出展者一覧（50音順│2016年12月26日現在）

※印＝店舗ホスピタリティー

あ

アイカ工業
AIZ
あきがわ木工連
アクティ
アコ・ブランズ・ジャパン
浅野金属工業
朝日ウッドテック
旭コンステック
アスカ
アスワン
アドセック
アトラス広告社
アプロス
荒川技研工業
アルメコ
石川県
石黒製作所
イノアックコーポレーション
今城ネオン製作所
イマヤマ
WOOD MAKER JAPAN
ウッドワン
エーアンドエー
エー・ピー・エス
SUS
エプソン販売
MK Design Mesh
M.G.I.T. JAPAN ※
LEDグロー
LED-Hero Electronic Technology
大里
オール
岡崎製材
オカバマネジメント
岡村製作所
オミノ

か

カイスイマレン
ガダン
河淳
看板SEHOU
キープロン
ギャラクシアジャパン
共栄コーポレーション
共栄商事
協同コム
共和成産
錦城護謨

空間デザイン機構
日本空間デザイン協会
日本商環境デザイン協会
日本サインデザイン協会
日本ディスプレイ業団体連合会
クエストアンドトライ
くらた
グランド印刷
クリーンテックス・ジャパン
グリーンフィールド
コウリョウ／上海光梁実業（中国）
興和産業
コーデンシTK
コシヤマ
コスモサウンド
コムネット
コリンズカンパニー
コンサ
コンビウィズ ※

さ

サカイ
三共
サンゲツ
山晃
サンコー企画
GXコーポレーション
ジェフコム
Jiku Art Creation
SIXINCH.ジャパン
Shanghai Shopworks Display&
Store Fixture（中国）

秀光
商業施設技術団体連合会
商店建築社
シリウス
シロクマ
シンエイ
シンコール北陸
新日本創業
ジンプラ
スカンジナビアンリビング
スターフレグランス ※
スタッコフレックスアジア
スペースラボ
スリーナイン島野
セキュリティハウス・センター
セルテック
全備

た

日本ビジュアルマーチャンダイジング協会

大建工業
ダイソン ※
大日本印刷
太陽
タカショー
タケナカ
CHIEF／映像センター
中愛
ちょうちん造形
テラモト
テルミック
店研創意
東京パワーテクノロジー
トーザイクリエイト
トーヨーコーポレーション
常磐精工
トヨダプロダクツ
トヨテック
トライテラス

な

内外
ナガイ
NATURALISM ※
新倉計量器 ※
ニチエ
ニチハ
ニチレイマグネット
日建リース工業
ニッシントーア・岩尾
日成貿易
NIPPON MONO ICHI

（中小企業基盤整備機構）

アスカム
オーヨン
光洋製瓦
塩谷建設
重蔵窯
大利木材
田中印刷所
ナンゴー
富士製紙企業組合
北陸リビング社
マツバラ金網
山田木管工業所
日本郵便メンテナンス
日本演出
日本グローバル照明
日本製図器工業
日本ハウジングサービス ※

は

Pioneer Millworks
花とみどり社
ピーエス
東山産業
光商事
Pur Natur
フォトクラフト社
富士産業
フジタ
富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ

フジミ工研
プロホーム・大台
ベルク
ベルベット
ボーズ
ボックス・ワン
誉PRINTING

ま

マグエックス
まどか
MANIFATTURA DI DOMODOSSOLA

丸二
ミクロ技術研究所
水田製作所
ミマキエンジニアリング
ムラモト
メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン
メルクマール
モアコーポレーション
モス山形
モメンタムファクトリー Orii ※

店舗・施設をかたちづくる
デザインや製品・素材等の
最新情報が一堂に集結。
商空間創出のための
ソリューションが見つかります。

出展分野 ● 商空間デザイン・ディスプ
レー ● 装飾材・インテリア素材 ● 店舗什
器・設備・照明器具システム ● 店舗用建
材 ●サイン・看板 ●グラフィックス製作
機器・資材 ● 店頭POP・SP（販促・広告）
ツール、インストア・マーケティングツー
ル ● AV（音響・映像）機器・システム ● 店
舗や施設づくりに関連する情報・出版

や

大和屋
ヤマハミュージックジャパン
ヤヨイ化学販売
ユーボン
ユニティ
吉川商事

流通・小売業関係者、店舗デザイナー・プラン

ナー、オフィス・施設・店舗設計者、建築・建設
業関係者、外食・サービス業関係者、製造業
関係者の皆様のご来場をお待ちしております。

ら

ランスロットグラフィックデザイン
リッチェル
リディアワークス
リビエラ
リリカラ
Luci
Lumiotec
レザック
ローランド ディー.ジー.

