
愛知省エネ・ 
カーボン計算センター

建築物省エネ法の適合義務、届出義務、 
説明義務を代行します！

アイディールブレーン 制震テープ、ミューダム、ディーエスダンパー 新

アイリスオーヤマ
建材、LED照明、IOT、AIカメラ、空気除菌器、 
サイネージ 新

アクセルラボ
テクノロジーと空間をつなぎ、
「家と暮らす」を日常に。 実　

庵治石開発協同組合 庵治石を使った外構・内装施工の提案

アスベスト調査分析 簡単、手間なく、確実にアスベスト調査、分析。

アップルゲート 
ジャパン アップルゲートセルロース断熱　防火実演！有り 実

網走東部流域森林・ 
林業活性化協議会／
網走西部流域森林・ 
林業活性化協議会／
紋別木材協同組合

カラマツ・トドマツ構造用集成材、CLT、羽目板、 
認証材製品等

アメリカ 
広葉樹輸出協会

アメリカ広葉樹のレッドオークと 
ヒッコリーの家具と内装の展示！

アメリカン・ 
エキスプレス・ 
インターナショナル

ご経営者様／個人事業主様向けビジネスカードの 
ご案内

淡路瓦工業組合 淡路瓦（屋根材・壁材・床材） 新

イースト 樹脂発光文字・アートパネル 新

イオグランツ
建築3次元CAD／空間プレゼンツール／
営業支援VR 新 実

イケダ 
コーポレーション

木繊維断熱材シュタイコを施工したブースで 
お待ちしております！ 新 実

石川県 
木材産業振興協会 いしかわの木と暮らそう。能登ヒバの魅力を発信!! 新 実

石黒製作所 プラシャッター・家具用コンセント

いずみテクノス マンションの給水管・排水管更生工事工法のご紹介

Embassy of 
Italy - Trade 
Promotion 
Section

G.D.A. MARMI E GRANITI SRL／
PORFIDO TRENTINO S.R.L.／SO.F.I.L. S.R.L.／
BOSSONG SPA／MARMI FAEDO SPA／
Arvex Italstyle Srl／Marmi Ghirardi／
Degemar Cave Srl／SERAFINI SRL Unipersonale／
LEATHER STONE／
FRANCHI UMBERTO MARMI SPA／
ZENITH C S.P.A.／
MARMI E GRANITI D'ITALIA SRL／LE PIETRE SRLS

イデアルリビング イタリアキッチン・スナイデロのベストセラーWAYを 
ご紹介

イノセント インダストリアル空間演出 初出展

インベストデザイン
【無料ID配布中】 
電子帳簿保存法対応のWEBサービス 新

ウッドテック 理想的な住空間、今までにないリビング収納を 
御提案致します。

URIMAT Japan
地球環境に優しく、
災害時の安心をご提供できる小便器 新

NSリノベーション マンションの給排水設備のリノベーション工事専門業者
となります

ＮＪＳ日本住宅新聞社 全国の工務店が取組む住まいづくり情報紙 
「日本住宅新聞」

エフワンエヌ 浴室リニューアル工法（エフユニックス）

EL JEWEL 
LIGHTING

欧米の最新デザイン・インテリア照明が
数千種類以上！ 新

Austrian Pavilion

オーセブン
iＰadで提案！
スピードプランナー・カタリノ（実演あり） 実

岡田工業／ＳＭＲＣ
ヴァーチャル展示場LIVRA 3D／ 
大型地震対策UFO-E 新 実

CANADA WOOD 
PAVILION
CANADA WOOD 
HYBRID HOUSE

クアンド
遠隔施工管理ツール 
SynQ Remote（シンクリモート） 実

加茂建具協同組合・
加茂木製サッシ組合 加茂サッシ 加茂建具

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・
トーホー

東濃桧、県産材木製品、JAS製材品、囲柱ラーメン、
火バリ

共和成産 意匠性の高い木質建材

クボタ
大空間で手間要らずの業務用加湿空気清浄機 
ピュアウォッシャー 実

クラルテ FIANフラワー

グリーンフィールド
ホテル・ショップ等商空間向け人工壁面緑化 
「ビスタフォリア」、人工芝の展示等 新

GROOVE 耐久性の高い遠赤外線電気式床暖房 実

ゲーテハウス
自然な素材感と自由な表現が 
魅力のゲーテウォール。 新

建装工業 マンション大規模修繕工事のリーディングカンパニー

建築知識

光洋化学
新発売！65年に及ぶ技術力の集大成！ 
養生テープの新製品あり。 新

剛力建設
金喰い虫の機械式駐車場を解体し、 
平面化する「スマートデッキ」のご紹介 新

コダマ 
コーポレーション

３Dデータと図面が完全連動を実現！ 
BIM対応3次元CAD

CONIT 現場情報共有ツール「SITE」 実

コンピュータ 
システム研究所 住宅営業支援システム「ALTA Revolution」 実

サイエンス ファインバブルでの製品多数！デモ実演あり 新 実

SAILBUS スマート照明、調光器具、スマートホテル、電気カーテン 新 実

サインアーテック
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 実

酒井化学工業 国産！調湿気密シート

三協エアテック
お客様のプライバシーは守りつつ個室内の状況を常時監
視します。 新 実

SANDECO JAPAN
SANDECO社日本初上陸！ 
ブース内でデモ実演！ 新 実

シー・ファースト 無水ローラー式灰皿Clear Cigarette CareⅡ 新 実

静岡県 
木材協同組合連合会

静岡県の多様な木材製品を確かな品質で 
お届けします！ 新

静科
住建での騒音トラブルを解決！安心の防音工事！ 
デモ実演あり！ 新 実

システムサポート
「建て役者」が商談や工事情報などを 
ひとつに一元管理 実

住宅環境社 月間エクステリア・ワーク　別冊冊子配布予定

神栄ホームクリエイト
集合住宅向け宅配ボックス等、
住宅部品を多数展示いたします。 新

新建ハウジング 「工務店ミライセッション2022」

シンコール北陸 マグネットがつくキッチンパネル。 
厚さ１．５ｍｍリフォーム用フローリング

助太刀
建設業向けマッチングプラットフォーム 助太刀／ 
助太刀社員 実

スリーエステクノ
快適な住環境には床暖房！ 
～幸せは足元からやってくる～ 実

セイキ販売 窓の断熱・遮熱製品からエクステリア製品を展示

セイコーステンレス オーダー寸法で製作できる物干しパイプ、懸垂バー、 
布団干し

全国タイル工業組合 セラミックタイル 新

全日空商事
ANAグループで採用している衛生対策やSDGs関連商品
を出展！新製品、デモ実演あり 新 実

ゼンリンデータコム
商業施設のルート案内と施設管理を同時に実現する屋内
マップ！ 実

ソニーネットワーク
コミュニケーションズ 

戸建て向け簡易スマートホーム＋インターネット複数年
一括プラン

ダイソン HEPAフィルターを搭載した速乾かつ衛生的な 
ハンドドライヤー

ダイテック 住宅会社、工務店向けのクラウドサービス 実

大日本木材防腐 高性能木材展示

大陽工業 MIKAZE LED脱臭照明 実

タツフト
洗濯機、冷蔵庫、室外機、 
電子レンジの脚に敷くゴムマット‼ 実

中央電力
マンション課題解決を実現する
サービスをご紹介！ 新 実

中国パビリオン

ティ・カトウ
木やせに追従し緩まない耐震座金タイトニックを 
はじめ、開発中の新製品など多数展示予定 新 実

ディーエイチシー 高強度な透水性舗装を実現！ 新 実

T.K.K. 
エボリューション

給水管劣化対策の決定版！ 
水の質を変え、赤錆を黒錆に変える！

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】
無料読者登録受付中！

DTS 施工管理ソリューション

デニカ／ブルム ブルム社製引出レール、スライドヒンジ、フラップ金具

DongGuan City 
HengYi Wood 
Industry

新型合板、初来日 新

トーソー
ハンギングバーを使って 
新しい暮らしをはじめてみませんか？ 新 実

ナータッグビルディ
ングサプライ 高性能ウエザーメイトプラス

中西金属工業 築25年超のマンションにお住いの方必見！ 
意外と知らない窓の話

中本造林
国産材　造作用化粧材　新製品多数有り  
自然素材でSDGs 新

なかやしき 家を守る制震金物！ 
新発売を記念して制震シュミレーション実施

奈良県 
木材協同組合連合会 奈良県産の杉、桧の製材品並びに木材加工品

西崎ベース ピクトサイン専門店 西崎ベースは 
「誰でも簡単組立て・取付け」

ニチレイマグネット
磁石が使える不燃磁性建材、
磁石を利用したインテリア・タイル等 新

代 （々山長商店、 
エンデバーハウス、 
日本エムテクス）

プレカット材、断熱材、アップサイクル建材

日本住宅管理組合協議会 管理組合運営全般の相談業務

日本建材・ 
住宅設備産業協会 当協会は建材・住宅設備産業の振興を図ります。

日本遮熱
遮熱材「トップヒートバリアー」による 
体感ブースも展示 新 実

日本しろあり対策協会 シロアリ予防の啓蒙普及しています

日本全昇貿易 サスティナブルで機能的な竹を使った 
新しい提案「バンズ―」

日本防水協会 漏水・防水に関する問題解決をめざす 
公平・公正な第三者機関です

ネクスコ東日本 
エンジニアリング

トイレの使用状況表示、 
トイレの忘れ物防止に関する製品を出展！ 実

ネットデータ
土地なし客への追客ツール決定版「土地ＢＡＮＫ」 
実物操作可能 実

ハウゼコ ５０年の屋根通気立平デネブエアルーフ出品予定 新

バクマ工業 新型換気口のご案内

パスコ 
コーポレーション

新人営業でも注文が取れる！ 
住宅営業支援シュミレーター、新発売 新 実

BATHROOM 
DESIGN I-SPA Air Freestanding Bathtub

浜松市
浜松市の天竜材（FSC認証材）の 
魅力をお届けします！ 新 実

ビー・アンド・プラス
ワイヤレス給電技術を使った
コードレスな生活空間を実現します！ 新 実

ピー・エイチ・ワークス Textile LED Box

BFFホールディングス 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

Ｐ・Ｃ・Ｇテクニカ／
Ｐ・Ｃ・Ｇ ＴＥＸＡＳ マンション排水管は取替えずに甦える！

Business Oulu 
(City of Oulu) 
Hirsiset、Timber-
Hirsi

loghouses 、 logmaterials

日野興業
仮設トイレのリーディングカンパニーとして 
多彩な商品を展示！ 新

物件王 建築会社・工務店からの不動産仲介業参入を 
トータルサポート

フラッグス
トイレの蓋に貼る抗菌・抗ウイルス・消臭の 
作用があるシｰト 新 実

プリマ
高品位なフェイクグリーン製品で空間創りの 
ご提案をいたします。 新

ペレットストーブ　
エコティ 西村精工

炎と共に暮らすゆとり、暖かさへのこだわりを 
実感してください。 実

ホロラボ mixpace.

マインドシェア
「ウルトラファインバブル」で洗浄効果UP！ 
尿石除去にも！ 新

松岡製作所 オーダーキッチン

丸三タカギ 宅配再配達を減らせ！！宅配ボックス搭載門柱 新

マルトク 木と鉄の階段を展示します 新

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 
木材協同組合連合会 三重県産材・JAS製品の展示・PR

ミズタニバルブ工業
泡ミストの力で手の汚れがキレイに落ちる 
唯一の自動水栓手洗器 新 実

MISUNG JAPAN 照明等製品を取り扱い

三菱地所住宅加工
センター 脱炭素社会実現の為コスト的にも優位な木造化建築の提案

宮崎県 
木材協同組合連合会

スギ生産量日本一の宮崎県から、JAS構造材等を 
ご紹介します

無添加住宅 石油から作られた建材から無添加でありたい。
無添加住宅

メガソフト 3Dアーキデザイナー 新 実

ユニソン 庭時間を充実させるエクステリア商品と空間提案 新

ユニットシステム 
エンジニアリング USE情報共有パッケージ

吉野石膏
外壁用下地耐力面材にできる石膏ボード！ 
タイガーＥＸハイパー 実

よし与工房 ロートアイアン製品（階段手摺・面格子・棚受等） 新

ライヴス 代理店募集！水回りの革命！ 
家中どこでもウルトラファインバブル

LIXIL
いっしょに考えます、トイレのこと 
■A-SPEC■設計アシスト 実

Replan住まいナビ IoT住宅関連製品あり、初出展 
AI活用住宅画像DBで貴社住宅実例をユーザーに広報

ルミカ
二酸化塩素の力で
消臭・カビ臭対策・ノロウイルス対策 新 実

本企画では、トイレに関連する企業・団体
の協力のもと、各社が今、考える「快適
なトイレ」を知ることができます。住宅、
公共、災害時、建設現場、イベント等、各
シーン別の「快適なトイレ」について展
示を行います。

【日本の快適なトイレ企画展示出展者】
アメニティ／アルボース／e6s／
エクセルシア／SFA JAPAN／総合サービス／
熊谷組／中央大学トイレ研究会若手の会のflush／
クラシアン／コマニー／SARAYA／サンケイサポート／
C-SOS／全国低層住宅労務安全協議会／
ダイソン／千葉ロッテマリーンズ／トヨタ自動車／
WOTA (順不同、予定）

日本トイレ協会監修

最新情報・来場事前登録はコチラから

当社はNO.     ブースに出展しております。
ご来場を心よりお待ち申しあげております。

製品・出展者検索システム
（WEBガイド） 製品を一気に検索できる！

ジャパンホームショー
http://www.jma.or.jp/homeshow/

検 索

検 索ジャパンホームショー
詳しくはW E B へ！

約700社/
1500

※2022年8月4日現在  同時開催展含む

ご案内状

ブースが出展
あなたの「困った」を解決する商材がすぐ見つかる！

見たい商品を展示している企業がすぐ見つかる！

建材 設備 デザイン SDGs カーボン
ニュートラル

働き方
改革 IoT 住宅

防災

一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会／一般社団法人リビングアメニティ協会
一般社団法人住宅生産団体連合会／公益社団法人日本建築家協会

共  催

外務省／経済産業省／国土交通省／林野庁
独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）／
独立行政法人住宅金融支援機構   （順不同）

後  援

主  催

出 展 者 一 覧 注目製品を見て、触って、体感できるチャンス！
新製品あり 実演あり

注目企画が盛りだくさん！
みらいのたね賞

建築に関する最新の情報・技術・製品に出会える専門展示会

建築に関する

情報・技術・製品が多数出展！

東展示棟

ジャパン
ホームショー

第44回
トイレ・バス・

キッチン空間・設備フェア

第7回
イノベーションオフィス

総合展

第5回

ふるさと建材・
家具見本市

第17回
団地・マンション

リノベーション総合展

第6回

店舗・商業空間
デザイン展

第8回
トイレ
産業展

裏面に
講演会情報掲載中！

第8回

解体・リノベーション
総合展

第1回

2022.10.26     28

出展者 出展製品・みどころ 出展者 出展製品・みどころ 出展者 出展製品・みどころ 出展者 出展製品・みどころ

ゲスト選考委員に 建築家 宮崎 浩 氏をむかえ、展示会場内の出展製品の中から、
優れた建築を生み出すことに貢献しうる優れた製品、未来への布石となる製品を
表彰します。

企画展
「日本の快適なトイレ」

学生プロジェクトデザイン
コンペティション2022開催！

テーマは『社会とつながる私のビジョ
ン』です。
会期中には応募作品を展示します。
フレッシュで斬新な学生のアイディアを
お楽しみください。

おもてなしの心を伝え続ける八芳園が考える、

お茶の場コミュニティ

「おもてなしの心」を伝え続ける八芳園
と「お茶文化」を作り上げてきた伊藤園。
“もてなし”と”しつらい”の美学と言われ
る茶道をオフィスへ落とし込むことで、
今を生きる人々の感性や対話が、新し
い価値や時間を作り出す。
懐かしい、でも新しい、新たな発想で
今後のオフィスの在り方を提案する企
画エリアで令和のお茶体験をお楽しみ
ください。

3日間で60セッション100名以上の方々が登壇予定！

デザインファースト
コミュニケーションPROJECT

#新製品多数 #デモ実演も多数

日本の商環境の未来を
提案する

各種セミナー開催！！

新 実

受付時間 : 09：30～18：00（土日祝は除く） 電話 : 03-6809-2707 e-mail:helpdesk@k3c.co.jp

来場者ヘルプデスク来場についての問い合せ先

毎日
みらいのたね賞
ツアー開催します！

詳しくは
こちら ▼

八芳園／伊藤園企画協力

HEAD研究会企画協力

日本能率協会／HEAD研究会主催 アルファ企画企画協力

日本商環境デザイン協会企画協力

プロジェクトスタッフの空間デザイナー
が、皆様の「デザイン」の拘りに丁寧に
お応えしていきます。デザインを優先し
ながらも、人に優しく社会に貢献できる
イノベーションをご提案しますのでぜひ
お立ち寄りください。人気アーティスト
の作品展示もお楽しみいただけます。

JCDは60年以上に渡り様々な活動を通して
日本の商環境デザインを牽引してきました。
時代を創造する新たな価値とともにデザイン
を通じて商環境の未来を提案していきます。
【展示内容】JCD活動内容・プロダクトオブザイヤー受賞4製品
ゼロポッド（グッドデザイン賞、日本空間デザイン賞銀賞受賞製品）

ワイ・エス・エム／四国化成工業／
パナソニックエレクトリックワークス社／
マテリアルワークス／
マリオデルマーレ一級建築士事務所
（順不同、予定）

必見!

