
●受講料は各税込みです。 ●席数には限りがございます。満席の場合は受講いただけない場合もありますので、ご了承願います。 
●都合により、講師・演題等が変更になる場合がございますので、ご了承ください。 

●受講料は各税込みです。 ●席数には限りがございます。満席の場合は受講いただけない場合もありますので、ご了承願います。 
●都合により、講師・演題等が変更になる場合がございますので、ご了承ください。 

＊セミナー当日の参加方法：事前申込が必要なセミナーも、席に余裕がある場合は当日受付を行います。当日受付のみのセミナーは会場に直接お越しください。セミナープログラム（会議棟セミナー）
3月7日［火］

3月8日［水］

セミナー

セミナー

セミナー

セミナー

セミナー

セミナー

セミナー

セミナー セミナー

共催：日本ビジュアルマーチャンダイジング協会
講師：三根 弘毅氏（サザビーリーグ 執行役員 リトルリーグカンパニー プレジデント）、
　　　青山 紀子氏（サザビーリーグ リトルリーグカンパニー ロンハーマン事業部 商品部 

チーフビジュアルマーチャンダイザー）、阿部 隼也氏（サザビーリーグ リトルリーグ
カンパニー ロンハーマン事業部 商品部 ビジュアルマーチャンダイザー）

受講料：一般＝4,000円、VMD会員＝2,000円

13:30 15:45
売る戦略・見せる技術シリーズ24
「三根弘毅氏が提案する空気感・暮らし方、それを表現するVMD」

JS-2

有料

共催：日本小売業協会　協賛：富士通、日本コカ・コーラ、東芝テック
講師：清水 信次（日本小売業協会 会長）、青井 浩氏（丸井グループ 代表取締役社長）、
　　　上田 真氏（マルエツ 代表取締役社長）、森山 透氏（三菱食品 代表取締役社長）
受講料：一般＝7,000円、後援団体会員＝6,000円、日本小売業協会会員＝5,000円

13:00 16:30 事前申込
第27回流通交流フォーラム
「生活充足時代の小売業の経営戦略」

会議棟1F 会議棟6F

有料 事前申込 会議棟1F

JS-1 有料

主催：日経アーキテクチュア
受講料：一般＝18,800円、日経アーキテクチュア・日経ホームビルダー購読者＝9,800円

13:00 16:00 事前申込
日経アーキテクチュア専門セミナー
「設計者が知っておくべき地盤トラブルの防止術」

AC

主催：日経ホームビルダー
受講料：一般＝25,800円、日経アーキテクチュア・日経ホームビルダー購読者＝16,800円

13:00 16:00
日経ホームビルダー専門セミナー
「結露させない高断熱住宅～部位別にみる重大トラブルと防止策～」

AC

受講無料

共催：日本照明工業会
講師：川淵 三郎氏（首都大学東京 理事長）
　　　石井 幹子氏（石井幹子デザイン事務所 代表取締役）
モデレーター：篠山 正幸（日本経済新聞社 編集委員）

10:30 12:00 事前申込
開催記念講演会
スポーツの力・あかりの力
～TOKYO2020とこれからの日本に必要なもの

会議棟7F 国際会議場LF1

特別協力：日本ICカードシステム利用促進協議会（JICSAP）
講師：佐藤 良男氏（LINE Pay 事業戦略チーム マネージャー）
　　　奥山 知博氏（LINE Pay 事業戦略室 パートナー提携チーム 兼 LINE LINE Biz センター 

リテールサービス室 O2O戦略チーム）
　　　納村 哲二氏（フェリカポケットマーケティング 代表取締役社長）
　　　齊藤 岳彦氏（イオンリテール 取締役兼執行役員 営業推進本部長）
　　　多田羅 政和氏（日本ICカードシステム利用促進協議会（JICSAP）常務理事／事務局長）

10:00 12:00
【JICSAP特別企画イベント】
認証・決済サービスの最新トレンド ～日本から世界へ！

RT-1

講師：坂本 里和氏（経済産業省 商務情報政策局 商務流通保安グループ 商取引監督課長）
　　　鈴木 章五氏（ビザ・ワールドワイド・ジャパン 新技術推進部 部長）

10:00 12:00
2020年に向けた安心・安全なキャッシュレス社会への取り組み

RT-2

主催：武蔵野大学　協力：日本経済新聞社
講師：田中 正史氏（武蔵野大学 工学部建築デザイン学科 講師）

10:30 12:00
「構造デザインの思考＆試行」―骨組みをぐるり―

JS-3

協力：日本商環境デザイン協会（JCD）／BAMBOO MEDIA
講師：盛 世匡氏（Studio ARRT 代表）
コーディネーター：笈川 誠氏（BAMBOO MEDIA 代表）

14:00 15:30
商環境セミナー
「香港から見たアジアンデザインの最新動向」

JS-4

主催：日本空間デザイン協会（DSA）　協力：日本経済新聞社
講師：矢野 大輔氏（Tokyo Lighting Design／空間デザイン金賞 「Night Wave 光の波プロジ

ェクト」）
　　　山本 大介氏（Daisuke Yamamoto de:sign／空間デザイン金賞 「神戸レザークロス」）
受講料：一般＝3,000円、DSA会員＝1,000円、学生・ユース会員＝無料

14:30 17:00
DSAセミナー 次世代のクリエイターたち 
「光⇄間⇄対話 ～体験を浮かび上がらせる空間デザイン～」 

JS-5

lumié      espace       dialogue

主催：日経アーキテクチュア
受講料：一般＝20,800円、日経アーキテクチュア・日経ホームビルダー購読者＝11,800円

10:00 13:00
日経アーキテクチュア専門セミナー
「コンクリートを制す！ひび割れトラブル徹底攻略セミナー」

AC

主催：日経ホームビルダー
受講料：一般＝25,800円、日経アーキテクチュア・日経ホームビルダー購読者＝16,800円

13:30 16:30
日経ホームビルダー専門セミナー
「軒ゼロで鉄壁の守り！雨漏り事故防止術」

AC

講師：重田 憲司氏（ベイシア 執行役員 流通技術研究所 所長）
　　　新井 良亮氏（ルミネ 代表取締役社長）
　　　星井 龍也氏（ジャパネットホールディングス 取締役）

10:00 12:00
リテールテックユーザーズフォーラム
－情報システムによる人手不足時代のお客様満足度向上への挑戦－

RT-3

¥10,000

共催：アジアパシフィック・スマートカード協会（APSCA）
講師：グレッグ・ポート氏（アジアパシフィック・スマートカード協会（APSCA）チェアマン）
　　　田川 晃一氏（NFCフォーラム チェアマン）
　　　アンドレ・ストーボーゲル氏（米ラムバス 決済事業マネージャー）
　　　リック・スー氏（米UL プリンシパルコンサルタント）
　　　伊藤 義信氏（ソニー FeliCa事業部 開発部）
　　　鈴木 章五氏（ビザ・ワールドワイド・ジャパン 新技術推進部 部長）
　　　デイビッド・ケル氏（米マスターカード ペイメント＆ラボ担当副社長）

10:00 17:00 事前申込
デジタルコマースによる顧客体験の向上

会議棟6FRT-4

受講無料

スポーツが担う新たな街づくり
～スポーツ政策の今後の方向性と2017年の具体的施策について
講師：鈴木 大地氏（スポーツ庁 長官）
スポーツ・ヘルスツーリズムによる地域イノベーション
講師：原田 宗彦氏（早稲田大学 スポーツ科学学術院 教授）