招待券 来場者記入欄

お名刺をお持ちでない方は下の欄にご記入ください

ゆりかもめ
りんかい線
無料巡回バス

※国際展示場正門駅下車 徒歩約3分

新橋駅（JR、東京メトロ、都営地下鉄）◀約22分▶ 国際展示場正門駅 ◀約8分▶ 豊洲駅（東京メトロ）

無料シャトルバス

□勤務先 Office

※国際展示場駅下車 徒歩約7分

大崎駅（JR）◀約13分▶ 国際展示場駅 ◀約5分▶ 新木場駅（JR、東京メトロ）
りんかい線「国際展示場」駅 ◀▶ 東京ビッグサイト

路線バス

駅前ロータリーから会場まで直行する無料巡回バスを運行します。

※同時開催展をスムーズにご覧いただくため、東京ビッグサイトの東西ホール間を結ぶ無料快速ジャンボタクシーを運行します。

都05系統＝東京駅丸の内南口 ◀40分(勝どき駅前経由)▶ 東京ビッグサイト

東16系統＝東京駅八重洲口 ◀40分(豊洲駅前経由)▶ 東京ビッグサイト
門19系統＝門前仲町駅 ◀30分(豊洲駅前経由)▶ 東京ビッグサイト

東京ビッグサイト＝東京都江東区有明3-10 -1 http://www.bigsight.jp/general/access/

ご来場に関するお問い合わせ＝ハローダイヤル 03-5777- 8600（2017年3月末まで）
事前登録受付中

本展ウェブサイトの事前登録で同時開催全展の入場料 2,000円が無料になります（3月10日まで）

役職
Job Title

部署
Department

住所
Address

展示会開催期間中、丸ノ内鍛冶橋駐車場（JR東京駅八重洲南口から徒歩約10分）－
東京ビッグサイト間を約30分で結ぶ無料シャトルバスを運行します。詳細はウェブ
サイトでご案内します。

1 □小売・流通業（小売／卸売／商社／物流／通信販売など）
Retail Industry

2 □外食・サービス業（ホテル／レストラン／レジャー／セキュリティサービス／生活関連など）
Restaurant and Service Industry

3 □情報・通信（情報システム／情報通信／ソフト開発／インターネット関連など）
Information and Communication

東京ビッグサイトへご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。
丸ノ内鍛冶橋駐車場 ◀▶ 東京ビッグサイト

会社名
Company Name

お名前
Name

〒

（東京国際展示場）
東京ビッグサイト
への交通案内

本展は入場登録制です

（一つだけ選んで□をご記入ください）
あなたの業種は？
What type of industry do you belong to?

電話番号
Tel

名刺貼付欄
□自宅 Home

e メール
e-mail

本券一枚で、同時開催の全ての展示会にお一人様無料でご入場いただけます。
となります。
本券のない場合は、有料（全展共通 2,000円、税込み）
ご登録いただいた「お名前」
「住所」
「eメール」等の個人情報は、日経グループが行う各種事業の開発・サービス向上
のための統計や、日本経済新聞社が行う展示会・セミナー及び日本経済新聞社が発行する媒体に関連する情報を郵
便や eメールなどでご案内する際に利用します。案内が不要な方は、下記にチェックしてください。日本経済新聞社は、
ご登録いただいた個人情報を当社の個人情報取り扱い規則、
「個人情報保護法」及びその他関連法令等を遵守し、
適正に取り扱うように努めます。
□案内の送付不要

4 □建築・デザイン（設計事務所／デザイン・ディスプレー／建設／住宅関連／不動産／電設・工事など）
Construction and Design

5 □製造業（日用雑貨／食品／素材・エネルギー／自動車／電機／機械など）
Manufacturing

6 □医療・福祉・スポーツ（医療／福祉／介護／健康管理／予防／スポーツなど）
Healthcare, Welfare and Sports

7 □公共・団体・金融・その他（官公庁・地方自治体／公益法人／銀行・証券・生損保／各種団体など）
Government, Organization, Finance and Others