NEWNEW NEW NEW NEW

（法人格省略）

NPO日住協セミナー
日本住宅管理組合協議会主催

劇的に変わる!?テクノロジー×暮らしの新潮流
主催

詳細は
HPへ

新建ハウジングセミナー

エクスナレッジ主催

建築知識DAY
https://www.s-housing.jp/ミライセッション2022 検索

新建新聞社主催

「仮の住まい派」と
「終の住まい派」

建築家／
東京大学名誉教授

内藤 廣 氏

SUPPOSE DESIGN OFFICE
代表 建築家・起業家

谷尻 誠 氏

次世代の空間と
仕事のデザイン手法

旅の居場所

建築家／
東 環境・建築研究所

代表取締役
東 利恵 氏

©ナカサアンドパートナーズ

NEW

参加
無料



愛知省エネ・ 
カーボン計算センター

建築物省エネ法の適合義務、届出義務、 
説明義務を代行します！

アイディールブレーン 制震テープ、ミューダム、ディーエスダンパー 新

アイリスオーヤマ
建材、LED照明、IOT、AIカメラ、空気除菌器、 
サイネージ 新

アクセルラボ
テクノロジーと空間をつなぎ、
「家と暮らす」を日常に。 実　

庵治石開発協同組合 庵治石を使った外構・内装施工の提案

アスベスト調査分析 簡単、手間なく、確実にアスベスト調査、分析。

アップルゲート 
ジャパン アップルゲートセルロース断熱　防火実演！有り 実

網走東部流域森林・ 
林業活性化協議会／
網走西部流域森林・ 
林業活性化協議会／
紋別木材協同組合

カラマツ・トドマツ構造用集成材、CLT、羽目板、 
認証材製品等

アメリカ 
広葉樹輸出協会

アメリカ広葉樹のレッドオークと 
ヒッコリーの家具と内装の展示！

アメリカン・ 
エキスプレス・ 
インターナショナル

ご経営者様／個人事業主様向けビジネスカードの 
ご案内

淡路瓦工業組合 淡路瓦（屋根材・壁材・床材） 新

イースト 樹脂発光文字・アートパネル 新

イオグランツ
建築3次元CAD／空間プレゼンツール／
営業支援VR 新 実

イケダ 
コーポレーション

木繊維断熱材シュタイコを施工したブースで 
お待ちしております！ 新 実

石川県 
木材産業振興協会 いしかわの木と暮らそう。能登ヒバの魅力を発信!! 新 実

石黒製作所 プラシャッター・家具用コンセント

いずみテクノス マンションの給水管・排水管更生工事工法のご紹介

Embassy of 
Italy - Trade 
Promotion 
Section

G.D.A. MARMI E GRANITI SRL／
PORFIDO TRENTINO S.R.L.／SO.F.I.L. S.R.L.／
BOSSONG SPA／MARMI FAEDO SPA／
Arvex Italstyle Srl／Marmi Ghirardi／
Degemar Cave Srl／SERAFINI SRL Unipersonale／
LEATHER STONE／
FRANCHI UMBERTO MARMI SPA／
ZENITH C S.P.A.／
MARMI E GRANITI D'ITALIA SRL／LE PIETRE SRLS

イデアルリビング イタリアキッチン・スナイデロのベストセラーWAYを 
ご紹介

イノセント インダストリアル空間演出 初出展

インベストデザイン
【無料ID配布中】 
電子帳簿保存法対応のWEBサービス 新

ウッドテック 理想的な住空間、今までにないリビング収納を 
御提案致します。

URIMAT Japan
地球環境に優しく、
災害時の安心をご提供できる小便器 新

NSリノベーション マンションの給排水設備のリノベーション工事専門業者
となります

ＮＪＳ日本住宅新聞社 全国の工務店が取組む住まいづくり情報紙 
「日本住宅新聞」

エフワンエヌ 浴室リニューアル工法（エフユニックス）

EL JEWEL 
LIGHTING

欧米の最新デザイン・インテリア照明が
数千種類以上！ 新

Austrian Pavilion

オーセブン
iＰadで提案！
スピードプランナー・カタリノ（実演あり） 実

岡田工業／ＳＭＲＣ
ヴァーチャル展示場LIVRA 3D／ 
大型地震対策UFO-E 新 実

CANADA WOOD 
PAVILION
CANADA WOOD 
HYBRID HOUSE

クアンド
遠隔施工管理ツール 
SynQ Remote（シンクリモート） 実

加茂建具協同組合・
加茂木製サッシ組合 加茂サッシ 加茂建具

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・
トーホー

東濃桧、県産材木製品、JAS製材品、囲柱ラーメン、
火バリ

共和成産 意匠性の高い木質建材

クボタ
大空間で手間要らずの業務用加湿空気清浄機 
ピュアウォッシャー 実

クラルテ FIANフラワー

グリーンフィールド
ホテル・ショップ等商空間向け人工壁面緑化 
「ビスタフォリア」、人工芝の展示等 新

GROOVE 耐久性の高い遠赤外線電気式床暖房 実

ゲーテハウス
自然な素材感と自由な表現が 
魅力のゲーテウォール。 新

建装工業 マンション大規模修繕工事のリーディングカンパニー

建築知識

光洋化学
新発売！65年に及ぶ技術力の集大成！ 
養生テープの新製品あり。 新

剛力建設
金喰い虫の機械式駐車場を解体し、 
平面化する「スマートデッキ」のご紹介 新

コダマ 
コーポレーション

３Dデータと図面が完全連動を実現！ 
BIM対応3次元CAD

CONIT 現場情報共有ツール「SITE」 実

コンピュータ 
システム研究所 住宅営業支援システム「ALTA Revolution」 実

サイエンス ファインバブルでの製品多数！デモ実演あり 新 実

SAILBUS スマート照明、調光器具、スマートホテル、電気カーテン 新 実

サインアーテック
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 実

酒井化学工業 国産！調湿気密シート

三協エアテック
お客様のプライバシーは守りつつ個室内の状況を常時監
視します。 新 実

SANDECO JAPAN
SANDECO社日本初上陸！ 
ブース内でデモ実演！ 新 実

シー・ファースト 無水ローラー式灰皿Clear Cigarette CareⅡ 新 実

静岡県 
木材協同組合連合会

静岡県の多様な木材製品を確かな品質で 
お届けします！ 新

静科
住建での騒音トラブルを解決！安心の防音工事！ 
デモ実演あり！ 新 実

システムサポート
「建て役者」が商談や工事情報などを 
ひとつに一元管理 実

住宅環境社 月間エクステリア・ワーク　別冊冊子配布予定

神栄ホームクリエイト
集合住宅向け宅配ボックス等、
住宅部品を多数展示いたします。 新

新建ハウジング 「工務店ミライセッション2022」

シンコール北陸 マグネットがつくキッチンパネル。 
厚さ１．５ｍｍリフォーム用フローリング

助太刀
建設業向けマッチングプラットフォーム 助太刀／ 
助太刀社員 実

スリーエステクノ
快適な住環境には床暖房！ 
～幸せは足元からやってくる～ 実

セイキ販売 窓の断熱・遮熱製品からエクステリア製品を展示

セイコーステンレス オーダー寸法で製作できる物干しパイプ、懸垂バー、 
布団干し

全国タイル工業組合 セラミックタイル 新

全日空商事
ANAグループで採用している衛生対策やSDGs関連商品
を出展！新製品、デモ実演あり 新 実

ゼンリンデータコム
商業施設のルート案内と施設管理を同時に実現する屋内
マップ！ 実

ソニーネットワーク
コミュニケーションズ 

戸建て向け簡易スマートホーム＋インターネット複数年
一括プラン

ダイソン HEPAフィルターを搭載した速乾かつ衛生的な 
ハンドドライヤー

ダイテック 住宅会社、工務店向けのクラウドサービス 実

大日本木材防腐 高性能木材展示

大陽工業 MIKAZE LED脱臭照明 実

タツフト
洗濯機、冷蔵庫、室外機、 
電子レンジの脚に敷くゴムマット‼ 実

中央電力
マンション課題解決を実現する
サービスをご紹介！ 新 実

中国パビリオン

ティ・カトウ
木やせに追従し緩まない耐震座金タイトニックを 
はじめ、開発中の新製品など多数展示予定 新 実

ディーエイチシー 高強度な透水性舗装を実現！ 新 実

T.K.K. 
エボリューション

給水管劣化対策の決定版！ 
水の質を変え、赤錆を黒錆に変える！

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】
無料読者登録受付中！

DTS 施工管理ソリューション

デニカ／ブルム ブルム社製引出レール、スライドヒンジ、フラップ金具

DongGuan City 
HengYi Wood 
Industry

新型合板、初来日 新

トーソー
ハンギングバーを使って 
新しい暮らしをはじめてみませんか？ 新 実

ナータッグビルディ
ングサプライ 高性能ウエザーメイトプラス

中西金属工業 築25年超のマンションにお住いの方必見！ 
意外と知らない窓の話

中本造林
国産材　造作用化粧材　新製品多数有り  
自然素材でSDGs 新

なかやしき 家を守る制震金物！ 
新発売を記念して制震シュミレーション実施

奈良県 
木材協同組合連合会 奈良県産の杉、桧の製材品並びに木材加工品

西崎ベース ピクトサイン専門店 西崎ベースは 
「誰でも簡単組立て・取付け」

ニチレイマグネット
磁石が使える不燃磁性建材、
磁石を利用したインテリア・タイル等 新

代 （々山長商店、 
エンデバーハウス、 
日本エムテクス）

プレカット材、断熱材、アップサイクル建材

日本住宅管理組合協議会 管理組合運営全般の相談業務

日本建材・ 
住宅設備産業協会 当協会は建材・住宅設備産業の振興を図ります。

日本遮熱
遮熱材「トップヒートバリアー」による 
体感ブースも展示 新 実

日本しろあり対策協会 シロアリ予防の啓蒙普及しています

日本全昇貿易 サスティナブルで機能的な竹を使った 
新しい提案「バンズ―」

日本防水協会 漏水・防水に関する問題解決をめざす 
公平・公正な第三者機関です

ネクスコ東日本 
エンジニアリング

トイレの使用状況表示、 
トイレの忘れ物防止に関する製品を出展！ 実

ネットデータ
土地なし客への追客ツール決定版「土地ＢＡＮＫ」 
実物操作可能 実

ハウゼコ ５０年の屋根通気立平デネブエアルーフ出品予定 新

バクマ工業 新型換気口のご案内

パスコ 
コーポレーション

新人営業でも注文が取れる！ 
住宅営業支援シュミレーター、新発売 新 実

BATHROOM 
DESIGN I-SPA Air Freestanding Bathtub

浜松市
浜松市の天竜材（FSC認証材）の 
魅力をお届けします！ 新 実

ビー・アンド・プラス
ワイヤレス給電技術を使った
コードレスな生活空間を実現します！ 新 実

ピー・エイチ・ワークス Textile LED Box

BFFホールディングス 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

Ｐ・Ｃ・Ｇテクニカ／
Ｐ・Ｃ・Ｇ ＴＥＸＡＳ マンション排水管は取替えずに甦える！

Business Oulu 
(City of Oulu) 
Hirsiset、Timber-
Hirsi

loghouses 、 logmaterials

日野興業
仮設トイレのリーディングカンパニーとして 
多彩な商品を展示！ 新

物件王 建築会社・工務店からの不動産仲介業参入を 
トータルサポート

フラッグス
トイレの蓋に貼る抗菌・抗ウイルス・消臭の 
作用があるシｰト 新 実

プリマ
高品位なフェイクグリーン製品で空間創りの 
ご提案をいたします。 新

ペレットストーブ　
エコティ 西村精工

炎と共に暮らすゆとり、暖かさへのこだわりを 
実感してください。 実

ホロラボ mixpace.

マインドシェア
「ウルトラファインバブル」で洗浄効果UP！ 
尿石除去にも！ 新

松岡製作所 オーダーキッチン

丸三タカギ 宅配再配達を減らせ！！宅配ボックス搭載門柱 新

マルトク 木と鉄の階段を展示します 新

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 
木材協同組合連合会 三重県産材・JAS製品の展示・PR

ミズタニバルブ工業
泡ミストの力で手の汚れがキレイに落ちる 
唯一の自動水栓手洗器 新 実

MISUNG JAPAN 照明等製品を取り扱い

三菱地所住宅加工
センター 脱炭素社会実現の為コスト的にも優位な木造化建築の提案

宮崎県 
木材協同組合連合会

スギ生産量日本一の宮崎県から、JAS構造材等を 
ご紹介します

無添加住宅 石油から作られた建材から無添加でありたい。
無添加住宅

メガソフト 3Dアーキデザイナー 新 実

ユニソン 庭時間を充実させるエクステリア商品と空間提案 新

ユニットシステム 
エンジニアリング USE情報共有パッケージ

吉野石膏
外壁用下地耐力面材にできる石膏ボード！ 
タイガーＥＸハイパー 実

よし与工房 ロートアイアン製品（階段手摺・面格子・棚受等） 新

ライヴス 代理店募集！水回りの革命！ 
家中どこでもウルトラファインバブル

LIXIL
いっしょに考えます、トイレのこと 
■A-SPEC■設計アシスト 実

Replan住まいナビ IoT住宅関連製品あり、初出展 
AI活用住宅画像DBで貴社住宅実例をユーザーに広報

ルミカ
二酸化塩素の力で
消臭・カビ臭対策・ノロウイルス対策 新 実

本企画では、トイレに関連する企業・団体
の協力のもと、各社が今、考える「快適
なトイレ」を知ることができます。住宅、
公共、災害時、建設現場、イベント等、各
シーン別の「快適なトイレ」について展
示を行います。

【日本の快適なトイレ企画展示出展者】
アメニティ／アルボース／e6s／
エクセルシア／SFA JAPAN／総合サービス／
熊谷組／中央大学トイレ研究会若手の会のflush／
クラシアン／コマニー／SARAYA／サンケイサポート／
C-SOS／全国低層住宅労務安全協議会／
ダイソン／千葉ロッテマリーンズ／トヨタ自動車／
WOTA (順不同、予定）

日本トイレ協会監修

最新情報・来場事前登録はコチラから

当社はNO.     ブースに出展しております。
ご来場を心よりお待ち申しあげております。

製品・出展者検索システム
（WEBガイド） 製品を一気に検索できる！

ジャパンホームショー
http://www.jma.or.jp/homeshow/

検 索

検 索ジャパンホームショー
詳しくはW E B へ！

約700社/
1500

※2022年8月4日現在  同時開催展含む

ご案内状

ブースが出展
あなたの「困った」を解決する商材がすぐ見つかる！

見たい商品を展示している企業がすぐ見つかる！

建材 設備 デザイン SDGs カーボン
ニュートラル

働き方
改革 IoT 住宅

防災

一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会／一般社団法人リビングアメニティ協会
一般社団法人住宅生産団体連合会／公益社団法人日本建築家協会

共  催

外務省／経済産業省／国土交通省／林野庁
独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）／
独立行政法人住宅金融支援機構   （順不同）

後  援

主  催

出 展 者 一 覧 注目製品を見て、触って、体感できるチャンス！
新製品あり 実演あり

注目企画が盛りだくさん！
みらいのたね賞

建築に関する最新の情報・技術・製品に出会える専門展示会

建築に関する

情報・技術・製品が多数出展！

東展示棟

ジャパン
ホームショー

第44回
トイレ・バス・

キッチン空間・設備フェア

第7回
イノベーションオフィス

総合展

第5回

ふるさと建材・
家具見本市

第17回
団地・マンション

リノベーション総合展

第6回

店舗・商業空間
デザイン展

第8回
トイレ
産業展

裏面に
講演会情報掲載中！

第8回

解体・リノベーション
総合展

第1回

2022.10.26     28

出展者 出展製品・みどころ 出展者 出展製品・みどころ 出展者 出展製品・みどころ 出展者 出展製品・みどころ

ゲスト選考委員に 建築家 宮崎 浩 氏をむかえ、展示会場内の出展製品の中から、
優れた建築を生み出すことに貢献しうる優れた製品、未来への布石となる製品を
表彰します。

