ウィンザープライウッド日本販売部

Windsor Plywood

商品紹介

ウインザープライウッド日本販売部では、常に日本、
またはカナダの流行の先端を行くクラシックな建材、
そして現代の最新の建材も取り揃えております。
常に新しい商品を探しつつ、
クラシックな建材からも新たなひらめきを得るようにしております。近年の傾向としまして、健康に配慮した、
また環境にやさし
い商品が注目されておりますので、弊社からは以下のような商品をご紹介させて頂きます。

JAS－F4スター規格対応商品

a）
メーソナイトインターナショナル－モールドパネル、框
枠エンジニアード室内ドア/バイフォールド。
ドア板のみ、
またはプレハングユニットとしてご提供しております。
b）
パシフィックリムキャビネット－ユニークなカナディア
ンデザイン、
カスタムメイドキャビネタリー。
c）
ジョンズマンビル－心地良く、
健康に良く、
エネルギー
効率の良いファイバーグラス断熱材。
d）
構造用合板－CANPLY / CertiWood取り扱い業者
による外壁、
野地板、
デッキ用合板。
e）
マキハラウッドプロダク
ト－カナディアンハードウッド、
ソフトウッド使用の上質エンジ
ニアード床材。
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a）
メーソナイトインターナショナル－スチール、
ファイバー
グラス室外用エントリードア。
ドア板のみ、
またはプレハン
グユニットをとしてご提供しております。
枠部に関しまして
は、
直接塗装可能、
または染色可能な木製枠、
そして新商
品でもある最も耐久性のある合成樹脂製枠からお選び頂
けます。
b）
スターラインウインドウズ－新商品、
外部黒色樹脂製
ウインドウ。
c）
ガレージドアセット－幅８フィートから２０フィート、高さ
７フィートから１０フィートの断熱スチール、
または木製ガ
レージドア－数多くのガラス部の種類、
オペレーターのオ
プションがございます。
d）
薪ストーブ－最も人気のある薪ストーブを、
お好みで煙
突、
アクセサリー付きでご提供しております。薪ストーブ単
体でもご購入頂けます。
e）
照明機器、
シーリングファン－北米で最も人気のあるブ
ランドをお届け致します。
f）
クローバーデールペイント－お客様のご要望にあったカ
スタムカラー、
エコフレンドリーな塗装をお届け致します。

クラシック商品

a.

a）
無垢床材－自然材という特色を生かし、
無垢床材がまた注目を集め始めてい
ます。
数多くのカナダ産の種類、
グレードを取り扱っておりますので、
価格に関しま
してはご連絡下さい。
b）
無垢羽目板－ドライウォール、
クロス、
スタッコまたはペイントの代用品としてよ
くお使い頂いております。
c）
ウエスタンレッドシダー
（米杉）
サイディング、
ランバー、
デッキ材－持続的に収
穫され、
腐食、
虫食いに対する天然の抵抗力のある
材です。
上記の商品に関しまして、
一度お問い合わせ、
また
はお試し頂くことをお勧め致します。
豊富な種類の
中から、
お客様がお探しの商品をご紹介させて頂
いておりますが、
上記で触れていない商品に関しま
しても、
ご連絡を頂ければお探しさせて頂きます。
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ウインザープライウッド日本販売部とは・・・

ウインザープライウッド日本販売部は今年で設立１２年を迎えました。日頃のお客様のご支援、ご支持なく
しては、１３年目を迎えることはなかったと常に思っております。長年にわたって日本のお客様とお付き合
いをさせて頂き、日本とのビジネスを成功させるためには何が必要かを多く学ばせて頂きました。弊社には
価値のある商品をお届けし、お客様一人一人にご満足して頂くという理念がございますが、その理念のもと
にここまでこれましたのも弊社とお取引をしてくださる皆様のおかげでございます。また、お客様から頂く
ご意見、ご感想のおかげで、弊社のサービスの向上、改善に役立てることができ、更に商品クレームにおけ
る対処の仕方、商品価値の高め方、そして競争力のある価格の付け方を学ぶこともできました。

弊社の親会社でもありますウインザープライウッドは今年で創立４０周年を迎え、来年の２０１０年には本
社を移転することとなりました。移転後もあらゆる点で改善していけるよう今まで以上に努力していきたい
と思います。お近くへお越しの際には、是非お立ち寄りください。

弊社では建材、運送、ファイナンス、そしてカスタマーサービス全てにおいて、お客様のニーズにお答えで
きるよう常に最新の情報を取り入れるよう努力しており、日本の建築基準法、規則等にも常に目を通し、最
新の情報を基にサービスをご提供させて頂いております。
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桜井広之進
（部長）

