
https://www.jma.or.jp/homeshow/最新情報・来場事前登録はこちらから

※最新のプログラムは公式Webサイトでご確認下さい。発表者の都合により、セミナーの中止またはテーマ・講演者が変更になる場合がありますのでご了承ください。

※最新のプログラムは公式Webサイトでご確認下さい。※発表者の都合により、セミナーの中止またはテーマ・講演者が変更になる場合がありますのでご了承ください。

注目企画セミナー

この他にも「省エネ対策」「ワークスタイル」「住宅産業政策」「店舗空間の建築デザイン」など
話題のテーマを多数用意しています。

聴講無料西1ホール 事前登録制 定員：70名出展者セミナー
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11月17日（水） 11月18日（木） 11月19日（金）

東京ビッグサイト 西展示棟1・2ホール・アトリウム
2021.11.17 19

一般社団法人日本能率協会 来場者ヘルプデスク 受付時間：9：30～18：00（土日祝は除く） 電話：03-6809-2707　E-mail:helpdesk@k3c.co.jp来場についての問い合せ先

ジャパンホームショー
団地・マンションリノベーション総合展
ふるさと建材・家具見本市

第43回

第5回

第16回

OPEN!OPEN!
注目の講演会・企画／
出展者一覧掲載中!!

トイレ・バス・キッチン空間・設備フェア第6回

トイレ産業展第7回店舗・商業空間デザイン展 イノベーションオフィス第7回 第4回

本展示会では、徹底したコロナ対策を実施しています。

著名な建築デザイナーや学識者による講演を多数開催！

建築家が選ぶ

ゲスト選考委員

小堀 哲夫 氏

小堀哲夫建築設計事務所 建築家

「みらいのたね賞」とは
受賞製品の出展ブースをめぐる“みら
いのたね賞ツアー”や選考委員による
選評やパネルディスカッションをシンポ
ジウムにて開催します。

詳細はHPへ

工務店ミライセッション2021 お申込みはコチラ

https://www.s-housing.jp/

主催／新建新聞社

新建ハウジングセミナー

ミライセッション2021 検索

講演テーマ：

全国トイレシンポジウム

トイレ利用の多様性と尊厳
～さまざまな利用者と一緒にこれからのトイレを考える～

主催／日本トイレ協会

NPO日住協セミナー
主催／日本住宅管理組合協議会

マンションの将来展望と設備改修、
長期修繕、事例紹介　etc... 詳細はHPへ

建築知識
実務セミナー

主催／エクスナレッジ
最新情報は、公式ホームページを
ご確認ください。

9.15水 ▶ 12.17金
時間や場所を気にせずにご参加いただけます。オンライン

O
N

LIN
E

（法人の種類省略・敬称略）

ご案内状
※本状のみのご持参ではご入場いただけません。

来場事前登録をお願いします。

11月17日（水） 10:30-11:30 11月17日（水） 12:30-13:30

11月17日（水） 14:30-15:30 11月18日（木） 12:30-13:30

デザインと技術
̶ 長野県立美術館の現場から

脱炭素社会を担う
次世代の建築・住宅

住み心地を引き継ぐ
―住宅遺産トラストの活動を通して―

山がよろこぶ建築
－大径材が生み出す
　　　　　持続可能な住まい－

プランツアソシエイツ
代表

　宮崎 浩

芝浦工業大学
 建築学部 学部長・教授

秋元 孝之

法政大学
 デザイン工学部・教授

網野 禎昭

野沢正光建築工房　主宰／
建築家／

住宅遺産トラスト 代表理事
野沢 正光

（法人の種類省略・敬称略）

ご来場をお待ちしております。

工務店・ハウスメーカー・
設計事務所・総合建設・

リフォーム業・商社・管理組合
などの建築関係者必見!!

工務店・ハウスメーカー・
設計事務所・総合建設・

リフォーム業・商社・管理組合
などの建築関係者必見!!