10:30 11:40 事前申込

ヘルスケア＆スポーツ 街づくりEXPO 2017 オープニング特別講演
会議棟 レセプションホールBHS-01スポーツ

講師：西機 真氏（流通経済大学 スポーツ健康科学部 准教授、日本ラグビーフットボール協
会 普及・競技力向上委員会 国際協力部門長）

　　　上井 雄太氏（フューチャーセッションズ イノベーション・ファシリテーター、慶應
SDM大学院 スポーツデザイン・マネジメントラボ 研究員）

12:00 13:30
スポーツを活かした新しい未来づくり ーラグビーの挑戦ー

HS-03スポーツ

講師：宮本 恵宏氏（国立循環器病研究センター 予防健診部・予防医学疫学情報部・循環器
　　　病統合情報センター 部長・センター長）

14:00 14:40
都市再生を実現する住民参加型「健康寿命延伸のための循環器病予防」

HS-05ヘルスケア

講師：村下 公一氏（弘前大学 副理事（研究担当）・教授／
　　　COI研究推進機構・機構長補佐（戦略統括））

15:00 15:40
40巨大産学官民連携チームが600項目健康ビッグデータで
『寿命革命』実現をめざす－「健康づくり×まちづくり」に
ヘルスケアBIZを融合した真の社会イノベーション創造－

HS-06ヘルスケア

会議棟案内図

10:00  11:00

11:15  12:15

13:00  14:00

13:00  14:00

14:15  15:15

14:15  15:15

15:30  16:30

15:30  16:30
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EL4

EL5

EL6

EL7

EL8

有料

共催：日本国際照明デザイナーズ協会、日本照明工業会　※日英同時通訳あり
受講料：1講座につき 一般＝2,500円、日本国際照明デザイナーズ協会および日本照明工業

　会会員＝1,500円、学生＝1,000円

10:00 16:30 事前申込

照明デザイン国際セミナー
ENLIGHTEN ASIA＋ライティング・フェア

会議棟1F 101・102会議室LF2

夜の品質／闇が必要なわけ／
講師：マーク・メイヤー氏（スピアーズ+メイヤー プリンシパル、ラ
イティングデザイナー、アーキテクト）、モデレーター：面出 薫氏
（ライティング プランナーズ アソシエーツ 代表）
Architectural Lighting Designの起源ーエジソン・プライスの偉業／
講師：小西 武志氏（ALG建築照明計画 代表）、モデレーター：面出 
薫氏（ライティング プランナーズ アソシエーツ 代表）
子どもの医学とあかり／講師：本田 真美氏（みくりキッズくりにっ
く院長、医学博士、小児科専門医、小児神経専門医）、モデレータ
ー：村角 千亜希氏（スパンコール 代表）
光の建築を読み解く／講師：吉澤 望氏（東京理科大学理工学部建築
学科 教授）、モデレーター：野澤 寿江氏（近田玲子デザイン事務所 
副代表）
暗所視夜景：不要な複雑さから解放されたシンプルさ／講師：アタ
ナシオス・ダニロフ氏（スタジオ アタナシオス ダニロフ 建築照明デ
ザイナー）、アレクサンドラ・ストラティミロビッチ氏（ライトアーティ
スト）、モデレーター：岩井 達弥氏（岩井達弥光景デザイン 代表）
照度から輝度へ～空間の明るさ感による評価～／講師：平手 小太郎
氏（東京大学大学院工学系研究科 教授（建築学専攻））、モデレータ
ー：澤田 隆一氏（サワダライティングデザイン&アナリシス 代表取
締役）
照明デザインにおけるエモーショナルなデザインとその役割／
講師：セルゲイ・シジー氏（ライティングデザインスクール LiDS 理
事長）、モデレーター：岩井 達弥氏（岩井達弥光景デザイン 代表）
物販照明の最前線／講師：垂水 茂喜氏（レイデザイン 代表取締役）、
岡安 泉氏 （岡安泉照明設計事務所 代表）、梶原 章氏（GARDE USP 
執行役員 兼 ニュービジネス事業部 ラージ開発事業部 事業部長）、
モデレーター：内木 宏志氏（ナイキデザイン事務所 代表取締役）

特別企画展

特別企画展

東8ホール

東7ホール

東4ホール

東5ホール

東6ホール

東1ホール

西4ホール
西3ホール
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東2ホール
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りんかい線
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ゆりかもめ
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[特別企画]

会議棟

605 606

607 608

609 610

7F

102101

レセプション
ホール

AB

701 702

703

2F

会議棟 6F 会議棟 7F会議棟 1F

国際会議場

2F

受講無料 事前申込 会議棟6F

受講無料 事前申込 会議棟6F

有料 事前申込 会議棟6F

会議棟6F有料 事前申込

会議棟6F有料 事前申込

会議棟6F有料 事前申込

受講無料 事前申込 会議棟6F

受講無料 事前申込 会議棟6F

受講無料 事前申込 会議棟1F

受講無料 事前申込 会議棟 レセプションホールB

受講無料 事前申込 会議棟 レセプションホールB

受講無料 事前申込 会議棟 レセプションホールB



●受講料は各税込みです。 
●席数には限りがございます。満席の場合は受講いただけない場合も
　ありますので、ご了承願います。 
●都合により、講師・演題等が変更になる場合がございますので、
　ご了承ください。 

3月9日［木］

3月10日［金］

セミナー

セミナー

セミナー

セミナー

セミナー セミナー

セミナー

セミナー

共催：メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン
講師：柏木 博氏（武蔵野美術大学 教授）
　　　米谷 ひろし氏（トネリコ代表、多摩美術大学 環境デザイン学科 准教授）
　　　ヘンドリック・マイヤーオーレ氏（シンガポール国立大学 日本研究学科 准教授）
　　　一般部門・アイデア部門受賞者 ほか

13:30 16:30
EuroShop // JAPAN SHOP Award ～第3回ショップデザインアワード～ 
記念セミナー 「Re-discover 日本を再発見するデザイン」

JS-6

主催：日経ホームビルダー
受講料：一般＝25,800円、日経アーキテクチュア・日経ホームビルダー購読者＝16,800円

13:00 16:00
日経ホームビルダー専門セミナー
「欠陥施工のトラブル防止術
～建て主目線で問題点を未然に解消～」

AC

主催：スマーター・リテイリング・フォーラム（OPOS技術協議会、.NET流通システム協議会）
共催：日本経済新聞社
講師：白鳥 達也（日本マイクロソフト 流通業担当 プリンシパル・ソリューション・スペシャ

リスト）
　　　佐藤 元彦氏（丸井グループ 専務執行役員）
　　　五十嵐 満博氏（OPOS 技術協議会 技術部会長 NECプラットフォームズ）
　　　三部 雅法氏（.NET 流通システム協議会 技術部会長 東芝テック）
　　　加藤 彰二氏（経済産業省 商務情報政策局 商務流通保安グループ 流通政策課／物流企画

室 係長）
　　　白石 卓也氏（ローソン 執行役員 業務システム統括本部 副本部長 兼 次世代 CVS 推進本

部 副本部長 兼 ローソンデジタルイノベーション 代表取締役社長）
　　　星野 友彦氏（Avanade デジタル IoT リード ディレクター）
　　　篠田 徹氏（三菱総合研究所 ICTイノベーション事業本部 マーケティングイノベーション

