している。

またサスティナブルな材料にスポットを当て、再生材ラベル付き
建材を提供し始めた最初のサプライヤーでもある。同社の住宅
性能は、特にエネルギー性能分野において大きく向上しており、
同社が大気から年間に削減する炭素量は2013年で1000メー
トルトンに及び、低炭素住宅の需要は今後も増え続けている。同
社の住宅性能分野の取り組みは連邦政府エネルギー省の公報
にも掲載された。

http://www.neilkelly.com/

連絡先
804 N Alberta St, Portland, 
OR 97217
TEL +1 503-288-7461

ナータッグ・ビルディングサプライ株式会社

住宅建材のディストリビューターとしてアメリカ国内で販売する一
方、現在日本に年間200本を超すコンテナを輸出しています。自社
での混載便を毎週出荷致していますので床材一箱、ドア1本といっ
た単位でもディストリビューター・プライスで直接輸入することがで
きます。自社で倉庫を維持管理し、自社スタッフによる検品、出荷作
業を行います。現場で商品の引き取りを行う国内建材の取扱いと同
様の作業で北米の高品質な輸入建材を購入いただけます。

http://www.nahtag.co.jp/
連絡先
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区
新横浜2-3-4 クレシェンドビル4階
TEL 045-475-0711
FAX 045-475-0731
担当：代表取締役 小金澤 敏明
Email tony@nahtag.co.jp

セミナー参加企業プロフィール

ハウディー株式会社

当社は創業以来、住宅部材・建材のディストリビューターとして、
構造部材から内装建材まで住宅に使用される資材すべてを扱っ
ています。木材は、森林環境を考え管理されている国、地域の木
材を直輸入し自社工場にて生産、各建築現場にお届けしていま
す。建材は、原材料から完成品まで当社海外拠点にて管理し、安
定した供給、品質を徹底し、適正価格でお届けしています。また
当社は原材料を自社で検品・調達し、当社海外拠点にて生産・品
質を管理、輸入後は自社倉庫に在庫し、ご注文に合わせ現場へ
直送する流通システムを構築、常に当社の目が行き届いた製品
を安定供給しています。

http://www2.howdy-inc.com
連絡先
〒101-0062 東京都千代田区神田
駿河台2丁目9番
KDX御茶ノ水ビル5階503号
TEL 03-6841-9341
FAX 03-6880-9005
担当：椿　啓仁　
Email t.tsubaki@howdy-inc.com

パックリム・ビルディング・サプライ・インク

弊社は1985年の設立以来日本向けに2000本以上のコンテナを
輸出してきました。日本人スタッフに加え、日本市場に深い知識と
経験を持ち競合しえる価格と高い輸送実績があります。弊社は住
宅用、商業用向けランバー、合板、窓、ドア、キャビネット、水栓機器、
トラス、断熱材、ドライウォール、塗料、工具、床材、金物、設備機器
やモールディングなどアメリカ製建材全般を取り扱っています。
弊社は海上輸送から税関手続きや日本国内輸送手配まで全ての
輸送手配が可能です。コンテナ単位のみならず少量のオーダーに
もコスト効率良く対応する混載「エスパー便」を取り扱い、海外業
者からの購入における輸送コストを大幅に削減しています。

http://www.pacrimbuilding.com
http://www.pacrimbuilding-esper.com/jp

連絡先
3901 Raymond Ave. SW, 
Renton WA 98055
TEL 425-251-3700（米国）
FAX 425-251-0334（米国）
担当：Reiko Newman
       （レイコ・ニューマン）
Email rnewman@pacrimbuilding.com
        （日本語可）

グレイン・カンパニー

当社は全米で最大のハードウッドフローリング製造会社です。国産
材からヨーロッパ等の海外材や再生材まで、お客様それぞれの要望
に合ったデザイン重視の製品を提供しています。社名の"Greyne"
は、古期英語の"grene"（現代英語では"green"の意）から取りまし
た。当社ではすべて社会的に有益なでかつ経済的な方法で適切な
森林管理がされていると認証された森林から収穫された木材を使
用し、VOC等一切使用せず自然な仕上がりで製造しています。

http://www.greyne.com/

連絡先
9081 Northfield Drive Fort Mill, 
SC 29707
TEL +1-803-431-2600（米国）
担当：ニコール・リトル
Email Nlittle@greyne.com

オレゴン州政府駐日代表部 （ミニ展示会のみ）

アメリカ西海岸、北はワシントン州、南はカルフォルニア州の間に位
置し、ほぼ本州と四国を合わせた面積に相当するオレゴン州は、自然
の恵みにあふれた州です。オレゴン州は全米最大の製材産出州で、入
手しやすい原材料と最先端のアイデアを融合させ、高品質で付加価
値の高いさまざまな木製品を生産して世界各地に輸出しています。
オレゴン州政府駐日代表部では、針葉樹系の構造材や建材などの高
品質の木材製品を始めオレゴン産品の輸出促進のための様々な情
報提供などのサービスを行ない、日本とオレゴン州双方の企業の掛
け橋の役割を果たしています。

http://www.oregonjapan.org

連絡先
〒105-0021 東京都港区
東新橋2-16-1ルーシスビル4F
TEL 03-6430-0771
FAX 03-6430-0775
担当：目代 純

ヴァンポート・ランバー （ミニ展示会のみ）

ヴァンポート社は日本建築市場向け専門のランバーサプライヤーで
す。当社は1988年に日本国外で初めてJAS認証を受けた企業で、日
本の在来建築向けにメーター法の木材をカットしています。ベイマツ、
レッドパイン、ヘムロック、スプルース等がメインの樹種です。またオレゴ
ン州立大学のウッドサイエンス&エンジニアリング部は全米最大の森
林工学部で、再生材やウッドサイエンスの学位提供の他、森林製品産
業をサポートするウッド・イノベーション・センターを運営しています。

http://www.vanport-intl.com

連絡先
PO Box 97-28590 SE Wally Road, 
Boring Oregon　97009
TEL/FAX 503-663-4466
担当/Email：
David Stallcop (Vanport)/
david.stallcop@vanport-intl.com
Ryan Hatch (Vanport)/
ryan.hatch@vanport-intl.com
Chris Knowles (OSU)/
chris.knowles@oregonstate.edu

オレゴン州立大学ウッドサイエンス&
エンジニアリング部(OSU)

http://www.woodscience.oregonstate.edu

主催：ワシントン州政府商務局 住宅・建材プログラム 日本事務所
エバグリーン建築資材貿易振興会（EBPA）
アメリカ針葉樹輸出協議会（SEC）

共催：（一社）輸入住宅産業協会、（一社）ＪＢＮ

後援：アメリカ大使館商務部、経済産業省、東京商工会議所、札幌商工会議所、仙台商工会議所、
(一社)日本建築士事務所協会連合会、(公社)日本建築士会連合会、(公社)日本建築家協
会、(一社)日本建設業連合会、(一社)日本木造住宅産業協会、(一社)日本建築材料協会、(一
社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)日本建築学会（敬称略・順不同）

＊この招待状は上記共催・後援団体の協力により送付されています
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