木繊維断熱材セミナー（仮）

漏水が始まっても
まだ間に合う！パイプ取り換え不要
の酸化被膜工法！赤錆パイプを
黒錆で元の肉厚に復元！

シラスに包まれた心地よい住まい
都市拡業

伊礼智設計室
建築家　伊礼 智

イケダコーポレーション

建築物点検の
ドローン活用の実際と
日本建築ドローン協会のご紹介

シラスに包まれた心地よい住まい

木繊維断熱材セミナー（仮）

日本建築ドローン協会 理事　酒井学雄

伊礼智設計室
建築家　伊礼 智

イケダコーポレーション

ダイソンだけが実現する、衛生的な
水栓一体型ハンドドライヤー　
～第三者機関による試験結果で証明～ (仮)

”災害時の備え、忘れていませんか？”
携帯・簡易トイレ

災害時のトイレが変わる！
最新の調査からわかる５つのこと

現場管理の常識が180度変わる！
リモート管理ツール（仮）

ダイソン

日本トイレ協会 災害・仮設トイレ研究会 携帯・簡易トイレ
WGリーダー　足立 寛一

日本トイレ協会 災害・仮設トイレ研究会 仮設トイレWGリーダー
谷本 亘

ダイテック／福井コンピュータアーキテクト



アークベンチャーズ 実
映像機器・LEDディスプレイの販売からコンテンツ制作、設置、メンテナン
スまでトータル提案
アイディールブレーン 新
繰り返しの地震に強い!制震ダンパー「ミューダム」
庵治石開発協同組合 新
庵治石を使った建築材・壁材
アクリサンデー 新
abcMIX　LED文字サイン
アップルゲートジャパン 実
アップルゲートセルロース断熱
淡路瓦工業組合
淡路瓦（屋根材・壁材・床材）
アルファブックス・アルファ企画 
飲食店など商業施設の設計デザインの専門書を発行
安心計画 新 実
リモートで「すぐに提案!」　リアルタイムにイメージ共有!
ANDPAD
営業、施工、原価、経理、パートナーをつなぐ　No.1一元管理アプリANDPAD
イオグランツ 新 実
建築3次元CAD・空間プレゼンツール・営業支援VRなどを実演致します
イケダコーポレーション 新 実
木繊維断熱材シュタイコ展示!
石川県木材産業振興協会 新
在宅勤務が増えた方!お手軽に能登ヒバでログハウスはいかが?
いずみテクノス
「リノベライナー工法」埋設された排水管更生に最適な工法です。
イビケン
新築も改装も既存も抗ウイルス空間へ。
イマヤマ/マグエックス 新 実
磁石がつく壁【ピタバン】磁石がつく壁が簡単にできる【くっつくバン】／
磁石がしっかりつく壁装材「ピタバン」をご紹介!新柄も展示予定。
インターコスモス
多種多様のディスプレイ空間を演出・プロデュースいたします。
ウォーターデザイン/ライヴス 実
ウルトラファインバブル生成ノズル「UFB DUAL」
ウッドファイバー
今、時代に求められる木質繊維断熱材「ウッドファイバー」
ANP 新 実
利益が出るクラウド実行予算・発注システム(SHARE)新発売・デモ実演あり
エーディーワイ 新
2液反応性樹脂接着剤塗料等用計量混合吐出スプレー可システム
SFA Japan 実
水まわり工事に新しい提案を!排水圧送ポンプの通水展示をご覧いただけます
NJS日本住宅新聞社
工務店様建設関連様が読む「日本住宅新聞」
エフワンエヌ
浴室を快適にバスリノベーション!防水も最短1日!
MXエンジニアリング
省エネ性能アップ新世代の断熱材を展示!
オクタノルムジャパン 新
内照、非内照、カーブなど様々な形のファブリックフレームを展示
ガウラ 新 実
デザイン性に優れた高濃度水素水サーバー「HYDEA」新発売
岐阜県木材協同組合連合会・岐阜県木材利用推進協議会・
ライン工業・東濃地域木材流通センター
東濃桧や岐阜県産材木製品を展示。ぎふの木を使おう!
Q'sfix 新 実
施工管理クラウドサービス”TORIPPA”は現場ファースト!
共和成産
木質建材
「桐の里」奥会津三島町 新
会津桐や天然木のチェスト、テーブル、床材
空気科学住宅
空気科学住宅
クラルテ 新
FIANアーティフィシャルフラワー、国産人工芝
クリーンテックス・ジャパン 新
建材を「創る」時代へ!オリジナルデザインができる床材のご紹介
GROOVE
ヒートプラス電気式遠赤外線床暖房
建築知識
光洋化学 新
定番のカットエース、エースクロスに加え、貼るだけ簡単 抗菌テープ新発売
COMMANDViS
テーブル、ハンガーラック、キャプションスタンド
コンビウィズ 新
施設向け育児環境製品
サイエンス 実
ミラブルプラス・ミラバス・ミラブルキッチン・サイエンスウォーターシステム