（複数回答可）
来場目的の展示会は？
Which exhibition are you interested in?
1 □ JAPAN SHOP

2 □建築・建材展

3 □リテールテックJAPAN

4 □ SECURITY SHOW

5 □ライティング・フェア

6 □［特別企画］最新－空間演出EXPO

RETAILTECH JAPAN
LIGHTING FAIR

ARCHITECTURE + CONSTRUCTION MATERIALS

THE LATEST-SPACE DESIGN EXPO

7 □［特別企画］グッドデザイン Biz EXPO 8 □［特別企画］ヘルスケア＆スポーツ 街づくりEXPO
GOOD DESIGN Biz EXPO

当社よりご案内いたします

HEALTHCARE & SPORT-COMMUNITY DEVELOPMENT EXPO

各種企画

セミナープログラム

「VMD、未来への階段」

特別展示

特別企画展

特別協力：日本ビジュアルマーチャンダイジング協会

─ 高付加価値とサービス向上で、快適な空間・環境づくりを提案 ─
2020年には年間4000万人のインバウンドを迎えようとする日本は、誰も
が快適に過ごせるよう、おもてなしに磨きをかけた店舗・施設づくりを急
ピッチで進めています。お客様に不便を感じさせない設備やサービス、安
らぎを与える光や植物、人を心地よく包む香りや音など、ホスピタリティー
あふれる空間づくりに欠かせない、高付加価値な製品を紹介します。
主な展示・提案

● お子様連れの支援製品や育児環境製品

主催＝日本小売業協会／日本経済新聞社

日本VMD協会のプロ集団が作り上げて
きた30年の歩みと、未来への上昇気流に
乗せる想いを、色鮮やかな螺旋階段で表
現しました。

● 畳の常識を打ち破る新しい材料を使った製品
● 濡れた傘をワンタッチで袋に入れられる機器

「最新で、最高の空間がここにある。」

共催：空間デザイン機構

主催＝日本ビジュアルマーチャンダイジング協会／日本経済新聞社

サザビーリーグと新潮社の協力のもと、2016年8月、新体制で刷新された「ラカグ」

13：10-14：10「丸井グループのサスティナブルな進化に向けた革新と企業価値の向上」

青井 浩氏（丸井グループ 代表取締役社長）

ディレクション
日本ビジュアルマーチャンダイジング協会

14：20-15：20「マルエツが考えるSMの将来と方向性」

デザイン
秋元 辰夫氏

15：30-16：30「海外から見た日本と日本の食流通」

（日本ビジュアルマーチャンダイジング協会 会員）

「NIPPON MONO ICHI」

企画展示

協力：中小企業基盤整備機構

会議棟1F

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

日本には、地域の伝統技術や産業を受け継ぎながら、新しいモ

だきます。
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）

森山 透氏（三菱食品 代表取締役社長）

3/7(火) 13：00〜16：30
お申し込み・
お問い合わせ先

MONO ICHIは、
つくり手がモノに込めた物語を使い手につなぎ、

をクローズアップし、お店が提案する空気感や暮らし方のVMDを探求するセミナー
です。人の温かみが感じられる店舗環境、今日的なハイセンス感覚で様々なテイス
トをミックスするMDスタイルなど、三根弘毅氏の視点で「今、面白いもの」を探し、
作り、見せ方も考えた「ラカグ」のコンセプトやMD計画、VMDについてお話しいた

上田 真氏（マルエツ 代表取締役社長）

申込番号

JS-1

日本小売業協会「流通交流フォーラム」事務局
TEL 03-3283-7920 FAX 03-3215-7698
お申し込みウェブサイト http://www.japan-retail.or.jp/

3/7(火) 13：30〜15：45

会議棟1F

受講料＝一般 4,000円／VMD会員 2,000円
お申し込み・
お問い合わせ先

日本ビジュアルマーチャンダイジング協会
TEL & FAX 03 -3476 -1410 eメール vmd@nifty.com
お申し込みウェブサイト http://www.javma.com/