企画展
「日本の快適なトイレ」

学生プロジェクトデザイン
コンペティション2022開催！

テーマは『社会とつながる私のビジョ
ン』です。
会期中には応募作品を展示します。
フレッシュで斬新な学生のアイディアを
お楽しみください。

おもてなしの心を伝え続ける八芳園が考える、

お茶の場コミュニティ

「おもてなしの心」を伝え続ける八芳園
と「お茶文化」を作り上げてきた伊藤園。
“もてなし”と”しつらい”の美学と言われ
る茶道をオフィスへ落とし込むことで、
今を生きる人々の感性や対話が、新し
い価値や時間を作り出す。
懐かしい、でも新しい、新たな発想で
今後のオフィスの在り方を提案する企
画エリアで令和のお茶体験をお楽しみ
ください。

3日間で60セッション100名以上の方々が登壇予定！

デザインファースト
コミュニケーションPROJECT

#新製品多数 #デモ実演も多数

日本の商環境の未来を
提案する

各種セミナー開催！！

新 実

受付時間 : 09：30～18：00（土日祝は除く） 電話 : 03-6809-2707 e-mail:helpdesk@k3c.co.jp

来場者ヘルプデスク来場についての問い合せ先

毎日
みらいのたね賞
ツアー開催します！

詳しくは
こちら ▼

八芳園／伊藤園企画協力

HEAD研究会企画協力

日本能率協会／HEAD研究会主催 アルファ企画企画協力

日本商環境デザイン協会企画協力

プロジェクトスタッフの空間デザイナー
が、皆様の「デザイン」の拘りに丁寧に
お応えしていきます。デザインを優先し
ながらも、人に優しく社会に貢献できる
イノベーションをご提案しますのでぜひ
お立ち寄りください。人気アーティスト
の作品展示もお楽しみいただけます。

JCDは60年以上に渡り様々な活動を通して
日本の商環境デザインを牽引してきました。
時代を創造する新たな価値とともにデザイン
を通じて商環境の未来を提案していきます。
【展示内容】JCD活動内容・プロダクトオブザイヤー受賞4製品
ゼロポッド（グッドデザイン賞、日本空間デザイン賞銀賞受賞製品）

ワイ・エス・エム／四国化成工業／
パナソニックエレクトリックワークス社／
マテリアルワークス／
マリオデルマーレ一級建築士事務所
（順不同、予定）

必見!

NEWNEW NEW NEW NEW

（法人格省略）

NPO日住協セミナー
日本住宅管理組合協議会主催

劇的に変わる!?テクノロジー×暮らしの新潮流
主催

詳細は
HPへ

新建ハウジングセミナー

エクスナレッジ主催

建築知識DAY
https://www.s-housing.jp/ミライセッション2022 検索

新建新聞社主催

「仮の住まい派」と
「終の住まい派」

建築家／
東京大学名誉教授

内藤 廣 氏

SUPPOSE DESIGN OFFICE
代表 建築家・起業家

谷尻 誠 氏

次世代の空間と
仕事のデザイン手法

旅の居場所

建築家／
東 環境・建築研究所

代表取締役
東 利恵 氏

©ナカサアンドパートナーズ

NEW

参加
無料



愛知省エネ・ 
カーボン計算センター

建築物省エネ法の適合義務、届出義務、 
説明義務を代行します！

アイディールブレーン 制震テープ、ミューダム、ディーエスダンパー 新

アイリスオーヤマ
建材、LED照明、IOT、AIカメラ、空気除菌器、 
サイネージ 新

アクセルラボ
テクノロジーと空間をつなぎ、
「家と暮らす」を日常に。 実　

庵治石開発協同組合 庵治石を使った外構・内装施工の提案

アスベスト調査分析 簡単、手間なく、確実にアスベスト調査、分析。

アップルゲート 
ジャパン アップルゲートセルロース断熱　防火実演！有り 実

網走東部流域森林・ 
林業活性化協議会／
網走西部流域森林・ 
林業活性化協議会／
紋別木材協同組合

カラマツ・トドマツ構造用集成材、CLT、羽目板、 
認証材製品等

アメリカ 
広葉樹輸出協会

アメリカ広葉樹のレッドオークと 
ヒッコリーの家具と内装の展示！

アメリカン・ 
エキスプレス・ 
インターナショナル

ご経営者様／個人事業主様向けビジネスカードの 
ご案内

淡路瓦工業組合 淡路瓦（屋根材・壁材・床材） 新

イースト 樹脂発光文字・アートパネル 新

イオグランツ
建築3次元CAD／空間プレゼンツール／
営業支援VR 新 実

イケダ 
コーポレーション

木繊維断熱材シュタイコを施工したブースで 
お待ちしております！ 新 実

石川県 
木材産業振興協会 いしかわの木と暮らそう。能登ヒバの魅力を発信!! 新 実

石黒製作所 プラシャッター・家具用コンセント

いずみテクノス マンションの給水管・排水管更生工事工法のご紹介

Embassy of 
Italy - Trade 
Promotion 
Section

G.D.A. MARMI E GRANITI SRL／
PORFIDO TRENTINO S.R.L.／SO.F.I.L. S.R.L.／
BOSSONG SPA／MARMI FAEDO SPA／
Arvex Italstyle Srl／Marmi Ghirardi／
Degemar Cave Srl／SERAFINI SRL Unipersonale／
LEATHER STONE／
FRANCHI UMBERTO MARMI SPA／
ZENITH C S.P.A.／
MARMI E GRANITI D'ITALIA SRL／LE PIETRE SRLS

イデアルリビング イタリアキッチン・スナイデロのベストセラーWAYを 
ご紹介

イノセント インダストリアル空間演出 初出展

インベストデザイン
【無料ID配布中】 
電子帳簿保存法対応のWEBサービス 新

ウッドテック 理想的な住空間、今までにないリビング収納を 
御提案致します。

URIMAT Japan
地球環境に優しく、
災害時の安心をご提供できる小便器 新

NSリノベーション マンションの給排水設備のリノベーション工事専門業者
となります

ＮＪＳ日本住宅新聞社 全国の工務店が取組む住まいづくり情報紙 
「日本住宅新聞」

エフワンエヌ 浴室リニューアル工法（エフユニックス）

EL JEWEL 
LIGHTING

欧米の最新デザイン・インテリア照明が
数千種類以上！ 新

Austrian Pavilion

オーセブン
iＰadで提案！
スピードプランナー・カタリノ（実演あり） 実

岡田工業／ＳＭＲＣ
ヴァーチャル展示場LIVRA 3D／ 
大型地震対策UFO-E 新 実

CANADA WOOD 
PAVILION
CANADA WOOD 
HYBRID HOUSE

クアンド
遠隔施工管理ツール 
SynQ Remote（シンクリモート） 実

加茂建具協同組合・
加茂木製サッシ組合 加茂サッシ 加茂建具

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・
トーホー

東濃桧、県産材木製品、JAS製材品、囲柱ラーメン、
火バリ

共和成産 意匠性の高い木質建材

クボタ
大空間で手間要らずの業務用加湿空気清浄機 
ピュアウォッシャー 実

クラルテ FIANフラワー

グリーンフィールド
ホテル・ショップ等商空間向け人工壁面緑化 
「ビスタフォリア」、人工芝の展示等 新

GROOVE 耐久性の高い遠赤外線電気式床暖房 実

ゲーテハウス
自然な素材感と自由な表現が 
魅力のゲーテウォール。 新

建装工業 マンション大規模修繕工事のリーディングカンパニー

建築知識

光洋化学
新発売！65年に及ぶ技術力の集大成！ 
養生テープの新製品あり。 新

剛力建設
金喰い虫の機械式駐車場を解体し、 
平面化する「スマートデッキ」のご紹介 新

コダマ 
コーポレーション

３Dデータと図面が完全連動を実現！ 
BIM対応3次元CAD

CONIT 現場情報共有ツール「SITE」 実

コンピュータ 
システム研究所 住宅営業支援システム「ALTA Revolution」 実

サイエンス ファインバブルでの製品多数！デモ実演あり 新 実

SAILBUS スマート照明、調光器具、スマートホテル、電気カーテン 新 実

サインアーテック
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 実

酒井化学工業 国産！調湿気密シート

三協エアテック
お客様のプライバシーは守りつつ個室内の状況を常時監
視します。 新 実

SANDECO JAPAN
SANDECO社日本初上陸！ 
ブース内でデモ実演！ 新 実

シー・ファースト 無水ローラー式灰皿Clear Cigarette CareⅡ 新 実

静岡県 
木材協同組合連合会

静岡県の多様な木材製品を確かな品質で 
お届けします！ 新

静科
住建での騒音トラブルを解決！安心の防音工事！ 
デモ実演あり！ 新 実

システムサポート
「建て役者」が商談や工事情報などを 
ひとつに一元管理 実

住宅環境社 月間エクステリア・ワーク　別冊冊子配布予定

神栄ホームクリエイト
集合住宅向け宅配ボックス等、
住宅部品を多数展示いたします。 新

新建ハウジング 「工務店ミライセッション2022」

シンコール北陸 マグネットがつくキッチンパネル。 
厚さ１．５ｍｍリフォーム用フローリング

助太刀
建設業向けマッチングプラットフォーム 助太刀／ 
助太刀社員 実

スリーエステクノ
快適な住環境には床暖房！ 
～幸せは足元からやってくる～ 実

セイキ販売 窓の断熱・遮熱製品からエクステリア製品を展示

セイコーステンレス オーダー寸法で製作できる物干しパイプ、懸垂バー、 
布団干し

全国タイル工業組合 セラミックタイル 新

全日空商事
ANAグループで採用している衛生対策やSDGs関連商品
を出展！新製品、デモ実演あり 新 実

ゼンリンデータコム
商業施設のルート案内と施設管理を同時に実現する屋内
マップ！ 実

ソニーネットワーク
コミュニケーションズ 

戸建て向け簡易スマートホーム＋インターネット複数年
一括プラン

ダイソン HEPAフィルターを搭載した速乾かつ衛生的な 
ハンドドライヤー

ダイテック 住宅会社、工務店向けのクラウドサービス 実

大日本木材防腐 高性能木材展示

大陽工業 MIKAZE LED脱臭照明 実

タツフト
洗濯機、冷蔵庫、室外機、 
電子レンジの脚に敷くゴムマット‼ 実

中央電力
マンション課題解決を実現する
サービスをご紹介！ 新 実

中国パビリオン

ティ・カトウ
木やせに追従し緩まない耐震座金タイトニックを 
はじめ、開発中の新製品など多数展示予定 新 実

ディーエイチシー 高強度な透水性舗装を実現！ 新 実

T.K.K. 
エボリューション

給水管劣化対策の決定版！ 
水の質を変え、赤錆を黒錆に変える！

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】
無料読者登録受付中！

DTS 施工管理ソリューション

デニカ／ブルム ブルム社製引出レール、スライドヒンジ、フラップ金具

DongGuan City 
HengYi Wood 
Industry

新型合板、初来日 新

トーソー
ハンギングバーを使って 
新しい暮らしをはじめてみませんか？ 新 実

ナータッグビルディ
ングサプライ 高性能ウエザーメイトプラス

中西金属工業 築25年超のマンションにお住いの方必見！ 
意外と知らない窓の話

中本造林
国産材　造作用化粧材　新製品多数有り  
自然素材でSDGs 新

なかやしき 家を守る制震金物！ 
新発売を記念して制震シュミレーション実施

奈良県 
木材協同組合連合会 奈良県産の杉、桧の製材品並びに木材加工品

西崎ベース ピクトサイン専門店 西崎ベースは 
「誰でも簡単組立て・取付け」

ニチレイマグネット
磁石が使える不燃磁性建材、
磁石を利用したインテリア・タイル等 新

代 （々山長商店、 
エンデバーハウス、 
日本エムテクス）

プレカット材、断熱材、アップサイクル建材

日本住宅管理組合協議会 管理組合運営全般の相談業務

日本建材・ 
住宅設備産業協会 当協会は建材・住宅設備産業の振興を図ります。

日本遮熱
遮熱材「トップヒートバリアー」による 
体感ブースも展示 新 実

日本しろあり対策協会 シロアリ予防の啓蒙普及しています

日本全昇貿易 サスティナブルで機能的な竹を使った 
新しい提案「バンズ―」

日本防水協会 漏水・防水に関する問題解決をめざす 
公平・公正な第三者機関です

ネクスコ東日本 
エンジニアリング

トイレの使用状況表示、 
トイレの忘れ物防止に関する製品を出展！ 実

ネットデータ
土地なし客への追客ツール決定版「土地ＢＡＮＫ」 
実物操作可能 実

ハウゼコ ５０年の屋根通気立平デネブエアルーフ出品予定 新

バクマ工業 新型換気口のご案内

パスコ 
コーポレーション

新人営業でも注文が取れる！ 
住宅営業支援シュミレーター、新発売 新 実

BATHROOM 
DESIGN I-SPA Air Freestanding Bathtub

浜松市
浜松市の天竜材（FSC認証材）の 
魅力をお届けします！ 新 実

ビー・アンド・プラス
ワイヤレス給電技術を使った
コードレスな生活空間を実現します！ 新 実

ピー・エイチ・ワークス Textile LED Box

BFFホールディングス 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

Ｐ・Ｃ・Ｇテクニカ／
Ｐ・Ｃ・Ｇ ＴＥＸＡＳ マンション排水管は取替えずに甦える！

Business Oulu 
(City of Oulu) 
Hirsiset、Timber-
Hirsi

loghouses 、 logmaterials

日野興業
仮設トイレのリーディングカンパニーとして 
多彩な商品を展示！ 新

物件王 建築会社・工務店からの不動産仲介業参入を 
トータルサポート

フラッグス
トイレの蓋に貼る抗菌・抗ウイルス・消臭の 
作用があるシｰト 新 実

プリマ
高品位なフェイクグリーン製品で空間創りの 
ご提案をいたします。 新

ペレットストーブ　
エコティ 西村精工

炎と共に暮らすゆとり、暖かさへのこだわりを 
実感してください。 実

ホロラボ mixpace.