サインアーテック 新 実
インクジェット出力による高付加価値空間演出のご案内
酒井化学工業 新
国産調湿気密シート!調湿すかっとシート
サカワ
白華しない。だから安心して提案できる “高機能”不燃木材　白華レス
シー・エイチ・シー・システム 新 実
感染症対策!「CO2濃度」を見える化し換気の目安に
シー・ファースト 新 実
無水・圧縮型喫煙スタンド　人と自然に優しい業務用灰皿です
シーシーアイ 新
吸音・遮音・制振・防振材「ダイポルギー」防音対策をご提案!
新日本創業
”ピュア”で”ユニーク”なディスプレイケース「Flyvision(フライビジョン)」
シーマ 新 実
商空間における新たなサイネージシステムをご提案
静岡県木材協同組合連合会 新
静岡県の豊かな森林資源を有効活用し、多様な木材製品を確かな品質で
お届けいたします。
静科 新 実
建材としても使用可能な防音アイテムをご紹介!デモ実演あり!
住宅環境社 新
雑誌『サードプレイス庭快適空間2021』　無料配布!
シンエイ 新 実
屋外用サイネージデモ実演あり、新型パーテーション案内中
神栄ホームクリエイト
集合住宅に最適な宅配ボックスを多数展示いたします。
新建ハウジング
Scut System 新 実
厚さ1.0mm以下!ステンレス起用のオーダーメイド電気式ヒーター!
スミノエ 新
リサイクル商品のOAフロアタイルを新発売。
スリーエステクノ 実
床放射式暖房　床暖だん
セイキ販売
エクステリア・遮熱・断熱製品・収納網戸
セラフ榎本
初出展!ドローンを使った赤外線建物調査診断はセラフ榎本へ!
全国タイル工業組合
セラミックタイル
全国木材組合連合会
合法伐採木材製品
ダイテック／福井コンピュータアーキテクト 実
コスパ抜群!施工管理アプリ『現場Plus』は月額1万円～
大日本木材防腐 新
木材活用の新たな加工技術、エステル化処理木材
高千穂シラス
薩摩中霧島壁、スーパー白洲そとん壁W
ティ・カトウ
建築に関わるオリジナルの金物製品
DMカードジャパン
ハガキ型建築製品情報誌　アークカード
DTS 新 実
当社製品3DCAD、住宅基幹システムをVerUp致しました!
テツヤ・ジャパン
音響ルームの内装に!ロシアンバーチ
東京企画装飾
ファブリック+映像+ウッドクラフト。圧倒的な世界観を実現!!
東京ボード工業
SDGsに貢献!構造用パーティクルボード「壁武者」
東洋テックス 新
黄金比を採用した美しい床材。スパイス・ザ・ラインボーン。
都市拡業
水の質を変えて赤錆を黒錆に!給水管劣化対策『酸化被膜工法』
土地バンク/ネットデータ 実
土地付け営業に!MAP型営業ツール「土地BANK」デモあり
トプコン 新 実
高精度な位置出しを誰でもできる、自動墨出しシステムをご紹介!
TRENCH
オンラインブース・ホワイトボード・空間デザイン
ナータッグ・ビルディングサプライ 実
高性能透湿防水シート　ウエザーメイトプラス
南海プライウッド 新
家事をラクにする収納をテーマに、様々な収納製品をラインナップ
ニチレイマグネット
磁性建装材、マグカラット、磁石インテリア製品
日機装 実
超小型水除菌モジュールあり!装置組込みや既存配管へ取付可能!
ニッコー 新
液体ガラスという無機質材を利用し木材を改質する技術を開発