リーなどのインテリア商品、姫路の日本伝統いぶし瓦の窯元が
作る壁材やインテリア商品など、全国から選りすぐりの12社を
ご紹介します。

「構造デザインの思考＆試行」

「香港から見たアジアンデザインの最新動向」
主催＝日本経済新聞社

協力＝日本経済新聞社

従来の構造設計にデザイン性を取り入れた構造デザインとそれを支える構造

世界経済の中心に躍り出たアジア市場。中でも西洋と東洋が絶妙に混じり合い
ながら文化のみならず教育や経済といった枠組みを通してアジアの諸都市を

て解説します。事例では「リバーリトリート雅楽倶」の巨大ＰＣコンクリートブ

リードする“香港”は、大国・中国へのゲートウェイとして、デザインやファッション、

ロックを型枠兼仕上材として積上げる組石構造を紹介。研究分野のコンク

ライフスタイルといったトレンドを数多く送り込んでいます。この香港を拠点に

リートシェルでは、
フェリックス・キャンデラのＨＰシェル構造を考察し、併せて

活躍する日本人デザイナーをゲストに迎え、
グレーター・チャイナを中心に、目

現在本学の学生達と製作中の薄焼きレンガを用いたＨＰシェル構造に関する

覚ましい進化を遂げているアジア諸都市の商空間デザイン最新動向を探ります。

建築・建材展
SECURITY SHOW

3/8(水) 10：30〜12：00
住宅・店舗・ビル用の各種建材をはじめ、
設備機
器やソフトウエア、
工法、
関連サービスなどを幅
広く紹介する国内有数の建築総合展
▶東3・5・6ホール

オフィス、店舗、住宅など快適な空間演出に欠
かせない最新照明製品や、
照明の性能を向上さ
せる制御システム、
測定装置などを幅広く紹介
する国内最大級のあかりの総合展
（一社）
▶西1・2ホール 共催＝
日本照明工業会

JAPAN SHOP 2017
入 場 料 2,000円（税込み、同時開催の展示会および特別企画と共通）※ウェブサイトからの事前登録で無料
出展規模

186社 586小間（2016年12月26日現在）

主

催

日本経済新聞社

後

援

（公社）
商業施設技術団体連合会、日本貿易振興機構（ジェトロ）
、
経済産業省、中小企業庁、日本商工会議所、
（公財）
全国商工会連合会、
日本デザイン振興会 ［順不同］

協

賛

盛 世匡氏（Studio ARRT 代表）

田中 正史（武蔵野大学工学部 建築デザイン学科 講師）

5つの展示会と特別企画を同時開催する、街づくりと店づくりに関する日本最大級のイベント

（特非）
（一社）
（一社）
板硝子協会、
ＬＥＤ照明推進協議会、
軽金属製品協会、
新日本スーパーマーケット協会、ステンレス協会、全国商店街振興組合連合会、
（一社）
（一社）
（一社）
（一社）
（一社）
全国消防機器協会、
テンポロジー未来機構、
日本アミューズメントマシン協会、
日本アルミニウム協会、
日本イベント産業振興協会、
（一社）
（公社）
（公社）
（一社）
日本イベントプロデュース協会、
日本インダストリアルデザイナー協会、
日本インテリアデザイナー協会、
日本屋外広告業団体連合会、
（ 一社 ）
（公社）
（公社）
（公社）
日本 空 間デザイン協 会 、
日本グラフィックデザイナー 協 会 、日本 小 売 業 協 会 、
日本サイン協 会 、
日本サインデザイン協 会 、
（一社）
（一社）
（一社）
日本サッシ協会、
日本商環境デザイン協会、
日本ショッピングセンター協会、協同組合連合会 日本専門店会連盟、日本チェーンストア協会、
（一社）
（一社）
（一社）
（一社）
日本厨房工業会、
日本ディスプレイ業団体連合会、
日本鉄鋼連盟、協同組合 日本店装チェーン、
日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会、
（ 一 社 ）日 本 銅 センタ ー 、
（ 一 社 ）日 本 B G M 協 会 、日 本ビジュアルマー チャン ダイジ ン グ 協 会 、日 本 百 貨 店 協 会 、日 本 プ ラス チック 工 業 連 盟 、

協力＝日本商環境デザイン協会
（JCD）
／BAMBOO MEDIA

エンジニアの技術。その思考方法と、担当した構造設計プロジェクトについ

試みを紹介します。

同時開催会場全体図

コーディネーター 笈川 誠氏
（BAMBOO MEDIA 代表）

会議棟6F

受講料＝無料 │ 事前申込制
お申し込み・
お問い合わせ先

申込番号

JS-3

武蔵野大学 社会連携センター
TEL 042-468-3222 ｅメール lifelong@musashino-u.ac.jp
お申し込みウェブサイト http://lls.musashino-u.ac.jp/bigsight0308.html