輸送方法

ウインザープライウッド日本販売部では商品の輸送に関して、
お客様にとっても容易であるということに重点を置いて取り組んでいま
す。輸送におけるお客様のご要望はそれぞれ異なるという事は重々承知しておりますので、弊社のネットワークを通じて、各輸送に最
適な運送業者を選ばせて頂いております。
こうすることにより、輸送を円滑に行うことが出来、
良いサービスを良い値段でご提供する
ことができます。
お客様側で運送業者をお選び頂く場合でも、問題なく商品をお届けできるようサポートをさせて頂きます。
輸送方法に関しましては以下の方法をご提供させて頂いております。
１）海上輸送－フルコンテナ、混載便、小口分け
２）航空便－大きな梱包から小さなパッケージ商品まで
***最新のレート、
スケジュールに関しましては、弊社へご連絡下さい。
弊社では、
日本の全ての主要港、空港へ商品をお送りすることが出来ます。
ご要望がございましたら、地方の港への輸送も承ります。
輸送のお支払いに関しましては、主に前払い、
または着払いにて行っております。商品が日本へ到着した後の通関手続き、
日本国内
の輸送サービスが必要な場合は、
ご希望であれば弊社のネットワークを通じ業者をご紹介させて頂きます。
いかなる輸送指定場所
でも、指定時間内、指定ご予算に合わせて商品を目的地にお送り出来るよう、
サポートさせて頂きます。
お客様のニーズに合ったサー
ビスをご提供させて頂いておりますので、
お気軽にご要望をお伝え下さい。

銀行取引、融資

ウインザープライウッド日本販売部では、
日本のお客様のビジネス促進をお手伝いさせて頂く為に、
ま
た海外取引のリスクを軽減する為に、様々な銀行取引、金融に関しての打開策を提案させて頂いてお
ります。長年にわたり金融に関するご相談をお客様からお受けしておりました対策としまして、外貨、
信用状の受入れ、支払期間、条件の設定をさせて頂いており、
また弊社が適格と判断させて頂いたお
取引先様には信用取引をさせて頂くことも出来ます。
1）外貨について－お支払いに関しましては、
カナダドル、
日本円、
またはアメリカドルを受け入れており
ます。全ての通貨は取引日の為替率によって変動致します。
2）信用状について－弊社が取引を行っている銀行からの承認を得ることが出来れば、
お使いの金融
機関からの信用状を受入れさせて頂くことが出来ます。行われます全ての取引には書類修正、手数料
が掛かりますので、予めご了承下さい。
3）支払い期間、条件の設定について－弊社では50％の預金を発注時に頂き、商品発送時に残高を
お支払い頂いております。
この方法をとることにより、
お客様側の現金の流出入を円滑に行うことが出
来、
またお互いの信頼関係を築くことが出来ると確信しております。
４）
信用取引について－弊社にて、
本取引について適格と判断させて頂いたお取引様には、
カナダ政府が運営をしております、
ＥＤＣ
（エクスポート デベロップメント カナダ）
－カナダ輸出信用調査機関を通じて、
ご融資のご相談をさせて頂きます。詳細、資格要件
に関しましては、弊社へお問い合わせ下さい。
これらの手段により、長期のお取引関係を築かせて頂くことが出来れば幸いと思っております。
お問い合わせに関しましては随時お
受けしておりますので、何なりとご連絡下さい。
この度はウインザープライウッド日本販売部をお選び頂き、誠に有難うございます。

営業時間

ウインザープライウッド日本販売部は、
日本のお客様とより良いコミュニケーションを取らせ
て頂けるよう、
営業時間を通常の業者の営業時間よりも３時間遅くさせて頂いております。弊
社の営業時間は午前１１時から午後８時迄ですので、
冬の間は日本時間の火曜日から土曜
日、
午後１時
（サマータイム時は正午迄）
まで電話対応させて頂くことが出来ます。
尚、
メール、
ファックス等は随時受け付けておりますので、
お気軽にご連絡下さい。

日本語対応

また、
日本人による日本人のための日本語による商取引を心がけておりますので、
ご連絡を頂
く際には日本人スタッフが日本語で対応をさせて頂きます。
お互いの理解を深めるためには、
まずは言葉の壁をなくすことが必要と信じております。
商品のお問い合わせを頂く際も、
日本
語にて商品のご説明、
ご相談をさせて頂いております。
少しでもミスコミュニケーションを少な
くするために、
電話、
メール、
ファックス、
見積書等は全て日本語で行っております。
また、見積
り依頼に関しましては全て無料で行っておりますので、
お気軽にお問い合わせ下さい。

検品

私どもウインザープライウッド日本販売部が最も力を入れているのが検品作業です。
カナダで
は問題にされていない商品でも日本では欠陥品といわれる場合がありますので、
商品の質、
状
態を日本人の目で見極め、
一点一点確認作業を行い、
常に品質保持を心掛けております。
ま
た、商品の写真を撮り証拠を残し、
何か問題があれば、
全てカナダ側で解決出来るように努め
ております。弊社のネットワークを通じ、
商品の確保、
品質の維持には自信を持っております。