日本建材・住宅設備産業協会
建産協の様々な活動をご紹介します!
日本住宅管理組合協議会
日本しろあり対策協会 実
シロアリ予防の専門家が予防や駆除の相談を受け付けます!
NSリノベーション（旧 日本水理）
マンション排水管リノベーション専門企業としての経験を見せます
日本トイレ協会
日本建築ドローン協会
ネクスコ東日本エンジニアリング 実
奥のトイレの使用状況が簡単に確認できます。電源及び配線等不要で工事費の削減!
バーチャル展示場のキャドネット/CADNET 新 実
工務店のバーチャル展示場とデジタルサイネージ【無人くん】
ハウゼコ 新
雨仕舞と換気を両立させる住宅用換気通気部材を多数出展
バクマ工業 新
換気口、自然給気口、パイプファンなどの換気部材。
ハタノ製作所 新 実
ウルトラファインバブルアダプター/浴室清浄機　をデモ機実演で展示!!
ハマネツ 新
国土交通省推薦の快適トイレ、TU-CTWiXF4を展示します!また今回の展
示会では初お披露目となる新商品の展示も行います!
PAEグローバル
業界最多ラインナップ景観用人工芝「クローバーターフ」
BFFホールデイングス
圧倒的な高級感の壁材。カラーバリエーションも豊富です。
ビーグループ 新
SDGs取組みに向けたサスティナブルインテリアデザイン
P・C・Gテクニカ
ビルマンション排水管更生工法「P・C・GFRPサポーター工法」等
光商事
間接照明、天井照明の卸売販売
日野興業 新
建設現場など様々な現場で活躍の【快適トイレ】と周辺設備を展示
標識SQUARE
標識プレート・サインステッカー・ラベルシール等
ふくい県産材販路拡大協議会 新
木の美しさとデザインが融合した「ふくいの木」を感じてください!
フジタ 新 実
寝室用パネルエアコン『眠リッチ』。風を感じない快眠エアコンです。
BRITZ
インクジェット大判出力・加工・全国施工が飯田橋で実現が出来る!
プレイリーホームズ 新
無垢フローリングを中心に、本物の自然素材を使った建材を出展します。
北海道網走東部・西部流域森林・林業活性化協議会/紋別木協 新
北海道オホーツク産の森林認証を受けた木材を展示しております
マインドシェア 新
「ウルトラファインバブル」で水周りの課題を解決!
マルトク 新
内装用木材プロダクト
マルナカ
マルライナー工法・トラップライナー工法
三重県・三重県木材協同組合連合会
三重県産材の良さを知って下さい
みのる化成 新 実
仮設トイレ
宮川工機 新
国内初の大断面CLT加工機、在来パネル工法のご提案を致します
宮崎県木材協同組合連合会
スギ素材・製品生産量日本一!宮崎県の高品質な材を安定供給!
メルシー 実
コンパクトマッサージャー「エスコート・H」ご体感いただけます!
ユニオンビズ 新
日本一つぶれない形状記憶リアル人工芝メモリーターフ
吉野石膏グループ 新 実
ニューノーマル時代の快適空間。 吸音、調湿、遮音、磁石もつく壁
ロータス
テレワーク用ブース型家具プリウス
ワールドコウゲイ
不燃抗菌オリジナル壁紙印刷・店舗装飾LED!
海外
CANADA WOOD HYBRID HOUSE
CANADA WOOD PAVILION
CHINA PAVILION
CROSS RIVER STATE MINISTRY OF WORKS & HOUSING
BUILDING MATERIAL,DESIGNS,INTERIOR DESIGNS, ENERGY CREATION.
DELTA STATE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING
BUILDING MATERIAL,DESIGNS,ENERGY CONSERVATION AND 
ENERGY CREATION.

追加出展募集中 まだ間に合います!!詳しい出展者・出展製品情報はホームページでチェック！！　

※2021年9月14日（火）現在の出展者の申込時の情報です。
Japan Home & Building Show 2021 出展者一覧

来場登録方法

（法人の種類省略・敬称略）

来場事前登録
QRコード来場者登録画面にて

来場者情報のご入力を
お願いします。

来場者登録が完了しましたら、
来場者マイページへアクセスし、
入場証をダウンロードの上

印刷して会場へお持ちください。

なお、来場マイページで
講演会・セミナーの

聴講事前登録が行えます。

聴講事前登録を行ったら、
再度入場証をダウンロードの上、

印刷してください。

1
STEP 来場者登録 2

STEP 入場証印刷 3
STEP 講演会・セミナー聴講事前登録

役職名

お名前

会社名

登録

入場証 講演会・セミナー（一覧）

来場者ID 00000000

入場証（PDF）をダウンロード

来場者マイページ 来場者マイページ 聴講事前登録の
情報が入場証に
記載されます。

講演会、セミナーの
聴講事前登録をおこなう方

新製品あり新 実 実演あり

来場には事前登録が必要です！