グループリーダー）
　　　野中 健次氏（パルコ グループICT戦略室 業務部長）

13:00 17:30
スマーター・リテイリング・フォーラム 2017　
～流通業におけるデジタルトランスフォーメーション～

RT-5

共催：流通システム開発センター
講師：小川 勝（流通システム開発センター コード管理部上級研究員）
　　　真間 則行・浅野 耕児（流通システム開発センター ソリューション第２部主任研究員）

10:00 12:10
流通システム標準化の最新動向①

RT-6

共催：流通システム開発センター
講師：川口 和海氏（花王グループカスタマーマーケティング カスタマートレードセンター 流

通システムコラボグループ マネジャー）
　　　平松 秀郷氏（マツモトキヨシホールディングス 執行役員 IT・ロジスティクス統括部長）
　　　山村 則子氏（栄工業 代表取締役）
　　　大澤 幸弘氏（イトーヨーカ堂 QC部 食品担当総括マネージャー）
　　　坂井 康夫氏（味の素 川崎工場 情報企画グループ マネージャー）
　　　岩崎 仁彦（流通システム開発センター ソリューション第1部上級研究員）

13:00 15:40
流通システム標準化の最新動向②

RT-7

主催：NPO法人 全国万引犯罪防止機構
受講料：7,000円（2日間通し券）
講師：リード・ヘイズ氏（米フロリダ大学教授）
　　　ブレット・デッツァ氏（米ウォルマート Global Investigations担当ダイレクター）
　　　クロード・ヴァーヴィル氏（米ホームセンター大手・ロウズ元副社長）
　　　ポール・ジョーンズ氏（米ロスプリベンション協会副会長、米eBay元役員）
　　　ケビン・リンチ氏（米タイコ・インテグレーテッド・セキュリティ役員）
　　　竹花 豊（NPO法人 全国万引犯罪防止機構 理事長）
　　　菊間 千乃（NPO法人 全国万引犯罪防止機構 理事）

9:30 19:00 事前申込有料

特別セミナー 万引対策強化国際会議 2017
会議棟1F レセプションホールSS-51

共催：光触媒工業会（PIAJ）
講師：高濱 孝一（光触媒工業会 会長）
　　　鈴木 康夫氏（中部大学 生命健康科学部 客員教授）
　　　黒田 靖（昭和電工セラミックス、光触媒工業会 理事）

13:50 15:30
光触媒工業会（PIAJ）セミナー
「インフルエンザウイルスの正体と光触媒技術による抗ウイルス効果について」

AC-8

主催：日経アーキテクチュア
受講料：一般＝20,800円、日経アーキテクチュア・日経ホームビルダー購読者＝11,800円

10:00 13:00
日経アーキテクチュア専門セミナー
「防耐火法令が武器になる！木を“現し”にする設計術」

AC

講師：風間 公太氏（良品計画 WEB事業部 コミュニケーション担当 課長代理）
　　　長谷川 秀樹氏（東急ハンズ 執行役員 オムニチャネル推進部長 兼 ハンズラボ 代表取締役社長）
　　　柳沢 啓氏（キタムラ 執行役員 EC事業部長）

10:00 12:00
これからの時代に求められるオムニチャネル戦略とは

RT-8

企画協力：流通研究社・月刊マテリアルフロー
講師：菊田 一郎氏（流通研究社 専務取締役 月刊マテリアルフロー編集長）
　　　松浦 学氏（ニトリホールディングス 上席執行役員 ホームロジスティクス 代表取締役社長）
　　　滝野 一征氏（MUJIN CEO）

13:00 15:30
オムニ・通販物流ホットトレンド2017
～最新技術がリテール物流の未来を拓く

RT-9

主催：NPO法人 全国万引犯罪防止機構
受講料：7,000円（2日間通し券）
講師：リード・ヘイズ氏（米フロリダ大学教授）
　　　ブレット・デッツァ氏（米ウォルマート Global Investigations担当ダイレクター）
　　　クロード・ヴァーヴィル氏（米ホームセンター大手・ロウズ元副社長）
　　　ポール・ジョーンズ氏（米ロスプリベンション協会副会長、米eBay元役員）
　　　ケビン・リンチ氏（米タイコ・インテグレーテッド・セキュリティ役員）
　　　竹花 豊（NPO法人 全国万引犯罪防止機構 理事長）
　　　菊間 千乃（NPO法人 全国万引犯罪防止機構 理事）
　　　星 周一郎（首都大学東京 大学院教授）

9:30 13:00
特別セミナー 万引対策強化国際会議 2017

SS-51

会議棟案内図

10:00  11:00

10:00  11:00

11:15  12:15

11:15  12:15

13:00  14:00

13:00  14:00

14:15  15:15

14:15  15:15

15:30  16:30

15:30  16:30

EL9

EL10

EL11

EL12

EL13

EL14

EL15

EL16

EL17

EL18

共催：日本国際照明デザイナーズ協会、日本照明工業会　※日英同時通訳あり
受講料：1講座につき 一般＝2,500円、日本国際照明デザイナーズ協会および日本照明工業

　会会員＝1,500円、学生＝1,000円

10:00 16:30
照明デザイン国際セミナー
ENLIGHTEN ASIA＋ライティング・フェア

LF2

業界の外からみる照明の今後の課題と展望～新しい事業のカタチを
模索する～／講師：谷澤 俊彦氏（リブ・コンサルティング シニアコ
ンサルタント）、モデレーター：中島 龍興氏（中島龍興照明デザイン
研究所 代表取締役）
最近のホテルデザイン動向／講師：樽本 和正氏（東急不動産ウェル
ネス事業ユニット ホテル・リゾート事業本部 主任）、丹野 太郎氏
（横浜グランドインターコンチネンタルホテル シニアアドバイザー）、
モデレーター：金田 篤士氏（ワークテクト 代表取締役）
映像と光のデザイン／講師：友末 治氏（空間映像デザイン事務所 
OSAMU-STYLE Creative Director）、モデレーター：田中 謙太郎氏（ラ
イティング プランナーズ アソシエーツ 取締役）
見る事・味わう事の意識、無意識／講師：片 幸子氏（料理研究家）、モ
デレーター：武石 正宣氏（ICE 都市環境照明研究所 代表取締役）
医療における最新照明の進化と動向／講師：中岡 覚氏（伊藤喜三郎
建築研究所 常務執行役員 プリンシパルアーキテクト）、増田 順氏
（セントラルユニ 代表取締役）、モデレーター：松下 美紀氏（松下美
紀照明設計事務所 代表取締役）
地方創生とあかり／講師：泉 英明氏（ハートビートプラン 代表取締
役 都市計画家）、片岸 将広氏（日本海コンサルタント計画研究室 建
設コンサルタント 金沢片町まちづくり会議事務局）、モデレータ
ー：長町 志穂氏（LEM空間工房 代表取締役）
シンプルな中に複雑さを得る―ダン フレヴィンの創造性／講師：ア
ヌシャ・ムススブラマニアン氏（ライティングスペース 創立者・学
校長）、モデレーター：岩井 達弥氏（岩井達弥光景デザイン 代表）
クラウドファンディングを活用した酬恩庵枯山水庭園ライトアップ／
講師：田邊 宗弘氏（酬恩庵一休寺 副住職）、モデレーター：原田 武
敏氏（焔光景デザイン 代表）
ウエアラブルな光／講師：柏原 エリナ氏（K-oneスペース LIGHT 
MODE アーティスト）、モデレーター：東宮 洋美氏（ライトスケー
プ・デザイン・オフィス 代表）
LEDが完成した後の照明デザイナーの役割／講師：アンドレア・ハ
ートランド氏（ハートランド・ライティング・デザイン 代表）、ケバ
ン・ショー氏（ケバン・ショー・ライティング・デザイン デザイン
ディレクター）、モデレーター：近田 玲子氏（近田玲子デザイン事務
所 代表取締役）