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〜」
Iumié

espace

dialogue

主催＝日本空間デザイン協会
（DSA） 協力＝日本経済新聞社

3/8(水) 14：00〜15：30

会議棟6F

受講料＝無料 │ 事前申込制
お申し込み・
お問い合わせ先

（一社）
（一財）
日本冷凍空調工業会、
流通システム開発センター ［50音順］

力

テレビ東京、日経BP社 ［順不同］
東ホール＝建築・建材展、リテールテックJAPAN、SECURITY SHOW
西ホール＝ライティング・フェア
３月８日（水）〜10日（金）開催の特別企画：最新―空間演出EXPO、グッドデザイン Biz EXPO、ヘルスケア＆スポーツ 街づくりEXPO

申込番号

JS-4

日、
祝日を除く10：00-18：00)
日経セミナー事務局 TEL 03-5730-7724 (土、
eメール info@seminar.shopbiz.jp
お申し込みウェブサイト http://www.japan-shop.jp/

EuroShop // JAPAN SHOP Award
～第3回ショップデザインアワード～

「Re-discover 日本を再発見するデザイン」
主催＝メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン／日本経済新聞社

波という自然物をライティングし、暗闇の海岸にかつてない不思議な空間を生

欧州で権威のある店舗設備・販売促進機材の展示会「EuroShop」と「JAPAN

み出すプロジェクト、素材と光の作用で視覚を操作し人と物の新しい対話を

SHOP」が共催で表彰する「EuroShop // JAPAN SHOP Award ～第 3 回

生むショールームなど「体験の価値」を見つめ直す新しい空間デザインにつ

ショップデザインアワード～」の開催を記念し、審査委員と受賞者が、日本を

いて講演します。

再発見するデザインをテーマにセミナーを行います。

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」

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、早稲田大学 訪問学者）
一般部門、
アイデア部門受賞者 ほか

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」

3/8(水) 14：30〜17：00

会議棟6F

受講料＝一般 3,000円／会員 1,000円／学生・ユース会員は無料 │ 事前申込制
お申し込み・
お問い合わせ先

日本空間デザイン協会（DSA）
TEL 03-6721-1981
eメール dsa@dsa.or.jp

申込番号

JS-5

3/9(木) 13：30〜16：30

会議棟6F

受講料＝無料 │ 事前申込制
お申し込み・
お問い合わせ先

申込番号

JS-6

日、
祝日を除く10：00-18：00)
日経セミナー事務局 TEL 03-5730-7724 (土、
eメール info@seminar.shopbiz.jp
お申し込みウェブサイト http://www.japan-shop.jp/

（ 一社 ）
（ 一社）
日本フランチャイズチェーン協 会 、
日本ボランタリーチェーン協 会 、日本マネキンディスプレイ商 工 組 合 、日本 優良家 具 販 売 協 同 組 合 、

協

JS-2

商環境セミナー

―骨組みをぐるり―

主催＝武蔵野大学

空間デザイン4団体（DSA・JCD・SDA・
NDF）が毎年開催しているデザインコン
テストの受賞作品のすべてをパネル展示
および映像で紹介します。

同時開催

申込番号

届けるための支援プロジェクトです。今回、NIPPON MONO
ICHIは、手漉き和紙の技法を使った、斬新な壁紙やタペスト

日本空間デザイン協会
日本商環境デザイン協会
日本サインデザイン協会
日本ディスプレイ業団体連合会

協賛＝富士通／日本コカ・コーラ／東芝テック

清水 信次（日本小売業協会 会長）

ノづくりに挑戦している数多くのつくり手がいます。NIPPON

企画展示

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」

13：00-13：05 開会・主催者あいさつ

● リラックス空間をつくるLED照明
● 香りで空間を演出、
香りによるマーケティングの提案

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」

http://www.japan-shop.jp/

詳細は、本展ウェブサイトをご覧ください。

※事前申込締切日は3月1日(水)。ただし先着順で定員となり次第締め切らせていただきます(席に余裕がある場合は当日受付を行います)。
※都合により講師・演題等が変更となる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。 ※受講料はすべて税込み。