マインドシェア
「ウルトラファインバブル」で洗浄効果UP！ 
尿石除去にも！ 新

松岡製作所 オーダーキッチン

丸三タカギ 宅配再配達を減らせ！！宅配ボックス搭載門柱 新

マルトク 木と鉄の階段を展示します 新

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 
木材協同組合連合会 三重県産材・JAS製品の展示・PR

ミズタニバルブ工業
泡ミストの力で手の汚れがキレイに落ちる 
唯一の自動水栓手洗器 新 実

MISUNG JAPAN 照明等製品を取り扱い

三菱地所住宅加工
センター 脱炭素社会実現の為コスト的にも優位な木造化建築の提案

宮崎県 
木材協同組合連合会

スギ生産量日本一の宮崎県から、JAS構造材等を 
ご紹介します

無添加住宅 石油から作られた建材から無添加でありたい。
無添加住宅

メガソフト 3Dアーキデザイナー 新 実

ユニソン 庭時間を充実させるエクステリア商品と空間提案 新

ユニットシステム 
エンジニアリング USE情報共有パッケージ

吉野石膏
外壁用下地耐力面材にできる石膏ボード！ 
タイガーＥＸハイパー 実

よし与工房 ロートアイアン製品（階段手摺・面格子・棚受等） 新

ライヴス 代理店募集！水回りの革命！ 
家中どこでもウルトラファインバブル

LIXIL
いっしょに考えます、トイレのこと 
■A-SPEC■設計アシスト 実

Replan住まいナビ IoT住宅関連製品あり、初出展 
AI活用住宅画像DBで貴社住宅実例をユーザーに広報

ルミカ
二酸化塩素の力で
消臭・カビ臭対策・ノロウイルス対策 新 実

本企画では、トイレに関連する企業・団体
の協力のもと、各社が今、考える「快適
なトイレ」を知ることができます。住宅、
公共、災害時、建設現場、イベント等、各
シーン別の「快適なトイレ」について展
示を行います。

【日本の快適なトイレ企画展示出展者】
アメニティ／アルボース／e6s／
エクセルシア／SFA JAPAN／総合サービス／
熊谷組／中央大学トイレ研究会若手の会のflush／
クラシアン／コマニー／SARAYA／サンケイサポート／
C-SOS／全国低層住宅労務安全協議会／
ダイソン／千葉ロッテマリーンズ／トヨタ自動車／
WOTA (順不同、予定）

日本トイレ協会監修

最新情報・来場事前登録はコチラから

当社はNO.     ブースに出展しております。
ご来場を心よりお待ち申しあげております。

製品・出展者検索システム
（WEBガイド） 製品を一気に検索できる！

ジャパンホームショー
http://www.jma.or.jp/homeshow/

検 索

検 索ジャパンホームショー
詳しくはW E B へ！

約700社/
1500

※2022年8月4日現在  同時開催展含む

ご案内状

ブースが出展
あなたの「困った」を解決する商材がすぐ見つかる！

見たい商品を展示している企業がすぐ見つかる！

建材 設備 デザイン SDGs カーボン
ニュートラル

働き方
改革 IoT 住宅

防災

一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会／一般社団法人リビングアメニティ協会
一般社団法人住宅生産団体連合会／公益社団法人日本建築家協会

共  催

外務省／経済産業省／国土交通省／林野庁
独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）／
独立行政法人住宅金融支援機構   （順不同）

後  援

主  催

出 展 者 一 覧 注目製品を見て、触って、体感できるチャンス！
新製品あり 実演あり

注目企画が盛りだくさん！
みらいのたね賞

建築に関する最新の情報・技術・製品に出会える専門展示会

建築に関する

情報・技術・製品が多数出展！

東展示棟

ジャパン
ホームショー

第44回
トイレ・バス・

キッチン空間・設備フェア

第7回
イノベーションオフィス

総合展

第5回

ふるさと建材・
家具見本市

第17回
団地・マンション

リノベーション総合展

第6回

店舗・商業空間
デザイン展

第8回
トイレ
産業展

裏面に
講演会情報掲載中！

第8回

解体・リノベーション
総合展

第1回

2022.10.26     28

出展者 出展製品・みどころ 出展者 出展製品・みどころ 出展者 出展製品・みどころ 出展者 出展製品・みどころ

ゲスト選考委員に 建築家 宮崎 浩 氏をむかえ、展示会場内の出展製品の中から、
優れた建築を生み出すことに貢献しうる優れた製品、未来への布石となる製品を
表彰します。

企画展
「日本の快適なトイレ」

学生プロジェクトデザイン
コンペティション2022開催！

テーマは『社会とつながる私のビジョ
ン』です。
会期中には応募作品を展示します。
フレッシュで斬新な学生のアイディアを
お楽しみください。

おもてなしの心を伝え続ける八芳園が考える、

お茶の場コミュニティ

「おもてなしの心」を伝え続ける八芳園
と「お茶文化」を作り上げてきた伊藤園。
“もてなし”と”しつらい”の美学と言われ
る茶道をオフィスへ落とし込むことで、
今を生きる人々の感性や対話が、新し
い価値や時間を作り出す。
懐かしい、でも新しい、新たな発想で
今後のオフィスの在り方を提案する企
画エリアで令和のお茶体験をお楽しみ
ください。

3日間で60セッション100名以上の方々が登壇予定！

デザインファースト
コミュニケーションPROJECT

#新製品多数 #デモ実演も多数

日本の商環境の未来を
提案する

各種セミナー開催！！

新 実

受付時間 : 09：30～18：00（土日祝は除く） 電話 : 03-6809-2707 e-mail:helpdesk@k3c.co.jp

来場者ヘルプデスク来場についての問い合せ先

毎日
みらいのたね賞
ツアー開催します！

詳しくは
こちら ▼

八芳園／伊藤園企画協力

HEAD研究会企画協力

日本能率協会／HEAD研究会主催 アルファ企画企画協力

日本商環境デザイン協会企画協力

プロジェクトスタッフの空間デザイナー
が、皆様の「デザイン」の拘りに丁寧に
お応えしていきます。デザインを優先し
ながらも、人に優しく社会に貢献できる
イノベーションをご提案しますのでぜひ
お立ち寄りください。人気アーティスト
の作品展示もお楽しみいただけます。

JCDは60年以上に渡り様々な活動を通して
日本の商環境デザインを牽引してきました。
時代を創造する新たな価値とともにデザイン
を通じて商環境の未来を提案していきます。
【展示内容】JCD活動内容・プロダクトオブザイヤー受賞4製品
ゼロポッド（グッドデザイン賞、日本空間デザイン賞銀賞受賞製品）

ワイ・エス・エム／四国化成工業／
パナソニックエレクトリックワークス社／
マテリアルワークス／
マリオデルマーレ一級建築士事務所
（順不同、予定）

必見!

NEWNEW NEW NEW NEW

（法人格省略）

NPO日住協セミナー
日本住宅管理組合協議会主催

劇的に変わる!?テクノロジー×暮らしの新潮流
主催

詳細は
HPへ

新建ハウジングセミナー

エクスナレッジ主催

建築知識DAY
https://www.s-housing.jp/ミライセッション2022 検索

新建新聞社主催

「仮の住まい派」と
「終の住まい派」

建築家／
東京大学名誉教授

内藤 廣 氏

SUPPOSE DESIGN OFFICE
代表 建築家・起業家

谷尻 誠 氏

次世代の空間と
仕事のデザイン手法

旅の居場所

建築家／
東 環境・建築研究所

代表取締役
東 利恵 氏

©ナカサアンドパートナーズ

NEW

参加
無料



商業空間・オフィスの

未来を
考える
ワーキングメンバー

商業空間・オフィスの

未来を
考える
ワーキングメンバー

商業空間・オフィスの

未来を
考える
ワーキングメンバー

商業空間・オフィスの

未来を
考える
ワーキングメンバー

26日（水）
10:30
▼

11:20

27日（木） 28日（金）

11:40
▼

12:30

12:50
▼

13:40

14:00
▼

14:50

15:10
▼

16:00

「仮の住まい派」と「終の住まい派」

日本建材・住宅設備産業協会 エネルギー委員会／
断熱材普及部会／普及・広報分科会　秋山 均

登壇者調整中

T.K.K.エボリューション
中島 博泰

LIXIL住宅研究所 情報戦略部
菅田 尚之

（ユニットシステムエンジニアリング）

京浜管鉄／マルナカ／いずみテクノス
NPO日住協 副理事長　西山 博之

建装工業／NSリノベーション
NPO日住協 理事長　上地 光男

中央電力 マンション事業本部 東日本開発営業部長
佐藤 光宏

ダイテック　江谷 晃

PCGテクニカ
NPO日住協 会長　柿沼 英雄

ダイソン
Dyson Professional Professional Sales Executive

草野 史也

建築と不動産をつなぐ新しいビジネスモデル　脱炭素時代の建築の作り方

情報技術で変わる建築
―BIM、デジタルファブリケーション、コンピューテーショナル・デザイン、IoT

住宅設備・建材とSDGs　～メーカー集団の挑戦～

高層純木造耐火建築「Port Plus」脱炭素社会に向けた断熱リフォームの普及促進
１）断熱リフォームの現状　２）改めて学ぶ断熱リフォーム

人生100年時代の豊かな住生活の実現に向けて(仮)
ーこれからの住生活産業の取組みー

第6回日本エコハウス大賞シンポジウム
どこまでやる？エコハウスの理想と現実
審査員×受賞者で議論する
１テーマ30分×３ラウンド

高台の緑に溶け込む、森の中の学び舎
ー流山市立おおぐろの森中学校

都市の木造化を標榜するTIMBERIZEから10年余、
日本の都市木造はどこまで来たか

26日（水）
10:30
▼

11:20

27日（木） 28日（金）

11:40
▼

12:30

12:50
▼

13:40

14:00
▼

14:50

15:10
▼

16:00

住まい×Techの可能性 
スマートホームの
日米アジア圏のトレンド

劇的に変わる!?テクノロジー×暮らしの新潮流

住宅業界に求められる視点とビジネスとしてのスマートホーム（仮）

YKK APとPanasonicが想う 
”未来の家” 実棟検証 ”真鶴の家” プロジェクト
１）身近にあるテクノロジーを活用したスマートハウスの実棟検証
２）業界の人材不足を補う為の、住宅のパネル化と住宅の企画化（規格化）

テクノロジーとAIが実現する、
住まい手を幸せにする
住まいのカタチ

実棟検証から企画（規格化）そして販売へ
１）企画住宅（規格化）のつくり方ノウハウ
２）企画（規格化）住宅の販売ビジネス／シェアビジネスHiLとは？

26日（水）
10:10
▼

11:10

27日（木） 28日（金）

11:40
▼

12:30

13:00
▼

13:50

14:20
▼

15:10

15:40
▼

16:30

次世代の空間と仕事のデザイン手法 文教大学東京あだちキャンパスの開設にあたって～施主・ＣＭ・設計・ＦＦＥの各々観点から～ なぜ Ginza Sony Park はユニークなのか？
～余白を活用したブランドアクティベーション～

音声と嗅覚が導くウェルネスサービスの潮流チームラボアーキテクツが考える、
デジタルにより変化した、時間、身体、空間

グッドデザイン賞受賞デザインセミナー
「REVZO虎ノ門：ポストコロナのオフィスデザイン
ー新しい価値を創出する賃貸オフィスのあり方」

空間デザインの未来／美しさか社会性か

オフィスの力を、人のコミュニケーションから考える

グッドデザイン賞受賞デザインセミナー
『グッドデザイン賞2022年度
最新受賞デザインからからみる
店舗・商業空間のいま（仮）』

焦点を発し、未来にひらかれた空間をつくる海外商業施設に見る傾向と今後の複合施設の可能性

26日（水）

10:10
▼

11:00

27日（木） 28日（金）

※当日も空きがあれば聴講頂けます。一部「建築士会CPD対象プログラム」へ申請予定。詳しくは公式HPをご覧ください。

11:20
▼

12:10

12:30
▼

13:00

13:20
▼

13:50

AI・MRを活用した快適・安心なサードプレースの創造
－3×3 Lab Futureにおける産学連携の取組み－（仮）

～大規模修繕の考え方と施工事例～
大規模修繕工事と設備改修

～大規模修繕の考え方と施工事例～
管理計画認定制度と大規模修繕工事

～大規模修繕の考え方と施工事例～
設備改修と施工会社

「攻め」のBCPへ発想転換
～分譲マンションの財務適正化とBCPを両立するには？～

住宅業界のDXを成功に導く
「注文分譲クラウドDX」

いま、気になるハンドドライヤーの衛生性 JapanHome＆BuildingShow 特別企画
『学生デザインコンペティション2022』
最終審査会・授賞式

26日（水）

14:10
▼

14:40

27日（木） 28日（金）

15:00
▼

15:30

15:50
▼

16:20

調整中 調整中  特別企画
「Future→.」
～ウェルビーイングの
　未来を探る～ 

ネットワーキングタイム（予定）
飲み物と軽食をご用意しております。
名刺交換や交流タイムとしてご活用ください。

JapanHome＆BuildingShow 特別企画
『学生デザインコンペティション2022』
最終審査会・授賞式

調整中

音声で健康状態を測る文化づくり！

住宅建築現場における
品質チェックのデジタル化に挑戦！
パッケージ開発によるシステム構築

老朽化した水道管の劣化対策
ーサビをもってサビを制すー

※8月4日現在の情報です。講演者、講演内容が変更になる場合がございます。ご了承ください。 最新情報は、公式ホームページをご確認ください。

（法人格・敬称略）

建築知識DAY

A 講演会場

B 講演会場

C 講演会場

D 講演会場

Recommend ＃工務店  ＃ハウスメーカー
＃設計事務所 ＃建築関係者

約60セッション100名以上の方々が登壇予定！業界動向が学べます
Recommend

＃スマートホームやテクノロジーに興味あり
＃工務店・設計 ＃トイレに興味あり

Recommend
＃新製品に興味がある ＃各社の取り組みに興味がある
＃管理組合、管理会社 ＃学生のアイディアに興味あり

Recommend
＃設計事務所 ＃建築家 ＃デザイン会社 
＃ゼネコン・デベロッパー  
＃施設オーナー ＃空間活用に興味あり

すべての講演を無料で聴講できます！ Web事前登録から申込受付中

13:30～15:00

14:00～17:00

15:50～16:20

14:10～14:40

働きかた改革や、コロナ禍でオフィスのあり方も大きな転換期を迎えています。こうした条件下において、現在自
社のオフィスについてもリニューアルに取り組んでいます。現在、進行中のオフィス計画の事例も交えながら、コ
ミュニケーションを引き起こす空間の視点から、オフィス空間のあり方や可能性についてお話します。講演はオ
フィス領域を専門に携わっているデザイナーとのトークのスタイルでより実践的な内容にふれていきます。

建築のDXは設計や施工などの建設産業の業務効率化の域を超え、
建物や都市のスマート化を通じて社会活動全般のDXにも連続する
総合的な変化である。その中核となるBIM、デジタルファブリケーション、
コンピューテーショナル・デザイン、IoTの４つの情報技術を国内外の
動向を紹介しながら概観し、情報技術で変わる建築の将来を展望する

高層・大規模の木造建築の実現には、耐火性能や耐震
性能の確保、材料の調達、施工方法の確立といった様々
な課題があります。当社がこれまで培ってきた技術を活か
して建設に取り組んだ11階建て高層純木造耐火建築物
「Port Plus」をご紹介します。

2022年4月に開校した、大規模で耐火・準耐火木造校舎の流山市立おおぐろの森
中学校を、昨年度竣工した準耐火木造校舎の流山市立おおぐろの森小学校と比較
する。小中学校合わせて6,000の木材を使い、中学校では構造材の100%を国産材
とした内容や、中層建物の一般化に向けて、接合部や高耐力壁の検証について紹
介する。サプライチェーン管理を行うこととのSDGs貢献内容についても紹介する。

昨年8月に示された脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方では、
2050年に目指すべき住宅・建築物の姿として「ストック平均でZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能
を確保」とあるが、そのためには既存住宅の省エネ性能向上、即ち断熱リフォームが必要不可欠であ
る。本セミナーでは断熱リフォームの現状と課題を再確認し、断熱リフォームの更なる促進を目指す。

会場全体図

これからのウェルビーイングの未来を語るSpecial企画です。
業界を問わず、様々な分野でご活躍頂いている皆様による
トークセッションと回の最後にはネットワーキングタイムもご用
意しています。新しいアイディアを学びに来てください。

ヘ
ル
ス
ケ
ア

学
生
コ
ン
ペ
最
終
審
査

学
生
コ
ン
ペ
最
終
審
査

第
38
回
全
国
ト
イ
レ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

住宅・建築物の省エネルギー対策を巡る最新動向
本年改正された建築物省エネ法の内容や省エネに取り組む住宅・
建築物への支援措置など、住宅・建築物の省エネルギー対策を巡る
最新動向を説明します。

国土交通省 住宅局参事官（建築企画担当）付 課長補佐
野口 雄史

定員
150席

定員
150席

定員
150席

定員
100席

開催期間中東展示棟全館を使った横断スタンプ
ラリー企画を開催！
旅行券やクオカードなど豪華景品が当たる抽選
会にご参加頂けます。

東展示棟合同
スタンプラリー実施！

「電気代」を掘り下げたら見えてきた！
脱炭素時代の家づくり

11:20～12:20 硝子繊維協会協賛

森と一緒に考える、
JAS製材の木造建築

14:10～15:10 全国木材組合連合会協賛

参加無料！豪華景品が当たる！

ＳＤＧｓ時代のトイレとメンテナンス

経済産業省における住宅産業政策の動向（仮）

経済産業省 製造産業局生活製品課・住宅産業室長
原田 富雄

ゆりかもめ
国際展示場正門駅

りんかい線
国際展示場駅

西1・2ホール西1・2ホール

東8ホール

東7ホール

東8ホール

東7ホール

東4・5・6ホール

東1・2・3ホール

西3・4ホール西3・4ホール
可能！
相互入場

住宅には二つの傾向がある。所詮、世の中は当てにならな
いのだから短い時間でも楽しめる方がいいと考える人たち。
一方で、覚悟を決めてその場所を最後の居所と考える人たち。
この違いが、建築家が設計する住宅の姿形に現れる。さて、
あなたは「仮の住まい派」、「終の住まい派」、どちらですか。

脱炭素社会では建築はゼロカーボンにならなくてはならな
い。その具体的な方法と効果、それが作り出す社会につい
てお話しさせていただきます。

今年3月に住宅生産団体連合会が公表した「住生活産業
ビジョン Ver.2021」より、これからの住生活産業が取組む
べき課題と役割、また住宅税制の抜本見直しなど国に期
待する取組みを分かりやすくお話しします。