●受講料は各税込みです。 ●席数には限りがございます。満席の場合は受講いただけない場合もありますので、ご了承願います。 
●都合により、講師・演題等が変更になる場合がございますので、ご了承ください。 

＊セミナー当日の参加方法：事前申込が必要なセミナーも、席に余裕がある場合は当日受付を行います。当日受付のみのセミナーは会場に直接お越しください。セミナープログラム（会議棟セミナー）

受講無料 事前申込 会議棟6F 会議棟6F有料 事前申込

会議棟6F有料 事前申込

会議棟6F受講無料 事前申込

受講無料 事前申込 会議棟1F

受講無料 事前申込 会議棟6F

受講無料 事前申込 会議棟6F

受講無料 事前申込 会議棟6F

受講無料 事前申込 会議棟6F

有料 事前申込 会議棟1F 101・102会議室

特別企画展

特別企画展

東8ホール

東7ホール

東4ホール

東5ホール

東6ホール

東1ホール

西4ホール
西3ホール

西1ホール

西2ホール

東2ホール

東3ホール

りんかい線
国際展示場駅

ゆりかもめ
国際展示場正門駅

[特別企画]

605 606

607 608

609 610

7F

102101

レセプション
ホール

AB

701 702

703

2F

会議棟 6F 会議棟 7F会議棟 1F

国際会議場

2F会議棟

事前申込有料 会議棟1F レセプションホール



共催：日本照明工業会　
企画構成：ライティング・フェア2017企画委員会、日本国際照明デザイナーズ協会

3月7日［火］

3月8日［水］

セミナー

セミナー

セミナー

セミナー

セミナー

セミナー

セミナー
受講無料

協力：日経ホームビルダー
講師：大橋 好光氏（東京都市大学 工学部建築学科 教授）
　　　保坂 貴司氏（匠建築 代表取締役）

10:30 12:30 事前申込
日経ホームビルダーセミナー
「熊本地震の教訓を“新耐震”強化に生かす」

東3ホール内AC-1

協力：健康・省エネ住宅を推進する国民会議
講師：上原 裕之氏（健康・省エネ住宅を推進する国民会議 理事長）
　　　伊香賀 俊治氏（慶應義塾大学 理工学部システムデザイン工学科 教授）
　　　平田 潤一郎氏（ナイス 専務取締役）

13:30 15:30
「消費者が望む健康な木の家を世界の流れと最新の研究から考える」

AC-2

リテールテックJAPAN ソリューションステージ 受講無料 事前申込 東1ホール内
スタッフとのコミュニケーションも店舗への周知も、LINE WORKS
が解決します！／
ワークスモバイルジャパン
NRF2017に見るリテール業界の最新トレンドとシスコソリューション／
シスコシステムズ
映像を利用した店舗運営の効率化は、トレンドから実践の時代に／
アクシスコミュニケーションズ
P2PE & セキュリティ／
INGENICO GROUP
インバウンド向けスマホマルチ決済と越境EC／
ビリングシステム

12:40  13:10

13:30  14:00

14:20  14:50

15:10  15:40

16:00  16:30

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

主催：ASISインターナショナル日本支部
講師：上原 誠司氏（ASISインターナショナル日本支部 副支部長）
　　　長瀬 泰郎氏（ASISインターナショナル日本支部 支部長）
　　　宇田川 登紀氏（Toki's SECURITY Lab. Security Management Specialist）
　　　サニー神谷氏（日本防災教育訓練センター 代表理事）

10:40 12:00
海外事例を中心としたセキュリティ対策最新事例

SS-11

セキュリティソリューションステージ

受講無料 事前申込 東7ホール内

JEAS新活動宣言後の新ソリューション提案と法的対応／
日本万引防止システム協会
NXウィットネス新世代IPVMSの大型・高度案件での価格破壊／
ビデオテクニカ
実は5年も遅れてる?! 日本のWi-Fiセキュリティ／
レンジャーシステムズ
ioTで拡がる新しい安全／安心な社会と新しい価値の創造／
キヤノン、キヤノンマーケティングジャパン、
アクシスコミュニケーションズ、マイルストーンシステムズ、
富士通
HDCVI3.0 WORLD／
DAHUA TECHNOLOGY、三星ダイヤモンド工業

12:40  13:10

13:30  14:00

14:20  14:50

15:10  15:40

16:00  16:30

SS-12

SS-13

SS-14

SS-15

SS-16

主催：日経アーキテクチュア、日経ホームビルダー　協力：日本経済新聞社
講師：内藤 廣氏（建築家、東京大学名誉教授、建材設備大賞 審査委員長）
　　　ほか

10:30 12:30
建材設備大賞記念セミナー
「都市や建築・住宅の未来を切り開く優れた建材・設備」

AC-3

主催：光触媒工業会（PIAJ）　協力：日本経済新聞社
講師：廣部 義夫（石原産業、光触媒工業会 理事）

13:30 15:10
建築CPD(継続能力/職能開発)情報提供制度 認定プログラム
(プログラムID：00182093)
「光触媒技術の建築への適用」

AC-4

リテールテックJAPAN ソリューションステージ
電子決済－Next①／リテール×電子決済
奥谷 孝司氏（オイシックス 統合マーケティング室 室長 Chief Omni-
Channel Officer（COCO））
長見 明氏（スターバックス コーヒー ジャパン マーケティングコミュ
ニケーション本部 デジタル戦略部 部長）
長谷川 秀樹氏（東急ハンズ 執行役員 オムニチャネル推進部長 ハンズ
ラボ 代表取締役社長）
VisaにおけるEC加盟店での不正状況と対策について／
ビザ・ワールドワイド・ジャパン
卸・小売企業を支えるクラウド物流システム構築ノウハウと導入事例／
シーネット
P&G、GAPのデジタル変革を支えるコンテンツプラットフォーム／
Box Japan
カード情報非保持化およびPCI DSS準拠対応ソリューションのご提案／
セイコーソリューションズ
リテールビジネスを支えるアマゾンのソリューション 
～アマゾンとアマゾンウェブサービスのご紹介～／
アマゾン ウェブ サービス ジャパン

11:00  12:20

12:40  13:10

13:30  14:00

14:20  14:50

15:10  15:40

16:00  16:30

B-0

B-1

B-2

B-3

B-4

B-5

セキュリティソリューションステージ
つなぐ・ためる・活用する ～カメラクラウドのその先へ～／
NTTコミュニケーションズ
ioTで拡がる新しい安全／安心な社会と新しい価値の創造／
キヤノン、キヤノンマーケティングジャパン、
アクシスコミュニケーションズ、マイルストーンシステムズ、
NEC