積載

梱包後は弊社の敷地内にあります積載所にて積載を
行います。事前にヤードにてコンテナに積み込んだ状
態に仮置きし、
サイズを確認したところで、
はじめてコ
ンテナに積み込みます。積載に関しましては、
常にお客
様側の荷降ろし作業、時間のことを考えながら行って
おります。積載時の写真、
コンテナの状態の写真も収
めておりますので、
どの商品がコンテナ内にあるのか
を事前にお伝えさせて頂くこともできます。
これらの作
業は弊社の敷地内にある施設で行われますので、
全
てにおいてのコントロールがここウインザープライウッ
ドにて行えます。

出荷

梱包

弊社の広大な敷地には、
屋根付き、
カーテ
ン付きの梱包所があり、
全ての商品の梱包
に関しましてはこの場所で行われます。無駄
のない、
頑丈で尚且つシンプルな梱包を常
に心掛けております。

出荷方法に関しましてはお客様の都合に合わ
せてお選び頂いておりますが、
弊社からアドバ
イスさせて頂くこともあります。
商品のサイズ、
重
量、
ボリューム、
ご要望頂く渡航時間を考慮し、
一番適した方法を推奨させて頂きます。
また、
通関業者のご紹介も致しておりますので、
海外
取引に不慣れなお客様でも安心して、
円滑に
行えるよう、
弊社でトータルサポートをさせて頂
きます。

確認

商品到着後も、
直接お客様の声
をなるべくこちら側からお聞きす
るように致しており、商品の状態
について話し合い、何か問題が
ある場合でも早急に対応させて
頂きます。
お客様がご期待される
商品、
サービスをご提供出来る
よう、
常に一生懸命努めさせて
頂きます。

ウインザープライウッドは

カナダで６０余の小売店舗を展開しています
バンクーバーを中心に60余店舗
ブリティッシュコロンビア州
BURNABY
Campbell River	
CAMPBELL RIVER MILL SALES
Coquitlam
Courtenay
Cranbrook
Dawson Creek
Duncan
Fort. St. John
Kamloops
Langley
MID ISLAND SALES & DIST
Nanaimo
North Vancouver
Parksville
Penticton
Port Alberni
Port McNeill
Prince George
Salt Spring	
Sardis/Chilliwack
SURREY
Ucluelet
Vancouver
Vernon
Victoria (Saanich)
Victoria (Langford)
Whistler
Williams Lake
WINDSOR RENTALS

ウインザープライウッド本社
スタンレーパーク

バンクーバー

コキットラム
ハイウェイ1号

MAPLE RIDGE

空港

リッチモンド

SURREY

サリー

96 Ave.

Prince Albert
Regina
Saskatoon
Yorkton

マニトバ州

BRANDON
Winnipeg (Century St)
Winnipeg (Pembina Hwy)
Winnipeg (West St. Paul)

ワシントン州（アメリカ）

LANGLEY

ウインザープライウッドの本社は、広大なストックヤードとともに、
バ
ンクーバーの東30km、車で約40分 のサリー市に位置します。
ハイウェ
イ1号線の53番出口から、北に1分という流通に便利なロケーションで す。
本社スタッフは日本販売部を含め約 30名です。

サスカッチュワン州

Thunder Bay

201 St.
200 St.

AIRDRIE
CALGARY (North)
Calgary (South)
Calgary (SouthEAST)
Calgary (West)
Camrose
Edmonton (North)
Edmonton (North East)
Edmonton (South)
Edmonton (WEST)
Grande Prairie
Leduc
Lethbridge
lloydminster
Medicine Hat
Red Deer
SHERWOOD PARK
Westlock

オンタリオ州

Golden Ears Bridge

53番出口

アルバータ州

Bellingham
SPOKANE
SPOKANE N
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ウインザープライウッド会社概要

モンタナ州（アメリカ）
GREAT FALLS

設 立 1969
法人名 Windsor Building Supplies Ltd.
商 標 Windsor Plywood
住 所 20039 - 96th Ave., Langley, British Columbia, Canada V1M 3C6
電話番号 +1 (604) 455-5040
ＦＡＸ番号 +1 (604) 455-5043
Ｅ-メール jas@windsorplywood.com
年間法人売上 C$ 240,000,000.00（約204億円）
（2008年ウインザー全店）
ウインザープライウッドは１９６９年、現社長ランドル・ジョーンズの手により
設立。以来、西カナダからワシントン州まで、
６０店舗以上の小売店舗
を広く展開し、
１９９７年には日本販売部を設立、現在に至ります。