建築家／東京大学名誉教授　内藤 廣

東北芸術工科大学 教授／みかんぐみ
竹内 昌義

東京大学 生産技術研究所・教授
腰原 幹雄 日本設計 プロジェクト管理部フェロー　小泉 治

住宅生産団体連合会 住宅税制・金融委員会 委員長／
三井ホーム 取締役 専務執行役員　山本 実

建築デザインの分野と、不動産分野は、一般の建て主から
すると隣り合う業界ですが、専門家間では縦割りで分断さ
れていることが多く、それぞれの組合せが新しいビジネスモ
デルを作ります。

創造系不動産 代表取締役
高橋 寿太郎

東京大学 工学系研究科建築学専攻 特任教授　池田 靖史

大林組 設計本部 木造・木質設計推進部
太田 真理

旅の居場所
旅のスタイルが多様化する中で、ハード側ではどのような提
案を行っているか、実作を通して紹介いたします。

建築家／東 環境・建築研究所 代表取締役
東 利恵 ©ナカサアンドパートナーズ

建築家
伊礼 智

建築家
三澤 文子

東京大学大学院
准教授

前 真之

夢・建築工房
代表取締役

岸野 浩太
建築家

竹内 昌義

リビングアメニティ協会 専務理事　加藤 永

イノベーションオフィスの最前線
チームの創造性を高めるオフィスのしかけ

15:00～15:30

働く場所は集合か分散か。いつでもどこでも働ける環境となり企
業経営と働き方、オフィスの在り方が注目されています。重要な
ことはチームの創造性を高めること。イノベーションオフィスの先
進事例からこれからのオフィスを展望します。

コクヨ ワークスタイルイノベーション部　齋藤 敦子

当社は、コロナ禍でストレスや鬱などの状態、高齢者で問題とな
る認知症の予兆や食べ物を飲み込む機能の低下、新型コロナ
感染症の重症度、医療的なトピックでもある心不全の状態まで
音声のみで判定可能な技術を研究開発しており、そのご紹介を
させて頂きます。

PST 代表取締役　大塚 寛

住宅設備・建材メーカーの集まりとして、モノづくりを通じた
省エネ・節水・健康等の目標達成に貢献するための取組事例
や、省エネ住宅設計に役立つツール等を解説。また、モノ
づくりを通じた取組を超えて、社会問題分野での目標達成
貢献に挑戦すべく新たに取り組むプロジェクトを紹介。

いま世界では音や光、ニオイなどによって五感の刺激をやわらげ、ストレスを緩和
し、落ち着かせる空間やサービス、さらに音声から体調不全の兆候を発見しワーク
ライフバランスを管理できる技術が出てきています。その世界の潮流をPST社の
大塚様と一緒に紹介をしていきます。

2022年みらいのたね賞選考委員の建築家３名による特別なトークセッションです。
今年のゲスト選考委員は2022年 JIA日本建築大賞を受賞した宮崎 浩 氏です。
2022年度の選考の裏話や建材のトレンド、どのような視点で建材を
採用しているか等の普段お聞きできない貴重なお話を頂きます。
トークセッション冒頭には、2022年度みらいのたね賞授賞式も実施します。
ご興味があるかたはどなたでもご参加頂けます。

建築家・起業家 谷尻 誠氏は多くの建築・空間設計をしながら、既存の枠組みを超えた様々な事業を
手がけられ、注目を集めています。オフィスと共存する食堂である「社食堂」、設計という視点から観察
することで敷地のポテンシャルを引き出す不動産会社「絶景不動産」、空間デザイン検索サービス
「TECTURE」といった多様な活動展開の背景にある、これからの建築、空間、仕事に
対する独自のヴィジョン、そしてデザイン手法について、ジャパンホーム＆ビルディング
ショーの実行委員でもある建築家 山本想太郎氏が聞き手となってお話を伺います。

少子高齢化が加速しマーケットの縮小が現実化している中、東京２３区内に約東京ドーム1個分の大規模なキャンパスを開設する背景
を施主である文教大学学園が、そして今、建設業界で需要が高まっているＣＭ（コンストラクション・マネジメント）がどのように機能したの
か、施主の並 な々らぬ想いを設計やＦＦＥ設計がどのように具現化しデザインしたのか、一連の建築工事から４者各々の視点で語ります。

文教大学学園 常務理事・法人事務局長　本田 勝浩
山下PMC 事業創造推進本部 プロジェクトマネージャー　三岡 裕和

パワープレス 教育・公共ソーシャルデザイン部 部長　小山 誠之
日本設計 第1建築設計群 チーフアーキテクト　生木 仁志

PST 代表取締役
大塚 寛

Webrain Think Tank LLC,
Co-Founder
マサ 岩崎

エコッツェリア協会
三菱地所

 エリアマネジメント企画部
 3×3LabFuture館長

 マネージャー　神田 主税

東京工業大学
環境・社会理工学院

建築学系 助教
海塩 渉

【聞き役】山本想太郎設計アトリエ 代表　山本 想太郎 【聞き役】山本想太郎設計アトリエ 代表　山本 想太郎

働き方改革やCOVID-19流行を契機として、働く場の多様化が進んだ。不特定多数のビジネスワーカーが訪
れるサードプレースは、快適に働けることは勿論、安心感の醸成が鍵となる。そこで大手町でビジネス交流を進
めるサードプレース「3×3 Lab Future」における、快適性の向上や安心感の醸成を目的とした産学連携の取
組み事例を紹介する。具体的には、熱画像×AIに基づく空調制御や、数値流体解析×MRによる飛沫核挙
動の実空間への投影について概説する。

SUPPOSE DESIGN OFFICE 代表 建築家・起業家　谷尻 誠

２０１８年８月に銀座に誕生したGinza Sony Park。なぜソニーが公園を作るの
か？Ginza Sony Park が与えた影響とは？Ginza Sony Park 誕生から現在まで
の変遷を探ります。２０２４年の完成を目指し建設工事中の新しい
Ginza Sony Parkに向けた新たな実験的活動の一部をご紹介しま
す。後半には、事前に聴講者に募集をした質問にもご回答頂きます。

ソニーグループ シニアアート ディレクター　城ケ野 修啓

丹青社 デザインセンター
コミュニケーションデザイン局

クリエイティブディレクター
安元 直紀

丹青社 デザインセンター 
エグゼクティブ

クリエイティブディレクター
洪 恒夫

パナソニック エレクトリックワークス社
 マーケティング本部

ソリューション事業統括部 統括部長
伊藤 政博

YKK AP 
事業開発統括部長

東 克紀

FANFARE
代表取締役
梶原 清悟

ワールドハウジングクラブ 取締役
YKK AP 事業開発統括部長

東 克紀

【選考メンバー】
山本想太郎設計アトリエ 代表

HEAD研究会 副理事長　山本 想太郎

【選考メンバー】
HEAD研究会

特別顧問
松永 安光

【ゲスト選考員】
プランツアソシエイツ 代表

宮崎 浩

窪田建築都市研究所 代表／
JCD 日本商環境デザイン協会 理事長　窪田 茂

日本空間デザイン協会（DSA）正会員 理事、
和光 デザイン部 部長 アートディレクター、ディスプレイデザイナー　武蔵 淳

【ファシリテーター】日本空間デザイン協会（DSA）正会員 理事、
ノムラメディアス クリエイティブエンジニアリング統括部 
エグゼクティブクリエイティブディレクター　山田 祐照

日本空間デザイン協会（DSA）正会員、
丹青社 デザインセンター プリンシパルクリエイティヴディレクター　上垣内 泰輔

乃村工藝社 RENS クリエイティブディレクター　松浦 竜太郎

乃村工藝社のRENSを率いる松浦竜太郎氏。レストランやブティック、ホ
テルやスペシャリティストア、空港やミュージアムまで、多岐にわたる空間デ
ザインに取り組んでいます。今年開業した「ホテルオークラ京都 岡崎別
邸」では、伝統工芸を担う後継者とのコラボレーションにより、新時代の京
工芸を体感できるホテルとして注目を集めています。これまでの仕事を通じ
て、RENSのデザインアプローチについて語っていただきます。

イリア プリンシパルデザイナー　姫井 新

主に中国の大型商業施設設計の経験から数カ国の商業施
設やホテルなどを見る機会が多くありました。その傾向は年々
多様性を極め、様々な用途の施設がシームレスに融合し、よ
り大型化しています。それらの事例から今後の複合施設の可
能性をインテリアデザイナーの視点で分析します。

チームラボアーキテクツ 代表　河田 将吾

デジタルが社会に浸透し、生活は変わった。物質とは違い、デジタルは、質量も形も大
きさもなく、無限なもの。その無限なデジタルを、物理空間に展開したり、物質化させる
ことで、誰も体験したことのない、新しい空間をつくりだすことが可能になる。例えば、時
間、人々により変化し続けていく空間体験。そして、デジタル社会になったことで、コ
ミュニケーションの仕方も変化する中、身体の器としての生活空間はどうあるべきか?

川島範久建築設計事務所 主宰　川島 範久

2021年度グッドデザイン・ベスト100を受賞した「REVZO虎ノ門」は、未だ存在しているとは言
えない中規模賃貸オフィスに普遍的な形式を見出すプロジェクトとして高く評価されました。コ
ロナ禍を経て、オフィスに求められる役割や働き方がさらに変化している今、「REVZO虎ノ門」
の空間デザインを通じて、新しい価値を創出できる都心の賃貸オフィスのデザインを考えます。

エコッツェリア協会／三菱地所
 エリアマネジメント企画部
 3×3LabFuture館長

 マネージャー
神田 主税

山本想太郎
設計アトリエ 代表
HEAD研究会 副理事長
山本 想太郎

オンデザイン／
東京理科大学

准教授
西田 司

オープン・エー
代表取締役

建築家
東北芸術工科大学

教授
馬場 正尊

千葉工業大学
准教授

テレデザイン 代表
田島 則行

みらいのたね賞スペシャルトークセッション

コロナパンデミックによって、様々な価値や行動が変化
し、デザインが大きく変化しつつあります。JCDとDSAが
主催しているアジア最大級のアワード「日本空間デザイ
ン賞」から見えてくるデザインの未来を探ります。

【コーディネータ】Webrain Think Tank LLC,
Co-Founder　マサ 岩崎

16:30～17:10 

12:50～13:50

東京大学大学院 准教授
　前 真之

アトリエフルカワ一級建築士事務所
古川 泰司

みんなの都市木造を考える。
15:30～16:30 全国木材組合連合会協賛

東京大学 生産技術研究所 教授
腰原 幹雄グッドトイレ選奨 結果報告／協会からの案内・閉会挨拶／閉会

16:00～16:30

「グッドトイレ選奨」概要説明、展示「日本の快適なトイレ」の紹介
11:55～12:00

開会 実行委員長挨拶　白倉 正子
会長挨拶　小林 純子

10:30～

日本財団
常務理事

笹川 順平
渋谷区長

長谷部 健

「THE TOKYO TOILET」
プロジェクトオーナー

柳井 康治X-HEMISTRY
新貝 文将

LIVING TECH協会事務局長
長島 功

スタティスタ・ジャパン
カントリーマネージャー

津乗 学

「THE TOKYO TOILET」
プロジェクトを語る！

10:45～11:55 基調講演

【4者の包括者】
中日本高速道路
山本 浩司

【使う人代表】
「みんなにやさしいトイレ会議」

実行委員長
竹中 晴美

【守る人代表】
アメニティ／

トイレ診断士1級
鈴木 信宏

【作る人代表】
設計事務所ゴンドラ 代表

小林 純子

【持つ人代表】
渋谷区副区長
杉浦 小枝

【コーディネーター】
日本トイレ協会 メンテナンス研究会

副代表幹事
白倉 正子

持続可能なトイレ作りを、4者で考える
～設計から維持管理・マナー対応とは？～

13:00～14:45 パネルディスカッション

施設管理の集中管理と
トイレメンテナンスの未来
～デジタルの力で
　　労働力不足を補う～

これからの地球を守る持続可能な
生活雑排水の処理のあり方

月刊「ビルクリーニング」編集部
チーフ　比地岡 貴世

全国浄化槽団体連合会
会長

上田 勝朗

男だって汚物入れが欲しい！
ジェンダーフリーな
サニタリーボックスを～

事例紹介15:00～16:00

日本トイレ協会 セミナー 調査分析グループ

日本トイレ協会主催

日本能率協会／
HEAD研究会

主催

※西展示棟への入場の際は、
　別途来場登録が必要です。

講演会・セミナー
聴講登録はこちら

※10月26日（水）13：00～13：50のセッションは現在調整中です。

ビルメン

病院・介護施設
47

2

農業

人事・総務

インテリア

インテリア

7

店舗・商業空間デザイン展第8回

トイレ産業展第8回

クリエイティブエリア特 集

ジャパンホームショー第44回

ふるさと建材・家具見本市第17回

解体・リノベーション総合展第1回

団地・マンションリノベーション総合展第6回

トイレ・バス・キッチン空間・設備フェア第7回

イノベーションオフィス総合展第5回

NPO日住協セミナーNPO日住協セミナー NPO日住協セミナーNPO日住協セミナー NPO日住協セミナーNPO日住協セミナー

アクセルラボ
 取締役マネージングディレクター

宇田川 大輔

日本PCサービス
 執行役員 営業部長

瀧本 拓也

日鉄興和不動産
 住宅事業本部

 リビオライフデザイン総研室
佐藤 有希

リンクジャパン
 ホームIoT統括事業部

 ディレクター
土橋 照之

AIoTクラウド 取締役副社長
 兼 ビジネス開発統括部長

松本 融

リトルソフトウェア
代表取締役CEO
川原 伊織里

三菱地所
住宅業務企画部

DX・新事業ユニット 主事
 バリューチェーン推進室

橘 嘉宏

※10月26日（水）14：10～14：40、15：00～15：30の
　セッションは現在調整中です。

最新情報は
公式HPをご覧ください。

https://www.jma-onlineservice.com/10all/jp/registration_seminar.php

最新情報は
公式HPをご覧ください。

https://www.jma-onlineservice.com/10all/jp/registration_seminar.php

最新情報は
公式HPをご覧ください。

https://www.jma-onlineservice.com/10all/jp/registration_seminar.php

※10月26日（水）12：30～13：00のセッションは現在調整中です。 ※10月28日（金）12：30～13：00のセッションは現在調整中です。

※10月28日（金）12：50～13：50のセッションは現在調整中です。

最新情報は
公式HPをご覧ください。

https://www.jma-onlineservice.com/10all/jp/registration_seminar.php

最新情報は公式HPをご覧ください。

https://www.jma-onlineservice.com/10all/jp/registration_seminar.php

銀座四丁目・和光のショーウインドウから始まる空間力



商業空間・オフィスの

未来を
考える
ワーキングメンバー

商業空間・オフィスの

未来を
考える
ワーキングメンバー

商業空間・オフィスの

未来を
考える
ワーキングメンバー

商業空間・オフィスの

未来を
考える
ワーキングメンバー

26日（水）
10:30
▼

11:20

27日（木） 28日（金）

11:40
▼

12:30

12:50
▼

13:40

14:00
▼

14:50

15:10
▼

16:00

「仮の住まい派」と「終の住まい派」

日本建材・住宅設備産業協会 エネルギー委員会／
断熱材普及部会／普及・広報分科会　秋山 均

登壇者調整中

T.K.K.エボリューション
中島 博泰

LIXIL住宅研究所 情報戦略部
菅田 尚之

（ユニットシステムエンジニアリング）

京浜管鉄／マルナカ／いずみテクノス
NPO日住協 副理事長　西山 博之

建装工業／NSリノベーション
NPO日住協 理事長　上地 光男

中央電力 マンション事業本部 東日本開発営業部長
佐藤 光宏

ダイテック　江谷 晃

PCGテクニカ
NPO日住協 会長　柿沼 英雄

ダイソン
Dyson Professional Professional Sales Executive

草野 史也

建築と不動産をつなぐ新しいビジネスモデル　脱炭素時代の建築の作り方

情報技術で変わる建築
―BIM、デジタルファブリケーション、コンピューテーショナル・デザイン、IoT

住宅設備・建材とSDGs　～メーカー集団の挑戦～

高層純木造耐火建築「Port Plus」脱炭素社会に向けた断熱リフォームの普及促進
１）断熱リフォームの現状　２）改めて学ぶ断熱リフォーム

人生100年時代の豊かな住生活の実現に向けて(仮)
ーこれからの住生活産業の取組みー

第6回日本エコハウス大賞シンポジウム
どこまでやる？エコハウスの理想と現実
審査員×受賞者で議論する
１テーマ30分×３ラウンド

高台の緑に溶け込む、森の中の学び舎
ー流山市立おおぐろの森中学校

都市の木造化を標榜するTIMBERIZEから10年余、
日本の都市木造はどこまで来たか

26日（水）
10:30
▼

11:20

27日（木） 28日（金）

11:40
▼

12:30

12:50
▼

13:40

14:00
▼

14:50

15:10
▼

16:00

住まい×Techの可能性 
スマートホームの
日米アジア圏のトレンド

劇的に変わる!?テクノロジー×暮らしの新潮流

住宅業界に求められる視点とビジネスとしてのスマートホーム（仮）

YKK APとPanasonicが想う 
”未来の家” 実棟検証 ”真鶴の家” プロジェクト
１）身近にあるテクノロジーを活用したスマートハウスの実棟検証
２）業界の人材不足を補う為の、住宅のパネル化と住宅の企画化（規格化）