15:10  15:40

16:00  16:30

SS-25

SS-26

主催：総合防犯士会（ASES）
講師：平野 富義（エフビーオートメ 代表取締役、ASES総合防犯士会 副会長兼事業部会 部

会長）
　　　谷川 威人（パナソニック エコソリューションズ創研 上席講師、総合防犯士会 広報部

会 部会長）
　　　成田 純一（アラコム 営業部 担当課長、ASES総合防犯士会 事業部会 副部会長）

10:40 12:00
障害者施設の防犯対策・ガイドライン

SS-21

特別協力：情報セキュリティ大学院大学
講師：鵜飼 裕司氏（FFRI 代表取締役社長）
　　　川橋 裕氏（和歌山大学 システム情報学センター 講師）
　　　篠田 佳奈氏（BLUE 代表取締役）
　　　高橋 正和氏（日本マイクロソフト チーフセキュリティアドバイザー）
　　　西川 徹矢氏（笠原総合法律事務所 弁護士）
　　　吉岡 克成氏（横浜国立大学大学院 環境情報研究院・先端科学高等研究院 准教授）
司会：関口 和一（日本経済新聞社 編集委員）

12:40 14:50
第13回情報セキュリティ文化賞記念講演会
「連携と協働の時代に輝くセキュリティ人材とは？」

SS-22

13:00 14:45
［トークセッション］
地域が蘇るグッドデザイン 
～2016年度グッドデザイン賞受賞デザインのアプローチから学べること～

GD-A1

主催：日本デザイン振興会　協力：日本経済新聞社
講師：大島 芳彦氏（ブルースタジオ 専務取締役／金賞：ホシノタニ団地）
　　　池田 峰氏（東郊住宅社 取締役／特別賞［地域づくり］：トーコーキッチン）
　　　籾山 真人氏（リライト_GROUP 代表取締役／特別賞［地域づくり］：コミュニティステ

ーション東小金井）
　　　風間 啓介氏（十日町まちなかステージ応援団 代表／ベスト100：「ブンシツ」及び 十

日町まちなかステージ応援団の活動）
　　　岩佐 十良氏（クリエイティブディレクター ／2016年度グッドデザイン賞審査委員）

15:15 16:15
［デザインセミナー］
環境をかたちづくる「もの」のデザイン 
～パブリック・ファーストへ向かうプロダクトデザイン～

GD-A2

主催：日本デザイン振興会　協力：日本経済新聞社
講師：鈴木 啓太氏（プロダクトデザイナー／2016年度グッドデザイン賞審査委員）

＊セミナー当日の参加方法：事前申込が必要なセミナーも、席に余裕がある場合は当日受付を行います。当日受付のみのセミナーは会場に直接お越しください。セミナープログラム（展示会場内セミナー）

13:00  13:45

14:00  14:45

15:00  15:45

CS1

CS2

CS3

10:30  11:15

11:30  12:15

12:50  13:35

13:45  14:30

14:40  16:20

LS1

LS2

LS3

LS4

LS5

受講無料 申込不要
あかりと文化のコレカライト

西ホールアトリウムコレカライトステージ

今、大注目のスポーツ照明！最新の導入事例／
パネリスト：岡本 孝人氏（岩崎電気 IoT・新規事業推進室 室長）、横
井 裕氏（パナソニック エコソリューションズ社 ライティング事業部 
エンジニアリング綜合部 専門市場エンジニアリング部 部長）
モデレーター： 小野田 行雄氏（イリス・アソシエーツ 代表取締役）
寝台列車に上質感をつくり出す／
講師：浦 一也氏（浦一也デザイン研究室 インテリアデザイナー）
モデレーター：金田 篤士氏（ワークテクト 代表取締役）
イルミネーションでつくる観光大国／
講師：髙木 潔氏（ハウステンボス 専務取締役）
DAIKOのアウトドア戦略について／
講師：花井 架津彦氏（大光電機 TACT大阪デザイン課 高木チーム 主事）
世界に発信される日本の照明デザイン／パネリスト：岩井 達弥氏（岩
井達弥光景デザイン 代表）、小野田 行雄氏（イリス・アソシエーツ 代
表取締役）、黒瀬 俊英氏（ワークテクト アソシエイトデザイナー）、戸
恒 浩人氏（シリウスライティングオフィス 代表取締役）、早川 亜紀氏
（灯デザイン ライティングデザイナー）、面出 薫氏（ライティング プラ
ンナーズ アソシエーツ 代表）、森 秀人氏（ライティングM 代表取締役）
モデレーター：近田 玲子氏（近田玲子デザイン事務所 代表取締役）

あしたが変わる、あかりが変える①／（アイリスオーヤマ、岩崎電気 より）
モデレーター：福多 佳子氏（中島龍興照明デザイン研究所）
あかりのモノづくり／パネリスト：遠藤 道明氏（ディクラッセ 代表
取締役）、馬場 美次氏（馬場美次デザイン室）
モデレーター：小山 憲太郎氏（コヤマケンタロウデザイン事務所 代表）
信号機の不思議な世界／講師：藤田 淳一氏（コイト電工 営業本部 特販
部 担当部長）、角 建志氏（コイト電工 照明技術部 信号グループ 課長）
モデレーター：村岡 治彦氏（村岡治彦デザイン事務所）

11:15  12:00

13:00  13:45

14:00  14:45

15:00  15:45

CS4

CS5

CS6

10:30  11:15

11:30  12:15

12:50  13:35

13:45  14:30

14:40  15:25

15:35  16:20

LS6

LS7

LS8

LS9

LS10

LS21

明日の暮らしが変わるコレカライト

CS7

ヘルスケア環境を変革する照明デザイン～自己治癒力を高める照明・
色彩・空間～／パネリスト：梅澤 ひとみ氏（環境カラリスト）、手塚 
昌宏氏（YAMAGIWA クリエイティブ局 医療福祉担当部長）
モデレーター：中山 茂樹氏（千葉大学大学院工学研究科 教授）
犯罪から身を守るあかり／
講師：京師 美佳氏（防犯アドバイザー・セキュアプランナー）
子どもの学びとあかり／
講師：隂山 英男氏（立命館大学教育開発推進機構 教授）
新製品発表：COBの市場勢力図を変えるソウル半導体のCOB製品／
講師：柏木 孝仁氏（ジャパンソウル半導体 営業技術支援チーム FAE 
Manager）
ZEH（ゼロ・エネルギー・ハウス）時代の快適照明／
講師：福田 和幸氏（積水ハウス 環境推進部 温暖化防止研究所 部長） 
照明学会「照明普及賞受賞施設事例発表会」①／
①【北海道】耳鼻咽喉科麻生病院
②【四国】四電工新社屋
③【東海】名古屋商科大学大学院 名古屋キャンパス 丸の内タワー
④【東京】プラウドタワー大泉学園

あしたが変わる、あかりが変える②／（遠藤照明、コイズミ照明、コ
イト電工 より）
モデレーター：中谷 太郎氏（サイファー 代表）
あしたが変わる、あかりが変える③／（GSユアサ、スタンレー電気、
星和電機 より）
モデレーター：八木 弘樹氏（内原智史デザイン事務所 シニアパート
ナー）
あなたの知らないセンサーの世界／
講師：中村 久氏（乃村工藝社 CC第二事業本部 事業戦略部 部長）
モデレーター：松本 浩作氏（スタイルマテック 代表取締役）
光の作法ー女性を美しく魅せる光の魔法とはー／
講師：石原 有起氏（美容ジャーナリスト）
モデレーター：小西 美穂氏（ALG建築照明計画 照明計画ディレクター）

受講無料 事前申込 東7ホール内

ワークショップ
医療・介護ダブル改定への対策～介護事業の経営改善や新規開業に必
要なこと／エス・エム・エス
『健康教育プログラム』実証実験から見えてきたこと：
家族のためのヘルスリテラシー向上の取組み／
ベネッセコーポレーション
空間の音環境整備による居心地の改善
～ハイレゾ音響空間「KooNe（クーネ）」／
JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント
弘前大COIにおける社会実装の取組
－健康プラットフォーム構築による予防市場の創造－／花王
ゆるスポーツを利用した様々なソリューション事例の紹介／
世界ゆるスポーツ協会
～カーリングの町・軽井沢～まわり始めた長野オリンピックレガシー／
スポーツコミュニティー軽井沢クラブ
【スペシャルセッション】
オリンピックと都市計画、街づくりについて／
玉木 正之氏（スポーツ評論家）
【スペシャルセッション】
～“スポーツによる街づくり”を推進するための取り組みやプログラム
の最前線をご紹介します～／
アスリートセーブジャパン、笹川スポーツ財団
【スペシャルセッション】
“スポーツによる街づくり”の法的課題／
日本スポーツ法学会
　「施設整備・運営」　鈴木 知幸氏
　「産業振興」　境田 正樹 弁護士
　「スポーツ・インテグリティ」　松本 泰介 弁護士

10:50  11:10

11:30  11:50

12:10  12:30

12:50  13:10

13:30  13:50

14:10  14:30

14:40  15:10

15:20  15:50

16:00  16:50

HS-25

HS-24

HS-23

HS-22

HS-21

HS-26

HS-28

HS-27

HS-29

受講無料 事前申込 西4ホール内オープンシアター

セミナー

セミナー

主催：日本デザイン振興会　協力：日本経済新聞社

10:30 12:00
［デザインセミナー］
グッドデザイン賞に応募してみませんか？ 
～2017年度グッドデザイン賞のご案内～

GD-B1 受講無料 事前申込 西3ホール内

セミナー会場案内図

●席数には限りがございます。
　満席の場合は受講いただけない場合もありますので、
　ご了承願います。 
●都合により、講師・演題等が変更になる場合が
　ございますので、ご了承ください。 

セミナー
2

受講無料 事前申込 東3ホール内 2

受講無料 申込不要 西2ホールコレカライトスタジオ2017

コレカライトステージ

コレカライトスタジオ2017

共催：日本照明工業会　
企画構成：ライティング・フェア2017企画委員会、日本国際照明デザイナーズ協会

共催：日本照明工業会　
企画構成：ライティング・フェア2017企画委員会、日本国際照明デザイナーズ協会

共催：日本照明工業会　
企画構成：ライティング・フェア2017企画委員会、日本国際照明デザイナーズ協会

共催：日本照明工業会　
企画構成：ライティング・フェア2017企画委員会、日本国際照明デザイナーズ協会

受講無料 事前申込 東3ホール内 2

受講無料 事前申込 東3ホール内 2

3

1

受講無料 事前申込 東7ホール内 1 7

受講無料 事前申込 東7ホール内 1

1

受講無料 事前申込 東1ホール内 3

受講無料 事前申込 東7ホール内 1

8

受講無料 申込不要 西ホールアトリウム 7 6

受講無料 事前申込 西3ホール内 6

受講無料 事前申込 西3ホール内 6
受講無料 申込不要 西2ホール 8

5



3月9日［木］

3月10日［金］

セミナー

セミナー

セミナー

セミナー

セミナー

セミナー

セミナー

セミナー

セミナー

セミナー

協力：日本建材・住宅設備産業協会
講師：布井 洋二氏（旭ファイバーグラス 営業本部営業管理部 主幹、
　　　日本建材・住宅設備産業協会 エネルギー企画・普及部会ZEH普及分科会サブリーダー） ほか

10:30 12:30
「ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の普及に向けて 」

AC-5

協力：みなと森と水ネットワーク会議
講師：腰原 幹雄氏（東京大学 生産技術研究所 教授）、内海 彩氏（KUS一級建築士事務所 代

表取締役）、永田 英雄氏（フケタ設計 開発部次長）、横田 昌幸氏（NTTファシリティ
ーズ プリンシパルアーキテクト）

14:00 16:00
「地域の建築物に見る国産木材活用の可能性」

AC-6

リテールテックJAPAN ソリューションステージ
電子決済－Next②／コンタクトレス×電子決済
大戸 豊氏（NTTドコモ スマートライフビジネス本部 金融ビジネス推
進部 iD担当部長）、山口 朗氏（オリエント総合研究所 取締役兼専務執
行役員）、岩崎 純氏（カード・ウェーブ 編集長）
Visaデベロッパーのご紹介／ビザ・ワールドワイド・ジャパン
AI・IoTで変貌する社会 今求められる"本物の"業務システムとは／
アストロ数理ホールディングス
最新！地図情報システムを用いた小売チェーンの商圏分析ノウハウ／
技研商事インターナショナル
Eコマースの手法で物理店舗を分析、非購入顧客を理解する／リテールネクスト
パートタイマーの採用・定着・戦略／ベクトル

11:00  12:20

12:40  13:10
13:30  14:00

14:20  14:50

15:10  15:40
16:00  16:30

C-1

C-0

C-2

C-3

C-4
C-5

特別協力：セキュリティ産業新聞社
パネリスト：工藤 誠也氏（情報処理推進機構 情報セキュリティ技術ラボラトリー 研究員）、

住谷 健氏（ビデオテクニカ 代表取締役社長）、松尾 正克氏（パナソニック AVC
ネットワークス社 IoTサイバーセキュリティ事業推進室 室長）

司会：野口 勇人氏（セキュリティ産業新聞 編集長）

10:40 12:00
セキュリティ機器のセキュリティ対策

SS-31

セキュリティソリューションステージ
ioTで拡がる新しい安全／安心な社会と新しい価値の創造／
キヤノン、キヤノンマーケティングジャパン、アクシスコミュニケー
ションズ、マイルストーンシステムズ、オプテックス
赤外線サーマルカメラの仕組みと活用方法／フリアーシステムズジャパン
より良い効率を目指すGenetecセキュリティソリューション／Genetec
つなぐ・ためる・活用する ～カメラクラウドのその先へ～／
NTTコミュニケーションズ
ioTで拡がる新しい安全／安心な社会と新しい価値の創造／キヤノン、
キヤノンマーケティングジャパン、アクシスコミュニケーションズ、
マイルストーンシステムズ、ホーチキ

12:40  13:10

13:30  14:00
14:20  14:50
15:10  15:40

16:00  16:30

SS-32

SS-33
SS-34
SS-35

SS-36

主催：日本デザイン振興会　協力：日本経済新聞社

10:30 12:00
［デザインセミナー］
グッドデザイン賞に応募してみませんか？ 
～2017年度グッドデザイン賞のご案内～

GD-B2

13:00 14:30
［トークセッション］
地域の力をデザインで引き出す 
～茨城県の取り組みから～

GD-A3

主催：日本デザイン振興会　協力：日本経済新聞社
講師：井川 一幸氏（井川建築設計事務所 代表）
　　　辻 徹氏（大子漆八溝塗 器而庵 代表）
　　　原 忠信氏（いばらきデザインセレクション審査委員／筑波大学 芸術系ビジュアルデ