テクノロジーとAIが実現する、
住まい手を幸せにする
住まいのカタチ

実棟検証から企画（規格化）そして販売へ
１）企画住宅（規格化）のつくり方ノウハウ
２）企画（規格化）住宅の販売ビジネス／シェアビジネスHiLとは？

26日（水）
10:10
▼

11:10

27日（木） 28日（金）

11:40
▼

12:30

13:00
▼

13:50

14:20
▼

15:10

15:40
▼

16:30

次世代の空間と仕事のデザイン手法 文教大学東京あだちキャンパスの開設にあたって～施主・ＣＭ・設計・ＦＦＥの各々観点から～ なぜ Ginza Sony Park はユニークなのか？
～余白を活用したブランドアクティベーション～

音声と嗅覚が導くウェルネスサービスの潮流チームラボアーキテクツが考える、
デジタルにより変化した、時間、身体、空間

グッドデザイン賞受賞デザインセミナー
「REVZO虎ノ門：ポストコロナのオフィスデザイン
ー新しい価値を創出する賃貸オフィスのあり方」

空間デザインの未来／美しさか社会性か

オフィスの力を、人のコミュニケーションから考える

グッドデザイン賞受賞デザインセミナー
『グッドデザイン賞2022年度
最新受賞デザインからからみる
店舗・商業空間のいま（仮）』

焦点を発し、未来にひらかれた空間をつくる海外商業施設に見る傾向と今後の複合施設の可能性

26日（水）

10:10
▼

11:00

27日（木） 28日（金）

※当日も空きがあれば聴講頂けます。一部「建築士会CPD対象プログラム」へ申請予定。詳しくは公式HPをご覧ください。

11:20
▼

12:10

12:30
▼

13:00

13:20
▼

13:50

AI・MRを活用した快適・安心なサードプレースの創造
－3×3 Lab Futureにおける産学連携の取組み－（仮）

～大規模修繕の考え方と施工事例～
大規模修繕工事と設備改修

～大規模修繕の考え方と施工事例～
管理計画認定制度と大規模修繕工事

～大規模修繕の考え方と施工事例～
設備改修と施工会社

「攻め」のBCPへ発想転換
～分譲マンションの財務適正化とBCPを両立するには？～

住宅業界のDXを成功に導く
「注文分譲クラウドDX」

いま、気になるハンドドライヤーの衛生性 JapanHome＆BuildingShow 特別企画
『学生デザインコンペティション2022』
最終審査会・授賞式

26日（水）

14:10
▼

14:40

27日（木） 28日（金）

15:00
▼

15:30

15:50
▼

16:20

調整中 調整中  特別企画
「Future→.」
～ウェルビーイングの
　未来を探る～ 

ネットワーキングタイム（予定）
飲み物と軽食をご用意しております。
名刺交換や交流タイムとしてご活用ください。

JapanHome＆BuildingShow 特別企画
『学生デザインコンペティション2022』
最終審査会・授賞式

調整中

音声で健康状態を測る文化づくり！

住宅建築現場における
品質チェックのデジタル化に挑戦！
パッケージ開発によるシステム構築

老朽化した水道管の劣化対策
ーサビをもってサビを制すー

※8月4日現在の情報です。講演者、講演内容が変更になる場合がございます。ご了承ください。 最新情報は、公式ホームページをご確認ください。

（法人格・敬称略）

建築知識DAY

A 講演会場

B 講演会場

C 講演会場

D 講演会場

Recommend ＃工務店  ＃ハウスメーカー
＃設計事務所 ＃建築関係者

約60セッション100名以上の方々が登壇予定！業界動向が学べます
Recommend

＃スマートホームやテクノロジーに興味あり
＃工務店・設計 ＃トイレに興味あり

Recommend
＃新製品に興味がある ＃各社の取り組みに興味がある
＃管理組合、管理会社 ＃学生のアイディアに興味あり

Recommend
＃設計事務所 ＃建築家 ＃デザイン会社 
＃ゼネコン・デベロッパー  
＃施設オーナー ＃空間活用に興味あり

すべての講演を無料で聴講できます！ Web事前登録から申込受付中

13:30～15:00

14:00～17:00

15:50～16:20

14:10～14:40

働きかた改革や、コロナ禍でオフィスのあり方も大きな転換期を迎えています。こうした条件下において、現在自
社のオフィスについてもリニューアルに取り組んでいます。現在、進行中のオフィス計画の事例も交えながら、コ
ミュニケーションを引き起こす空間の視点から、オフィス空間のあり方や可能性についてお話します。講演はオ
フィス領域を専門に携わっているデザイナーとのトークのスタイルでより実践的な内容にふれていきます。

建築のDXは設計や施工などの建設産業の業務効率化の域を超え、
建物や都市のスマート化を通じて社会活動全般のDXにも連続する
総合的な変化である。その中核となるBIM、デジタルファブリケーション、
コンピューテーショナル・デザイン、IoTの４つの情報技術を国内外の
動向を紹介しながら概観し、情報技術で変わる建築の将来を展望する

高層・大規模の木造建築の実現には、耐火性能や耐震
性能の確保、材料の調達、施工方法の確立といった様々
な課題があります。当社がこれまで培ってきた技術を活か
して建設に取り組んだ11階建て高層純木造耐火建築物
「Port Plus」をご紹介します。

2022年4月に開校した、大規模で耐火・準耐火木造校舎の流山市立おおぐろの森
中学校を、昨年度竣工した準耐火木造校舎の流山市立おおぐろの森小学校と比較
する。小中学校合わせて6,000の木材を使い、中学校では構造材の100%を国産材
とした内容や、中層建物の一般化に向けて、接合部や高耐力壁の検証について紹
介する。サプライチェーン管理を行うこととのSDGs貢献内容についても紹介する。

昨年8月に示された脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方では、
2050年に目指すべき住宅・建築物の姿として「ストック平均でZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能
を確保」とあるが、そのためには既存住宅の省エネ性能向上、即ち断熱リフォームが必要不可欠であ
る。本セミナーでは断熱リフォームの現状と課題を再確認し、断熱リフォームの更なる促進を目指す。

会場全体図

これからのウェルビーイングの未来を語るSpecial企画です。
業界を問わず、様々な分野でご活躍頂いている皆様による
トークセッションと回の最後にはネットワーキングタイムもご用
意しています。新しいアイディアを学びに来てください。

ヘ
ル
ス
ケ
ア

学
生
コ
ン
ペ
最
終
審
査

学
生
コ
ン
ペ
最
終
審
査

第
38
回
全
国
ト
イ
レ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

住宅・建築物の省エネルギー対策を巡る最新動向
本年改正された建築物省エネ法の内容や省エネに取り組む住宅・
建築物への支援措置など、住宅・建築物の省エネルギー対策を巡る
最新動向を説明します。

国土交通省 住宅局参事官（建築企画担当）付 課長補佐
野口 雄史

定員
150席

定員
150席

定員
150席

定員
100席

開催期間中東展示棟全館を使った横断スタンプ
ラリー企画を開催！
旅行券やクオカードなど豪華景品が当たる抽選
会にご参加頂けます。

東展示棟合同
スタンプラリー実施！

「電気代」を掘り下げたら見えてきた！
脱炭素時代の家づくり

11:20～12:20 硝子繊維協会協賛

森と一緒に考える、
JAS製材の木造建築

14:10～15:10 全国木材組合連合会協賛

参加無料！豪華景品が当たる！

ＳＤＧｓ時代のトイレとメンテナンス

経済産業省における住宅産業政策の動向（仮）

経済産業省 製造産業局生活製品課・住宅産業室長
原田 富雄

ゆりかもめ
国際展示場正門駅

りんかい線
国際展示場駅

西1・2ホール西1・2ホール

東8ホール

東7ホール

東8ホール

東7ホール

東4・5・6ホール

東1・2・3ホール

西3・4ホール西3・4ホール
可能！
相互入場

住宅には二つの傾向がある。所詮、世の中は当てにならな
いのだから短い時間でも楽しめる方がいいと考える人たち。
一方で、覚悟を決めてその場所を最後の居所と考える人たち。
この違いが、建築家が設計する住宅の姿形に現れる。さて、
あなたは「仮の住まい派」、「終の住まい派」、どちらですか。

脱炭素社会では建築はゼロカーボンにならなくてはならな
い。その具体的な方法と効果、それが作り出す社会につい
てお話しさせていただきます。

今年3月に住宅生産団体連合会が公表した「住生活産業
ビジョン Ver.2021」より、これからの住生活産業が取組む
べき課題と役割、また住宅税制の抜本見直しなど国に期
待する取組みを分かりやすくお話しします。

建築家／東京大学名誉教授　内藤 廣

東北芸術工科大学 教授／みかんぐみ
竹内 昌義

東京大学 生産技術研究所・教授
腰原 幹雄 日本設計 プロジェクト管理部フェロー　小泉 治

住宅生産団体連合会 住宅税制・金融委員会 委員長／
三井ホーム 取締役 専務執行役員　山本 実

建築デザインの分野と、不動産分野は、一般の建て主から
すると隣り合う業界ですが、専門家間では縦割りで分断さ
れていることが多く、それぞれの組合せが新しいビジネスモ
デルを作ります。

創造系不動産 代表取締役
高橋 寿太郎

東京大学 工学系研究科建築学専攻 特任教授　池田 靖史

大林組 設計本部 木造・木質設計推進部
太田 真理

旅の居場所
旅のスタイルが多様化する中で、ハード側ではどのような提
案を行っているか、実作を通して紹介いたします。

建築家／東 環境・建築研究所 代表取締役
東 利恵 ©ナカサアンドパートナーズ

建築家
伊礼 智

建築家
三澤 文子

東京大学大学院
准教授

前 真之

夢・建築工房
代表取締役

岸野 浩太
建築家

竹内 昌義

リビングアメニティ協会 専務理事　加藤 永

イノベーションオフィスの最前線
チームの創造性を高めるオフィスのしかけ

15:00～15:30

働く場所は集合か分散か。いつでもどこでも働ける環境となり企
業経営と働き方、オフィスの在り方が注目されています。重要な
ことはチームの創造性を高めること。イノベーションオフィスの先
進事例からこれからのオフィスを展望します。

コクヨ ワークスタイルイノベーション部　齋藤 敦子

当社は、コロナ禍でストレスや鬱などの状態、高齢者で問題とな
る認知症の予兆や食べ物を飲み込む機能の低下、新型コロナ
感染症の重症度、医療的なトピックでもある心不全の状態まで
音声のみで判定可能な技術を研究開発しており、そのご紹介を
させて頂きます。

PST 代表取締役　大塚 寛

住宅設備・建材メーカーの集まりとして、モノづくりを通じた
省エネ・節水・健康等の目標達成に貢献するための取組事例
や、省エネ住宅設計に役立つツール等を解説。また、モノ
づくりを通じた取組を超えて、社会問題分野での目標達成
貢献に挑戦すべく新たに取り組むプロジェクトを紹介。

いま世界では音や光、ニオイなどによって五感の刺激をやわらげ、ストレスを緩和
し、落ち着かせる空間やサービス、さらに音声から体調不全の兆候を発見しワーク
ライフバランスを管理できる技術が出てきています。その世界の潮流をPST社の
大塚様と一緒に紹介をしていきます。

2022年みらいのたね賞選考委員の建築家３名による特別なトークセッションです。
今年のゲスト選考委員は2022年 JIA日本建築大賞を受賞した宮崎 浩 氏です。
2022年度の選考の裏話や建材のトレンド、どのような視点で建材を
採用しているか等の普段お聞きできない貴重なお話を頂きます。
トークセッション冒頭には、2022年度みらいのたね賞授賞式も実施します。
ご興味があるかたはどなたでもご参加頂けます。

建築家・起業家 谷尻 誠氏は多くの建築・空間設計をしながら、既存の枠組みを超えた様々な事業を
手がけられ、注目を集めています。オフィスと共存する食堂である「社食堂」、設計という視点から観察
することで敷地のポテンシャルを引き出す不動産会社「絶景不動産」、空間デザイン検索サービス
「TECTURE」といった多様な活動展開の背景にある、これからの建築、空間、仕事に
対する独自のヴィジョン、そしてデザイン手法について、ジャパンホーム＆ビルディング
ショーの実行委員でもある建築家 山本想太郎氏が聞き手となってお話を伺います。

少子高齢化が加速しマーケットの縮小が現実化している中、東京２３区内に約東京ドーム1個分の大規模なキャンパスを開設する背景
を施主である文教大学学園が、そして今、建設業界で需要が高まっているＣＭ（コンストラクション・マネジメント）がどのように機能したの
か、施主の並 な々らぬ想いを設計やＦＦＥ設計がどのように具現化しデザインしたのか、一連の建築工事から４者各々の視点で語ります。

文教大学学園 常務理事・法人事務局長　本田 勝浩
山下PMC 事業創造推進本部 プロジェクトマネージャー　三岡 裕和

パワープレス 教育・公共ソーシャルデザイン部 部長　小山 誠之
日本設計 第1建築設計群 チーフアーキテクト　生木 仁志

PST 代表取締役
大塚 寛

Webrain Think Tank LLC,
Co-Founder
マサ 岩崎

エコッツェリア協会
三菱地所

 エリアマネジメント企画部
 3×3LabFuture館長

 マネージャー　神田 主税

東京工業大学
環境・社会理工学院

建築学系 助教
海塩 渉

【聞き役】山本想太郎設計アトリエ 代表　山本 想太郎 【聞き役】山本想太郎設計アトリエ 代表　山本 想太郎

働き方改革やCOVID-19流行を契機として、働く場の多様化が進んだ。不特定多数のビジネスワーカーが訪
れるサードプレースは、快適に働けることは勿論、安心感の醸成が鍵となる。そこで大手町でビジネス交流を進
めるサードプレース「3×3 Lab Future」における、快適性の向上や安心感の醸成を目的とした産学連携の取
組み事例を紹介する。具体的には、熱画像×AIに基づく空調制御や、数値流体解析×MRによる飛沫核挙
動の実空間への投影について概説する。

SUPPOSE DESIGN OFFICE 代表 建築家・起業家　谷尻 誠

２０１８年８月に銀座に誕生したGinza Sony Park。なぜソニーが公園を作るの
か？Ginza Sony Park が与えた影響とは？Ginza Sony Park 誕生から現在まで
の変遷を探ります。２０２４年の完成を目指し建設工事中の新しい
Ginza Sony Parkに向けた新たな実験的活動の一部をご紹介しま
す。後半には、事前に聴講者に募集をした質問にもご回答頂きます。

ソニーグループ シニアアート ディレクター　城ケ野 修啓

丹青社 デザインセンター
コミュニケーションデザイン局

クリエイティブディレクター
安元 直紀

丹青社 デザインセンター 
エグゼクティブ

クリエイティブディレクター
洪 恒夫

パナソニック エレクトリックワークス社
 マーケティング本部

ソリューション事業統括部 統括部長
伊藤 政博

YKK AP 
事業開発統括部長

東 克紀

FANFARE
代表取締役
梶原 清悟

ワールドハウジングクラブ 取締役
YKK AP 事業開発統括部長

東 克紀

【選考メンバー】
山本想太郎設計アトリエ 代表

HEAD研究会 副理事長　山本 想太郎

【選考メンバー】
HEAD研究会

特別顧問
松永 安光

【ゲスト選考員】
プランツアソシエイツ 代表

宮崎 浩

窪田建築都市研究所 代表／
JCD 日本商環境デザイン協会 理事長　窪田 茂

日本空間デザイン協会（DSA）正会員 理事、
和光 デザイン部 部長 アートディレクター、ディスプレイデザイナー　武蔵 淳

【ファシリテーター】日本空間デザイン協会（DSA）正会員 理事、
ノムラメディアス クリエイティブエンジニアリング統括部 
エグゼクティブクリエイティブディレクター　山田 祐照

日本空間デザイン協会（DSA）正会員、
丹青社 デザインセンター プリンシパルクリエイティヴディレクター　上垣内 泰輔

乃村工藝社 RENS クリエイティブディレクター　松浦 竜太郎

乃村工藝社のRENSを率いる松浦竜太郎氏。レストランやブティック、ホ
テルやスペシャリティストア、空港やミュージアムまで、多岐にわたる空間デ
ザインに取り組んでいます。今年開業した「ホテルオークラ京都 岡崎別
邸」では、伝統工芸を担う後継者とのコラボレーションにより、新時代の京
工芸を体感できるホテルとして注目を集めています。これまでの仕事を通じ
て、RENSのデザインアプローチについて語っていただきます。

イリア プリンシパルデザイナー　姫井 新

主に中国の大型商業施設設計の経験から数カ国の商業施
設やホテルなどを見る機会が多くありました。その傾向は年々
多様性を極め、様々な用途の施設がシームレスに融合し、よ
り大型化しています。それらの事例から今後の複合施設の可
能性をインテリアデザイナーの視点で分析します。

チームラボアーキテクツ 代表　河田 将吾

デジタルが社会に浸透し、生活は変わった。物質とは違い、デジタルは、質量も形も大
きさもなく、無限なもの。その無限なデジタルを、物理空間に展開したり、物質化させる
ことで、誰も体験したことのない、新しい空間をつくりだすことが可能になる。例えば、時
間、人々により変化し続けていく空間体験。そして、デジタル社会になったことで、コ
ミュニケーションの仕方も変化する中、身体の器としての生活空間はどうあるべきか?

川島範久建築設計事務所 主宰　川島 範久

2021年度グッドデザイン・ベスト100を受賞した「REVZO虎ノ門」は、未だ存在しているとは言
えない中規模賃貸オフィスに普遍的な形式を見出すプロジェクトとして高く評価されました。コ
ロナ禍を経て、オフィスに求められる役割や働き方がさらに変化している今、「REVZO虎ノ門」
の空間デザインを通じて、新しい価値を創出できる都心の賃貸オフィスのデザインを考えます。

エコッツェリア協会／三菱地所
 エリアマネジメント企画部
 3×3LabFuture館長

 マネージャー
神田 主税

山本想太郎
設計アトリエ 代表
HEAD研究会 副理事長
山本 想太郎

オンデザイン／
東京理科大学

准教授
西田 司

オープン・エー
代表取締役

建築家
東北芸術工科大学

教授
馬場 正尊

千葉工業大学
准教授

テレデザイン 代表
田島 則行

みらいのたね賞スペシャルトークセッション

コロナパンデミックによって、様々な価値や行動が変化
し、デザインが大きく変化しつつあります。JCDとDSAが
主催しているアジア最大級のアワード「日本空間デザイ
ン賞」から見えてくるデザインの未来を探ります。

【コーディネータ】Webrain Think Tank LLC,
Co-Founder　マサ 岩崎

16:30～17:10 

12:50～13:50

東京大学大学院 准教授
　前 真之

アトリエフルカワ一級建築士事務所
古川 泰司

みんなの都市木造を考える。
15:30～16:30 全国木材組合連合会協賛

東京大学 生産技術研究所 教授
腰原 幹雄グッドトイレ選奨 結果報告／協会からの案内・閉会挨拶／閉会

16:00～16:30

「グッドトイレ選奨」概要説明、展示「日本の快適なトイレ」の紹介
11:55～12:00

開会 実行委員長挨拶　白倉 正子
会長挨拶　小林 純子

10:30～

日本財団
常務理事

笹川 順平
渋谷区長

長谷部 健

「THE TOKYO TOILET」
プロジェクトオーナー

柳井 康治X-HEMISTRY
新貝 文将

LIVING TECH協会事務局長
長島 功

スタティスタ・ジャパン
カントリーマネージャー

津乗 学

「THE TOKYO TOILET」
プロジェクトを語る！

10:45～11:55 基調講演

【4者の包括者】
中日本高速道路
山本 浩司

【使う人代表】
「みんなにやさしいトイレ会議」

実行委員長
竹中 晴美

【守る人代表】
アメニティ／

トイレ診断士1級
鈴木 信宏

【作る人代表】
設計事務所ゴンドラ 代表

小林 純子

【持つ人代表】
渋谷区副区長
杉浦 小枝

【コーディネーター】
日本トイレ協会 メンテナンス研究会

副代表幹事
白倉 正子

持続可能なトイレ作りを、4者で考える
～設計から維持管理・マナー対応とは？～

13:00～14:45 パネルディスカッション

施設管理の集中管理と
トイレメンテナンスの未来
～デジタルの力で
　　労働力不足を補う～

これからの地球を守る持続可能な
生活雑排水の処理のあり方

月刊「ビルクリーニング」編集部
チーフ　比地岡 貴世

全国浄化槽団体連合会
会長

上田 勝朗

男だって汚物入れが欲しい！
ジェンダーフリーな
サニタリーボックスを～

事例紹介15:00～16:00

日本トイレ協会 セミナー 調査分析グループ

日本トイレ協会主催

日本能率協会／
HEAD研究会

主催

※西展示棟への入場の際は、
　別途来場登録が必要です。

講演会・セミナー
聴講登録はこちら

※10月26日（水）13：00～13：50のセッションは現在調整中です。

ビルメン

病院・介護施設
47

2

農業

人事・総務

インテリア

インテリア

7

店舗・商業空間デザイン展第8回

トイレ産業展第8回

クリエイティブエリア特 集

ジャパンホームショー第44回

ふるさと建材・家具見本市第17回

解体・リノベーション総合展第1回

団地・マンションリノベーション総合展第6回

トイレ・バス・キッチン空間・設備フェア第7回

イノベーションオフィス総合展第5回

NPO日住協セミナーNPO日住協セミナー NPO日住協セミナーNPO日住協セミナー NPO日住協セミナーNPO日住協セミナー

アクセルラボ
 取締役マネージングディレクター

宇田川 大輔

日本PCサービス
 執行役員 営業部長

瀧本 拓也

日鉄興和不動産
 住宅事業本部

 リビオライフデザイン総研室
佐藤 有希

リンクジャパン
 ホームIoT統括事業部

 ディレクター
土橋 照之

AIoTクラウド 取締役副社長
 兼 ビジネス開発統括部長

松本 融

リトルソフトウェア
代表取締役CEO
川原 伊織里

三菱地所
住宅業務企画部

DX・新事業ユニット 主事
 バリューチェーン推進室

橘 嘉宏

※10月26日（水）14：10～14：40、15：00～15：30の
　セッションは現在調整中です。

最新情報は
公式HPをご覧ください。

https://www.jma-onlineservice.com/10all/jp/registration_seminar.php

最新情報は
公式HPをご覧ください。

https://www.jma-onlineservice.com/10all/jp/registration_seminar.php

最新情報は
公式HPをご覧ください。

https://www.jma-onlineservice.com/10all/jp/registration_seminar.php

※10月26日（水）12：30～13：00のセッションは現在調整中です。 ※10月28日（金）12：30～13：00のセッションは現在調整中です。

※10月28日（金）12：50～13：50のセッションは現在調整中です。

最新情報は
公式HPをご覧ください。

https://www.jma-onlineservice.com/10all/jp/registration_seminar.php

最新情報は公式HPをご覧ください。

https://www.jma-onlineservice.com/10all/jp/registration_seminar.php

銀座四丁目・和光のショーウインドウから始まる空間力



商業空間・オフィスの

未来を
考える
ワーキングメンバー

商業空間・オフィスの

未来を
考える
ワーキングメンバー

商業空間・オフィスの

未来を
考える
ワーキングメンバー

商業空間・オフィスの

未来を
考える
ワーキングメンバー

26日（水）
10:30
▼

11:20

27日（木） 28日（金）

11:40
▼

12:30

12:50
▼

13:40

14:00
▼

14:50

15:10
▼

16:00

「仮の住まい派」と「終の住まい派」

日本建材・住宅設備産業協会 エネルギー委員会／
断熱材普及部会／普及・広報分科会　秋山 均

登壇者調整中

T.K.K.エボリューション
中島 博泰

LIXIL住宅研究所 情報戦略部
菅田 尚之

（ユニットシステムエンジニアリング）

京浜管鉄／マルナカ／いずみテクノス
NPO日住協 副理事長　西山 博之

建装工業／NSリノベーション
NPO日住協 理事長　上地 光男

中央電力 マンション事業本部 東日本開発営業部長
佐藤 光宏

ダイテック　江谷 晃

PCGテクニカ
NPO日住協 会長　柿沼 英雄

ダイソン
Dyson Professional Professional Sales Executive

草野 史也

建築と不動産をつなぐ新しいビジネスモデル　脱炭素時代の建築の作り方

情報技術で変わる建築
―BIM、デジタルファブリケーション、コンピューテーショナル・デザイン、IoT

住宅設備・建材とSDGs　～メーカー集団の挑戦～

高層純木造耐火建築「Port Plus」脱炭素社会に向けた断熱リフォームの普及促進
１）断熱リフォームの現状　２）改めて学ぶ断熱リフォーム

人生100年時代の豊かな住生活の実現に向けて(仮)
ーこれからの住生活産業の取組みー

第6回日本エコハウス大賞シンポジウム
どこまでやる？エコハウスの理想と現実
審査員×受賞者で議論する
１テーマ30分×３ラウンド

高台の緑に溶け込む、森の中の学び舎
ー流山市立おおぐろの森中学校

都市の木造化を標榜するTIMBERIZEから10年余、
日本の都市木造はどこまで来たか

26日（水）
10:30
▼

11:20

27日（木） 28日（金）

11:40
▼

12:30

12:50
▼

13:40

14:00
▼

14:50

15:10
▼

16:00

住まい×Techの可能性 
スマートホームの
日米アジア圏のトレンド

劇的に変わる!?テクノロジー×暮らしの新潮流

住宅業界に求められる視点とビジネスとしてのスマートホーム（仮）

YKK APとPanasonicが想う 
”未来の家” 実棟検証 ”真鶴の家” プロジェクト
１）身近にあるテクノロジーを活用したスマートハウスの実棟検証
２）業界の人材不足を補う為の、住宅のパネル化と住宅の企画化（規格化）

テクノロジーとAIが実現する、
住まい手を幸せにする
住まいのカタチ

実棟検証から企画（規格化）そして販売へ
１）企画住宅（規格化）のつくり方ノウハウ
２）企画（規格化）住宅の販売ビジネス／シェアビジネスHiLとは？

26日（水）
10:10
▼

11:10

27日（木） 28日（金）

11:40
▼

12:30

13:00
▼

13:50

14:20
▼

15:10

15:40
▼

16:30

次世代の空間と仕事のデザイン手法 文教大学東京あだちキャンパスの開設にあたって～施主・ＣＭ・設計・ＦＦＥの各々観点から～ なぜ Ginza Sony Park はユニークなのか？
～余白を活用したブランドアクティベーション～

音声と嗅覚が導くウェルネスサービスの潮流チームラボアーキテクツが考える、
デジタルにより変化した、時間、身体、空間

グッドデザイン賞受賞デザインセミナー
「REVZO虎ノ門：ポストコロナのオフィスデザイン
ー新しい価値を創出する賃貸オフィスのあり方」

空間デザインの未来／美しさか社会性か

オフィスの力を、人のコミュニケーションから考える

グッドデザイン賞受賞デザインセミナー
『グッドデザイン賞2022年度
最新受賞デザインからからみる
店舗・商業空間のいま（仮）』

焦点を発し、未来にひらかれた空間をつくる海外商業施設に見る傾向と今後の複合施設の可能性

26日（水）

10:10
▼

11:00

27日（木） 28日（金）

※当日も空きがあれば聴講頂けます。一部「建築士会CPD対象プログラム」へ申請予定。詳しくは公式HPをご覧ください。

11:20
▼

12:10

12:30
▼

13:00

13:20
▼

13:50

AI・MRを活用した快適・安心なサードプレースの創造
－3×3 Lab Futureにおける産学連携の取組み－（仮）

～大規模修繕の考え方と施工事例～
大規模修繕工事と設備改修

～大規模修繕の考え方と施工事例～
管理計画認定制度と大規模修繕工事

～大規模修繕の考え方と施工事例～
設備改修と施工会社

「攻め」のBCPへ発想転換
～分譲マンションの財務適正化とBCPを両立するには？～

住宅業界のDXを成功に導く
「注文分譲クラウドDX」

いま、気になるハンドドライヤーの衛生性 JapanHome＆BuildingShow 特別企画
『学生デザインコンペティション2022』
最終審査会・授賞式

26日（水）

14:10
▼

14:40

27日（木） 28日（金）

15:00
▼

15:30

15:50
▼

16:20

調整中 調整中  特別企画
「Future→.」
～ウェルビーイングの
　未来を探る～ 

ネットワーキングタイム（予定）
飲み物と軽食をご用意しております。
名刺交換や交流タイムとしてご活用ください。

JapanHome＆BuildingShow 特別企画
『学生デザインコンペティション2022』
最終審査会・授賞式

調整中

音声で健康状態を測る文化づくり！

住宅建築現場における
品質チェックのデジタル化に挑戦！
パッケージ開発によるシステム構築

老朽化した水道管の劣化対策
ーサビをもってサビを制すー

※8月4日現在の情報です。講演者、講演内容が変更になる場合がございます。ご了承ください。 最新情報は、公式ホームページをご確認ください。

（法人格・敬称略）

建築知識DAY

A 講演会場

B 講演会場

C 講演会場

D 講演会場

Recommend ＃工務店  ＃ハウスメーカー
＃設計事務所 ＃建築関係者

約60セッション100名以上の方々が登壇予定！業界動向が学べます
Recommend

＃スマートホームやテクノロジーに興味あり
＃工務店・設計 ＃トイレに興味あり

Recommend
＃新製品に興味がある ＃各社の取り組みに興味がある
＃管理組合、管理会社 ＃学生のアイディアに興味あり

Recommend
＃設計事務所 ＃建築家 ＃デザイン会社 
＃ゼネコン・デベロッパー  
＃施設オーナー ＃空間活用に興味あり

すべての講演を無料で聴講できます！ Web事前登録から申込受付中

13:30～15:00

14:00～17:00

15:50～16:20

14:10～14:40

働きかた改革や、コロナ禍でオフィスのあり方も大きな転換期を迎えています。こうした条件下において、現在自
社のオフィスについてもリニューアルに取り組んでいます。現在、進行中のオフィス計画の事例も交えながら、コ
ミュニケーションを引き起こす空間の視点から、オフィス空間のあり方や可能性についてお話します。講演はオ
フィス領域を専門に携わっているデザイナーとのトークのスタイルでより実践的な内容にふれていきます。

建築のDXは設計や施工などの建設産業の業務効率化の域を超え、
建物や都市のスマート化を通じて社会活動全般のDXにも連続する
総合的な変化である。その中核となるBIM、デジタルファブリケーション、
コンピューテーショナル・デザイン、IoTの４つの情報技術を国内外の
動向を紹介しながら概観し、情報技術で変わる建築の将来を展望する

高層・大規模の木造建築の実現には、耐火性能や耐震
性能の確保、材料の調達、施工方法の確立といった様々
な課題があります。当社がこれまで培ってきた技術を活か
して建設に取り組んだ11階建て高層純木造耐火建築物
「Port Plus」をご紹介します。

2022年4月に開校した、大規模で耐火・準耐火木造校舎の流山市立おおぐろの森
中学校を、昨年度竣工した準耐火木造校舎の流山市立おおぐろの森小学校と比較
する。小中学校合わせて6,000の木材を使い、中学校では構造材の100%を国産材
とした内容や、中層建物の一般化に向けて、接合部や高耐力壁の検証について紹
介する。サプライチェーン管理を行うこととのSDGs貢献内容についても紹介する。

昨年8月に示された脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方では、
2050年に目指すべき住宅・建築物の姿として「ストック平均でZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能
を確保」とあるが、そのためには既存住宅の省エネ性能向上、即ち断熱リフォームが必要不可欠であ
る。本セミナーでは断熱リフォームの現状と課題を再確認し、断熱リフォームの更なる促進を目指す。

会場全体図

これからのウェルビーイングの未来を語るSpecial企画です。
業界を問わず、様々な分野でご活躍頂いている皆様による
トークセッションと回の最後にはネットワーキングタイムもご用
意しています。新しいアイディアを学びに来てください。
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住宅・建築物の省エネルギー対策を巡る最新動向
本年改正された建築物省エネ法の内容や省エネに取り組む住宅・
建築物への支援措置など、住宅・建築物の省エネルギー対策を巡る
最新動向を説明します。