ザイン領域 准教授）［予定］
司会進行：西條 友弥子氏（茨城県デザインセンター デザインコーディネーター）

15:00 16:00
［デザインセミナー］
GOOD DESIGN Biz プレゼンテーション
（ミサワホーム、NTTドコモ）

GD-A4

主催：日本デザイン振興会　協力：日本経済新聞社
講師：向山 孝美氏（ミサワホーム 商品開発部長）
　　　小栗 伸氏（NTTドコモ 移動機開発部 主査）

協力：日本住宅管理組合協議会
講師：柿沼 英雄氏（日本住宅管理組合協議会 理事・広報室室長）
　　　岡田 和広氏（耐震設計 代表取締役）

11:00 12:30
「マンションの大規模修繕と耐震（診断と改修）」

AC-7

リテールテックJAPAN ソリューションステージ
電子決済－Next③／フィンテック×電子決済
伏見 慎剛氏（Origami オペレーションズ責任者）
水野 博商氏（Square カントリーマネージャー）
松谷 徹氏（PayPal Pte. Ltd. 東京支店 グローバル・コア・ペイメント 
ヘッド）
Leading in Digital／Mastercard
欧米先端事例とマンハッタンオム二チャネルソリューションご紹介／
マンハッタン・アソシエイツ
パートタイマーの採用・定着・戦略／ベクトル
事例で語る！スタッフ教育や訪日客対応を効率化するモバイル活用／
インフォテリア

11:00  12:20

12:40  13:10
13:30  14:00

14:20  14:50
15:10  15:40

D-1

D-0

D-2

D-3
D-4

特別協力：a&s JAPAN

10:40 12:00
低照度／暗闇での映像監視をどう構築するか

SS-41

セキュリティソリューションステージ
安全VS監視の構図を超えて～防犯カメラ社会が行きつく先／
日本防犯システム
使い易く安心なIDカードを目指した共通フォーマットのご紹介／
FCF推進フォーラム
ioTで拡がる新しい安全／安心な社会と新しい価値の創造／
キヤノン、キヤノンマーケティングジャパン、
アクシスコミュニケーションズ、マイルストーンシステムズ、アイホン
つなぐ・ためる・活用する ～カメラクラウドのその先へ～／
NTTコミュニケーションズ

12:40  13:10

13:30  14:00

14:20  14:50

15:10  15:40

SS-42

SS-43

SS-44

SS-45

10:30 12:00
［ワークショップ］
グッドデザイン賞審査体験から広がる「デザイン評価」の可能性

GD-C

主催：日本デザイン振興会　協力：日本経済新聞社

13:00 14:15
［トークセッション］
「充環境」づくりへの挑戦 ～新しい住宅機器・設備のデザイン～

GD-A5

主催：日本デザイン振興会　協力：日本経済新聞社
講師：長町 志穂氏（ライティングデザイナー／2016年度グッドデザイン賞審査委員）
　　　鈴野 浩一氏（建築家／2016年度グッドデザイン賞審査委員）
　　　藤森 泰司氏（家具デザイナー／2016年度グッドデザイン賞審査委員）
　　　山本 秀夫氏（プロダクトデザイナー／2016年度グッドデザイン賞審査委員）

10:30  11:15

11:30  12:15

12:50  13:35

14:40  15:25

15:35  16:20

LS11

LS12

LS13

LS14

LS15

共催：日本照明工業会　
企画構成：ライティング・フェア2017企画委員会、日本国際照明デザイナーズ協会

共催：日本照明工業会　
企画構成：ライティング・フェア2017企画委員会、日本国際照明デザイナーズ協会

こんなところにもあるコレカライト

知れば得する省エネ補助金活用のテクニック／
講師：浜高 秀和氏（リミックスポイント 第一事業部 シニアマネージ
ャー）
ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）を実現する新しい照明手法／
講師：張本 和芳氏（大成建設 技術センター 建築技術研究所 エネルギ
ー研究室）
モデレーター：吉澤 望氏（東京理科大学 理工学部建築学科 教授）
省エネルギー型の駅を創る～「エコステ」モデル駅の整備～／
講師：千葉 裕之氏（東日本旅客鉄道 経営企画部 環境経営推進室 課長）
食と庭 おもてなしのあかり／
パネリスト：重森 千靑氏（作庭家）、杉本 節子氏（料理研究家）
モデレーター：内原 智史氏（内原智史デザイン事務所 代表）
照明学会「照明普及賞受賞施設事例発表会」②／
①【九州・沖縄】イオンモール沖縄ライカム
②【北陸】金沢城公園 玉泉院丸庭園
③【関西】EXPOCITY
④【東北】会津・鶴ヶ城天守閣ライトアップ

セミナー

11:15  12:00

13:00  13:45

14:00  14:45

15:00  15:45

CS8

CS9

CS10

CS11

あしたが変わる、あかりが変える④／（大光電機、DNライティング より）
モデレーター：馬渡 秀公氏（マワタリデザイン 代表）
あしたが変わる、あかりが変える⑤／（東芝ライテック、パナソニック より）
モデレーター：吉野 弘恵氏（アカリ･アンド･デザイン 代表）
光るシルクの開発とこれからの照明の楽しい関係／
講師：瀬筒 秀樹氏（農研機構 生物機能利用研究部門 カイコ機能改変
技術開発ユニット長）
モデレーター：水馬 弘策氏（ジ・オーバルデザイン）
レーザー照明について語ろう／
講師：松岡 智巳氏（ウシオライティング 商品企画室長）
モデレーター：目黒 朋美氏（トモルデザイン・メグロ 代表取締役）

講師：三沢 英生氏（ドーム 取締役 CPO）

10:50 11:30
成熟国家におけるスポーツの価値
～スタジアム、大学改革を通じて社会を豊かにする～

HS-31スポーツ

講師：岡村 信悟氏（横浜DeNAベイスターズ 代表取締役社長）

11:50 12:30
横浜DeNAベイスターズが進める『横浜スポーツタウン構想』

HS-32スポーツ

講師：永廣 正邦氏（梓設計 常務執行役員 設計室 永廣スタジオ・リーダー）

13:50 14:30
多様性を活かし変貌するこれからのスポーツ施設について

HS-34スポーツ

講師：細井 裕司氏（奈良県立医科大学 理事長・学長）

12:50 13:30
医学を基礎とするまちづくり“MBT”次なる一手

HS-33ヘルスケア

パネリスト：遠藤 利文氏（スポーツデータバンク 代表取締役）
　　　　　　比嘉 満氏（内閣府沖縄総合事務局 経済産業部企画振興課長）
　　　　　　椎本 泰隆氏（かりゆし 執行取締役 兼 かりゆしアーバンリゾート・ナハ 総支
　　　　　　配人）
　　　　　　西根 英一氏（ヘルスケア・ビジネスナレッジ 代表取締役）
モデレーター：石塚 大輔氏（スポーツデータバンク沖縄 代表取締役）

14:50 15:50
地域資源を活用したヘルスケア産業事業で目指す地域活性

HS-35ヘルスケア

ワークショップ
ヘルスケアの行動変容を促す検診のあり方 
－職域歯科健診の活用による気付き－／
ライオン
ビッグデータで健康の未来を変える! －弘前大学COIの社会実装戦略－／
弘前大学
スポーツ総合メーカー「セノー＆ミズノ」が提案する健康づくりを軸と
した街づくりの事例紹介／
セノー
イオンの健康長寿社会への貢献 －生活者の意識と行動を変える－／
イオン
天気が体に与える影響 ～健康管理・スポーツに気象情報を生かす～／
ライフビジネスウェザー
野菜・果実のカロテノイドによるメタボ予防エビデンスと社会実装へ
の応用／
カゴメ
「実年齢から身体年齢へ」 地域活性化のKey Technology／
ヘルスグリッド
ライフジム ～保険外サービス・混合介護の実践論～／
LIFEGYM.jp（ライフジム運営協議会） 