国土交通省 住宅局参事官（建築企画担当）付 課長補佐
野口 雄史

定員
150席

定員
150席

定員
150席

定員
100席

開催期間中東展示棟全館を使った横断スタンプ
ラリー企画を開催！
旅行券やクオカードなど豪華景品が当たる抽選
会にご参加頂けます。

東展示棟合同
スタンプラリー実施！

「電気代」を掘り下げたら見えてきた！
脱炭素時代の家づくり

11:20～12:20 硝子繊維協会協賛

森と一緒に考える、
JAS製材の木造建築

14:10～15:10 全国木材組合連合会協賛

参加無料！豪華景品が当たる！

ＳＤＧｓ時代のトイレとメンテナンス

経済産業省における住宅産業政策の動向（仮）

経済産業省 製造産業局生活製品課・住宅産業室長
原田 富雄

ゆりかもめ
国際展示場正門駅

りんかい線
国際展示場駅

西1・2ホール西1・2ホール

東8ホール

東7ホール

東8ホール

東7ホール

東4・5・6ホール

東1・2・3ホール

西3・4ホール西3・4ホール
可能！
相互入場

住宅には二つの傾向がある。所詮、世の中は当てにならな
いのだから短い時間でも楽しめる方がいいと考える人たち。
一方で、覚悟を決めてその場所を最後の居所と考える人たち。
この違いが、建築家が設計する住宅の姿形に現れる。さて、
あなたは「仮の住まい派」、「終の住まい派」、どちらですか。

脱炭素社会では建築はゼロカーボンにならなくてはならな
い。その具体的な方法と効果、それが作り出す社会につい
てお話しさせていただきます。

今年3月に住宅生産団体連合会が公表した「住生活産業
ビジョン Ver.2021」より、これからの住生活産業が取組む
べき課題と役割、また住宅税制の抜本見直しなど国に期
待する取組みを分かりやすくお話しします。

建築家／東京大学名誉教授　内藤 廣

東北芸術工科大学 教授／みかんぐみ
竹内 昌義

東京大学 生産技術研究所・教授
腰原 幹雄 日本設計 プロジェクト管理部フェロー　小泉 治

住宅生産団体連合会 住宅税制・金融委員会 委員長／
三井ホーム 取締役 専務執行役員　山本 実

建築デザインの分野と、不動産分野は、一般の建て主から
すると隣り合う業界ですが、専門家間では縦割りで分断さ
れていることが多く、それぞれの組合せが新しいビジネスモ
デルを作ります。

創造系不動産 代表取締役
高橋 寿太郎

東京大学 工学系研究科建築学専攻 特任教授　池田 靖史

大林組 設計本部 木造・木質設計推進部
太田 真理

旅の居場所
旅のスタイルが多様化する中で、ハード側ではどのような提
案を行っているか、実作を通して紹介いたします。

建築家／東 環境・建築研究所 代表取締役
東 利恵 ©ナカサアンドパートナーズ

建築家
伊礼 智

建築家
三澤 文子

東京大学大学院
准教授

前 真之

夢・建築工房
代表取締役

岸野 浩太
建築家

竹内 昌義

リビングアメニティ協会 専務理事　加藤 永

イノベーションオフィスの最前線
チームの創造性を高めるオフィスのしかけ

15:00～15:30

働く場所は集合か分散か。いつでもどこでも働ける環境となり企
業経営と働き方、オフィスの在り方が注目されています。重要な
ことはチームの創造性を高めること。イノベーションオフィスの先
進事例からこれからのオフィスを展望します。

コクヨ ワークスタイルイノベーション部　齋藤 敦子

当社は、コロナ禍でストレスや鬱などの状態、高齢者で問題とな
る認知症の予兆や食べ物を飲み込む機能の低下、新型コロナ
感染症の重症度、医療的なトピックでもある心不全の状態まで
音声のみで判定可能な技術を研究開発しており、そのご紹介を
させて頂きます。

PST 代表取締役　大塚 寛

住宅設備・建材メーカーの集まりとして、モノづくりを通じた
省エネ・節水・健康等の目標達成に貢献するための取組事例
や、省エネ住宅設計に役立つツール等を解説。また、モノ
づくりを通じた取組を超えて、社会問題分野での目標達成
貢献に挑戦すべく新たに取り組むプロジェクトを紹介。

いま世界では音や光、ニオイなどによって五感の刺激をやわらげ、ストレスを緩和
し、落ち着かせる空間やサービス、さらに音声から体調不全の兆候を発見しワーク
ライフバランスを管理できる技術が出てきています。その世界の潮流をPST社の
大塚様と一緒に紹介をしていきます。

2022年みらいのたね賞選考委員の建築家３名による特別なトークセッションです。
今年のゲスト選考委員は2022年 JIA日本建築大賞を受賞した宮崎 浩 氏です。
2022年度の選考の裏話や建材のトレンド、どのような視点で建材を
採用しているか等の普段お聞きできない貴重なお話を頂きます。
トークセッション冒頭には、2022年度みらいのたね賞授賞式も実施します。
ご興味があるかたはどなたでもご参加頂けます。

建築家・起業家 谷尻 誠氏は多くの建築・空間設計をしながら、既存の枠組みを超えた様々な事業を
手がけられ、注目を集めています。オフィスと共存する食堂である「社食堂」、設計という視点から観察
することで敷地のポテンシャルを引き出す不動産会社「絶景不動産」、空間デザイン検索サービス
「TECTURE」といった多様な活動展開の背景にある、これからの建築、空間、仕事に
対する独自のヴィジョン、そしてデザイン手法について、ジャパンホーム＆ビルディング
ショーの実行委員でもある建築家 山本想太郎氏が聞き手となってお話を伺います。

少子高齢化が加速しマーケットの縮小が現実化している中、東京２３区内に約東京ドーム1個分の大規模なキャンパスを開設する背景
を施主である文教大学学園が、そして今、建設業界で需要が高まっているＣＭ（コンストラクション・マネジメント）がどのように機能したの
か、施主の並 な々らぬ想いを設計やＦＦＥ設計がどのように具現化しデザインしたのか、一連の建築工事から４者各々の視点で語ります。

文教大学学園 常務理事・法人事務局長　本田 勝浩
山下PMC 事業創造推進本部 プロジェクトマネージャー　三岡 裕和

パワープレス 教育・公共ソーシャルデザイン部 部長　小山 誠之
日本設計 第1建築設計群 チーフアーキテクト　生木 仁志

PST 代表取締役
大塚 寛

Webrain Think Tank LLC,
Co-Founder
マサ 岩崎

エコッツェリア協会
三菱地所

 エリアマネジメント企画部
 3×3LabFuture館長

 マネージャー　神田 主税

東京工業大学
環境・社会理工学院

建築学系 助教
海塩 渉

【聞き役】山本想太郎設計アトリエ 代表　山本 想太郎 【聞き役】山本想太郎設計アトリエ 代表　山本 想太郎

働き方改革やCOVID-19流行を契機として、働く場の多様化が進んだ。不特定多数のビジネスワーカーが訪
れるサードプレースは、快適に働けることは勿論、安心感の醸成が鍵となる。そこで大手町でビジネス交流を進
めるサードプレース「3×3 Lab Future」における、快適性の向上や安心感の醸成を目的とした産学連携の取
組み事例を紹介する。具体的には、熱画像×AIに基づく空調制御や、数値流体解析×MRによる飛沫核挙
動の実空間への投影について概説する。

SUPPOSE DESIGN OFFICE 代表 建築家・起業家　谷尻 誠

２０１８年８月に銀座に誕生したGinza Sony Park。なぜソニーが公園を作るの
か？Ginza Sony Park が与えた影響とは？Ginza Sony Park 誕生から現在まで
の変遷を探ります。２０２４年の完成を目指し建設工事中の新しい
Ginza Sony Parkに向けた新たな実験的活動の一部をご紹介しま
す。後半には、事前に聴講者に募集をした質問にもご回答頂きます。

ソニーグループ シニアアート ディレクター　城ケ野 修啓

丹青社 デザインセンター
コミュニケーションデザイン局

クリエイティブディレクター
安元 直紀

丹青社 デザインセンター 
エグゼクティブ

クリエイティブディレクター
洪 恒夫

パナソニック エレクトリックワークス社
 マーケティング本部

ソリューション事業統括部 統括部長
伊藤 政博

YKK AP 
事業開発統括部長

東 克紀

FANFARE
代表取締役
梶原 清悟

ワールドハウジングクラブ 取締役
YKK AP 事業開発統括部長

東 克紀

【選考メンバー】
山本想太郎設計アトリエ 代表

HEAD研究会 副理事長　山本 想太郎

【選考メンバー】
HEAD研究会

特別顧問
松永 安光

【ゲスト選考員】
プランツアソシエイツ 代表

宮崎 浩

窪田建築都市研究所 代表／
JCD 日本商環境デザイン協会 理事長　窪田 茂

日本空間デザイン協会（DSA）正会員 理事、
和光 デザイン部 部長 アートディレクター、ディスプレイデザイナー　武蔵 淳

【ファシリテーター】日本空間デザイン協会（DSA）正会員 理事、
ノムラメディアス クリエイティブエンジニアリング統括部 
エグゼクティブクリエイティブディレクター　山田 祐照

日本空間デザイン協会（DSA）正会員、
丹青社 デザインセンター プリンシパルクリエイティヴディレクター　上垣内 泰輔

乃村工藝社 RENS クリエイティブディレクター　松浦 竜太郎

乃村工藝社のRENSを率いる松浦竜太郎氏。レストランやブティック、ホ
テルやスペシャリティストア、空港やミュージアムまで、多岐にわたる空間デ
ザインに取り組んでいます。今年開業した「ホテルオークラ京都 岡崎別
邸」では、伝統工芸を担う後継者とのコラボレーションにより、新時代の京
工芸を体感できるホテルとして注目を集めています。これまでの仕事を通じ
て、RENSのデザインアプローチについて語っていただきます。

イリア プリンシパルデザイナー　姫井 新

主に中国の大型商業施設設計の経験から数カ国の商業施
設やホテルなどを見る機会が多くありました。その傾向は年々
多様性を極め、様々な用途の施設がシームレスに融合し、よ
り大型化しています。それらの事例から今後の複合施設の可
能性をインテリアデザイナーの視点で分析します。

チームラボアーキテクツ 代表　河田 将吾

デジタルが社会に浸透し、生活は変わった。物質とは違い、デジタルは、質量も形も大
きさもなく、無限なもの。その無限なデジタルを、物理空間に展開したり、物質化させる
ことで、誰も体験したことのない、新しい空間をつくりだすことが可能になる。例えば、時
間、人々により変化し続けていく空間体験。そして、デジタル社会になったことで、コ
ミュニケーションの仕方も変化する中、身体の器としての生活空間はどうあるべきか?

川島範久建築設計事務所 主宰　川島 範久

2021年度グッドデザイン・ベスト100を受賞した「REVZO虎ノ門」は、未だ存在しているとは言
えない中規模賃貸オフィスに普遍的な形式を見出すプロジェクトとして高く評価されました。コ
ロナ禍を経て、オフィスに求められる役割や働き方がさらに変化している今、「REVZO虎ノ門」
の空間デザインを通じて、新しい価値を創出できる都心の賃貸オフィスのデザインを考えます。

エコッツェリア協会／三菱地所
 エリアマネジメント企画部
 3×3LabFuture館長

 マネージャー
神田 主税

山本想太郎
設計アトリエ 代表
HEAD研究会 副理事長
山本 想太郎

オンデザイン／
東京理科大学

准教授
西田 司

オープン・エー
代表取締役

建築家
東北芸術工科大学

教授
馬場 正尊

千葉工業大学
准教授

テレデザイン 代表
田島 則行

みらいのたね賞スペシャルトークセッション

コロナパンデミックによって、様々な価値や行動が変化
し、デザインが大きく変化しつつあります。JCDとDSAが
主催しているアジア最大級のアワード「日本空間デザイ
ン賞」から見えてくるデザインの未来を探ります。

【コーディネータ】Webrain Think Tank LLC,
Co-Founder　マサ 岩崎

16:30～17:10 

12:50～13:50

東京大学大学院 准教授
　前 真之

アトリエフルカワ一級建築士事務所
古川 泰司

みんなの都市木造を考える。
15:30～16:30 全国木材組合連合会協賛

東京大学 生産技術研究所 教授
腰原 幹雄グッドトイレ選奨 結果報告／協会からの案内・閉会挨拶／閉会

16:00～16:30

「グッドトイレ選奨」概要説明、展示「日本の快適なトイレ」の紹介
11:55～12:00

開会 実行委員長挨拶　白倉 正子
会長挨拶　小林 純子

10:30～

日本財団
常務理事

笹川 順平
渋谷区長

長谷部 健

「THE TOKYO TOILET」
プロジェクトオーナー

柳井 康治X-HEMISTRY
新貝 文将

LIVING TECH協会事務局長
長島 功

スタティスタ・ジャパン
カントリーマネージャー

津乗 学

「THE TOKYO TOILET」
プロジェクトを語る！

10:45～11:55 基調講演

【4者の包括者】
中日本高速道路
山本 浩司

【使う人代表】
「みんなにやさしいトイレ会議」

実行委員長
竹中 晴美

【守る人代表】
アメニティ／

トイレ診断士1級
鈴木 信宏

【作る人代表】
設計事務所ゴンドラ 代表

小林 純子

【持つ人代表】
渋谷区副区長
杉浦 小枝

【コーディネーター】
日本トイレ協会 メンテナンス研究会

副代表幹事
白倉 正子

持続可能なトイレ作りを、4者で考える
～設計から維持管理・マナー対応とは？～

13:00～14:45 パネルディスカッション

施設管理の集中管理と
トイレメンテナンスの未来
～デジタルの力で
　　労働力不足を補う～

これからの地球を守る持続可能な
生活雑排水の処理のあり方

月刊「ビルクリーニング」編集部
チーフ　比地岡 貴世

全国浄化槽団体連合会
会長

上田 勝朗

男だって汚物入れが欲しい！
ジェンダーフリーな
サニタリーボックスを～

事例紹介15:00～16:00

日本トイレ協会 セミナー 調査分析グループ

日本トイレ協会主催

日本能率協会／
HEAD研究会

主催

※西展示棟への入場の際は、
　別途来場登録が必要です。

講演会・セミナー
聴講登録はこちら

※10月26日（水）13：00～13：50のセッションは現在調整中です。

ビルメン

病院・介護施設
47

2

農業

人事・総務

インテリア

インテリア

7

店舗・商業空間デザイン展第8回

トイレ産業展第8回

クリエイティブエリア特 集

ジャパンホームショー第44回

ふるさと建材・家具見本市第17回

解体・リノベーション総合展第1回

団地・マンションリノベーション総合展第6回

トイレ・バス・キッチン空間・設備フェア第7回

イノベーションオフィス総合展第5回

NPO日住協セミナーNPO日住協セミナー NPO日住協セミナーNPO日住協セミナー NPO日住協セミナーNPO日住協セミナー

アクセルラボ
 取締役マネージングディレクター

宇田川 大輔

日本PCサービス
 執行役員 営業部長

瀧本 拓也

日鉄興和不動産
 住宅事業本部

 リビオライフデザイン総研室
佐藤 有希

リンクジャパン
 ホームIoT統括事業部

 ディレクター
土橋 照之

AIoTクラウド 取締役副社長
 兼 ビジネス開発統括部長

松本 融

リトルソフトウェア
代表取締役CEO
川原 伊織里

三菱地所
住宅業務企画部

DX・新事業ユニット 主事
 バリューチェーン推進室

橘 嘉宏

※10月26日（水）14：10～14：40、15：00～15：30の
　セッションは現在調整中です。

最新情報は
公式HPをご覧ください。

https://www.jma-onlineservice.com/10all/jp/registration_seminar.php

最新情報は
公式HPをご覧ください。

https://www.jma-onlineservice.com/10all/jp/registration_seminar.php

最新情報は
公式HPをご覧ください。

https://www.jma-onlineservice.com/10all/jp/registration_seminar.php

※10月26日（水）12：30～13：00のセッションは現在調整中です。 ※10月28日（金）12：30～13：00のセッションは現在調整中です。

※10月28日（金）12：50～13：50のセッションは現在調整中です。

最新情報は
公式HPをご覧ください。

https://www.jma-onlineservice.com/10all/jp/registration_seminar.php

最新情報は公式HPをご覧ください。

https://www.jma-onlineservice.com/10all/jp/registration_seminar.php

銀座四丁目・和光のショーウインドウから始まる空間力