11:00  11:20

11:40  12:00

12:20  12:40

13:00  13:20

13:40  14:00

14:20  14:40

15:00  15:20

15:40  16:00

HS-45

HS-44

HS-43

HS-42

HS-41

HS-46

HS-47

HS-48

10:30  11:15

11:30  12:15

12:50  13:35

14:40  15:25

15:35  16:20

LS16

LS17

LS18

LS19

LS20

未来を変える注目のコレカライト

11:15  12:00

13:00  13:45

14:00  14:45

15:00  15:45

CS12

CS13

CS14

CS15

信号線よさようなら！照明制御もWi-Fiの時代へ／
パネリスト：鈴木 直行氏（遠藤照明 営業本部 照明設計部 照明設計
課 課長）、鶴岡 伸一氏（東芝ライテック 照明電材事業本部 施設・屋
外照明事業部 特機システム部 部長）、中田 好春氏（山田照明 企画開
発本部 部長）
モデレーター：岡本 賢氏（Ripple design 代表）
車と道路の照明協調／
講師：萩原 亨氏（北海道大学大学院 工学研究院 北方圏環境政策工学
部門・技術環境政策学分野 建設管理工学研究室 教授）
進化する有機EL照明／
講師：城戸 淳二氏（山形大学 大学院理工学研究科有機デバイス工学
専攻教授）
演色性評価の最前線を探る／
パネリスト：金谷 末子氏（ビジュアル・テクノロジー研究所 代表取
締役）、彌吉 泉美氏（彌吉泉美照明デザイン 代表取締役）
モデレーター：岩井 達弥氏（岩井達弥光景デザイン 代表）
プロジェクションマッピングがもたらす共感体験～日本から世界へ／
講師：菅山 明美氏（NHKエンタープライズ グローバル事業本部 展開
推進 部長）

あしたが変わる、あかりが変える⑥／（日立アプライアンス、プリン
ス電機 より）モデレーター：石田 聖次氏（LIGHTSCENE 代表）
あしたが変わる、あかりが変える⑦／（三菱電機照明、NECライティ
ング より）モデレーター：永津 努氏（フェノメノンライティングデザ
インオフィス 代表取締役）
照明デザイナーの系譜／
パネリスト：窪田 麻里氏（ライティング プランナーズ アソシエーツ 
取締役・シニアアソシエート）、東宮 洋美氏（ライトスケープ・デザ
イン・オフィス 代表）
モデレーター：富田 泰行氏（トミタ・ライティングデザイン・オフ
ィス 代表取締役）
ワインとあかりの楽しい関係／
講師：東海林 弘靖氏（ライトデザイン 代表）
モデレーター：武石 正宣氏（ICE 都市環境照明研究所 代表取締役）

15:00 16:15
［トークセッション］
隠れた部分にもなぜデザインが必要なのか？ 
～産業・公共分野のデザインから考える～

GD-A6

主催：日本デザイン振興会　協力：日本経済新聞社
講師：朝倉 重徳氏（インダストリアルデザイナー／2016年度グッドデザイン賞審査委員）
　　　安次富 隆氏（プロダクトデザイナー／2016年度グッドデザイン賞審査委員）
　　　寺田 尚樹氏（建築家・デザイナー／2016年度グッドデザイン賞審査委員）

セミナー

講師：羽生 雄一郎氏（内閣官房 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本
部事務局 参事官）

10:50 11:30
2020年を地域にどう生かすか（オリパラ・ホストタウンの推進）

HS-51スポーツ

講師：渡辺 史敏氏（ジャーナリスト）

11:50 12:30
「スマートスタジアム」米国最前線～競争勃発、「IT武装で体験向上」
「複合施設化で街づくり」

HS-52スポーツ

講師：西野 篤氏（ソニーネットワークコミュニケーションズ 会員サービス企画部 マネジャー）

13:50 14:30
健康な身体づくりを専属トレーナーがサポート
－オンライン運動指導サービス「ソネトレ」のご紹介－

HS-54ヘルスケア

健康都市活動 ～行政、市民団体、企業、NPOのパートナーシップで
健康増進に取り組む～／
健康都市活動支援機構
目指せ健康長寿の一大拠点！ウェルネスバレーのご紹介 
～金メダルのまち、愛知県大府市～／大府市
『DOスポーツイベント』が地域に人を呼込む！
スポーツエントリーに見るDOスポーツ最新動向／
アプロード
インターネットを活用した地域活性化について／
楽天
筋肉貯筋の自治体での活用について／
ヘルスグリッド台湾、健康医療産業推進機構
【デモセッション】
AEDの正しい使い方を学び、命を大切にする心を考える講習会
『いのちの教室』／
飯沼 誠司氏（アスリートセーブジャパン）
【パネルディスカッション】
民間活力による地域と連携した部活動支援モデルのご紹介／
スポーツデータバンク沖縄、内閣府沖縄総合事務局、沖縄県うるま市

11:00  11:20

11:40  12:00

12:20  12:40

13:00  13:20

13:40  14:00

14:50  15:20

15:40  16:10

HS-65

HS-64

HS-63

HS-62

HS-61

HS-67

HS-68

受講無料 事前申込 西4ホール内セミナー会場

ワークショップ

セミナー会場案内図

●席数には限りがございます。
　満席の場合は受講いただけない場合もありますので、
　ご了承願います。 
●都合により、講師・演題等が変更になる場合が
　ございますので、ご了承ください。 

＊セミナー当日の参加方法：事前申込が必要なセミナーも、席に余裕がある場合は当日受付を行います。当日受付のみのセミナーは会場に直接お越しください。セミナープログラム（展示会場内セミナー）

コレカライトステージ

コレカライトスタジオ2017

コレカライトステージ

コレカライトスタジオ2017

共催：日本照明工業会　
企画構成：ライティング・フェア2017企画委員会、日本国際照明デザイナーズ協会

共催：日本照明工業会　
企画構成：ライティング・フェア2017企画委員会、日本国際照明デザイナーズ協会

受講無料 事前申込 東3ホール内 2

受講無料 事前申込 東3ホール内 2

受講無料 事前申込 東3ホール内 2

受講無料 申込不要 西ホールアトリウム

受講無料 申込不要 西2ホール

7

8

受講無料 申込不要 西ホールアトリウム 7

受講無料 申込不要 西2ホール 8

受講無料 事前申込 東1ホール内 3

受講無料 事前申込 東1ホール内 3

受講無料 事前申込 東7ホール内 1

受講無料 事前申込 東7ホール内 1

受講無料 事前申込 東7ホール内 1

受講無料 事前申込 東7ホール内 1

受講無料 事前申込 西3ホール内 6

受講無料 事前申込 西3ホール内 6

受講無料 事前申込 西3ホール内 6

受講無料 事前申込 西3ホール内 6

受講無料 事前申込 西3ホール内 6

受講無料 事前申込 西3ホール内 6

受講無料 事前申込 西4ホール内オープンシアター

4

受講無料 事前申込 西4ホール内セミナー会場 4

受講無料 事前申込 西4ホール内セミナー会場 4

5

受講無料 事前申込 西4ホール内オープンシアター 5

受講無料 事前申込 西4ホール内セミナー会場 4

受講無料 事前申込 西4ホール内セミナー会場 4

受講無料 事前申込 西4ホール内セミナー会場 4

受講無料 事前申込 西4ホール内セミナー会場 4

受講無料 事前申込 西4ホール内セミナー会場 4
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