
名刺貼付欄

3,000円（税込み、同時開催の展示会、特別企画と共通）※ウェブサイトからの事前登録で無料入場料

出展規模

主催

後援

協賛

経済産業省、国土交通省、環境省、林野庁、（一社）日本建築学会、（公社）日本建築家協会、日本貿易振興機構（ジェトロ）、
（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、（一社）日本建材・住宅設備産業協会、（公財）日本デザイン振興会（順不同）

［東ホール］ JAPAN SHOP、リテールテックJAPAN、SECURITY SHOW
［西ホール］ LED NEX STAGE、商空間・住空間 NEXT

248社687小間（2017年12月26日現在）

日本経済新聞社

テレビ東京、日経BP社（順不同）

■お名刺をお持ちでない方は下の欄にご記入ください

来場者記入欄 本展は入場登録制です

お名前

□案内の送付不要

Name

電話番号
Tel

eメール
e-mail

会社名
Company Name

部署

（〒　　　-　　　　）

Department

住所
Address

役職
Job Title

□勤務先 Office

□自宅 Home

6 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

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）
Manufacturing5

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

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

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 

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

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

当社よりご案内いたします

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

1 2JAPAN SHOP 建築・建材展
ARCHITECTURE + CONSTRUCTION MATERIALS

3 4 SECURITY SHOWリテールテックJAPAN
RETAILTECH JAPAN

5 LED NEXT STAGE 6 商空間・住空間 NEXT
Commercial & Living Space NEXT

ご来場に関するお問い合わせ：ハローダイヤル 03-5777-8600（2018年3月末まで）

建築・建材展ウェブサイトからお申し込みください。

セミナー参加申込方法（事前申込制）

http://www.ac-materials.jp/

協力

同時開催

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。

東京ビッグサイト（東京国際展示場）への交通案内 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。

無料シャトルバス 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　

東京都江東区有明 3-10-1　http://www.bigsight.jp/general/access/

路線バス 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

りんかい線 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）

りんかい線無料巡回バス りんかい線「国際展示場」駅◀▶東京ビッグサイト

ゆりかもめ 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）

板硝子協会、（公社）インテリア産業協会、ウレタンフォーム工業会、硝子繊維協会、キッチン・バス工業会、（一財）建材試験センター、
（一財）建築環境・省エネルギー機構、（一社）公共建築協会、（一財）住宅生産振興財団、（一社）住宅生産団体連合会、
（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター、（一財）省エネルギーセンター、（一社）新都市ハウジング協会、（一社）全国住宅産業協会、
（一社）全国タイル業協会、全国タイル工業組合、（一社）全国中小建築工事業団体連合会、電気床暖房工業会、（一社）東京建築士会、
（一社）日本アルミニウム協会、（公社）日本インテリアデザイナー協会、日本エクステリア工業会、日本オーニング協会、
日本屋外収納ユニット工業会、（一財）日本規格協会、日本金属サイディング工業会、（一社）日本金属屋根協会、（一社）日本空調衛生工事業協会、
（一社）日本建設業連合会、日本建築金物工業組合、（一社）日本建築協会、（一社）日本建築材料協会、（公社）日本建築士会連合会、
（一社）日本建築士事務所協会連合会、（公社）日本建築積算協会、（一財）日本建築センター、（一財）日本建築総合試験所、（一財）日本建築防災協会、
日本合板工業組合連合会、（一社）日本サッシ協会、（一社）日本シヤッター・ドア協会、日本住宅パネル工業協同組合、（一社）日本商環境デザイン協会、
（一社）日本照明工業会、日本繊維板工業会、（一社）日本ツーバイフォー建築協会、日本テントシート工業組合連合会、
（一社）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）日本塗料工業会、（一社）日本木造住宅産業協会、日本窯業外装材協会、
（一社）不動産協会、（一社）プレハブ建築協会、（一財）ベターリビング、（一社）リビングアメニティ協会、ロックウール工業会（50音順）

本券一枚で、同時開催の全ての展示会・特別企画にお一人様無料でご入場いただ
けます。本券のない場合は、有料（全展共通3,000円、税込み）となります。

セミナープログラム 受講料：無料（事前申込制）

申込番号：AC-2 会議棟6F（607、608会議室）

■主催：日本経済新聞社 ■協力：（一社）日本建材・住宅設備産業協会

「外皮の高断熱化による省エネ住宅とZEHの普及促進に向けて」
 13:00～13:05 開会挨拶
  奥田 慶一郎 氏（（一社）日本建材・住宅設備産業協会 専務理事）

 13:05～13:55 「断熱リフォームで快適な我が家にチェンジ！」
  若菜 繁 氏（建産協・普及広報分科会 主査）　

 14:00～14:40 「優良断熱材認証制度の詳細」
  小浦 孝次 氏（建産協・性能表示制度分科会 主査）　

 14:50～15:40 「ZEHのつくり方」
  布井 洋二 氏（建産協・ZEH普及分科会 副主査）　

 15:40～16:40 「ZEHの普及促進に関する政策動向」
  濱中 郁生 氏（経済産業省資源エネルギー庁 省エネルギー課 課長補佐）

3/6（火）
13:00～16:40

申込番号：AC-1 会議棟6F（605、606会議室）

■主催：光触媒工業会（PIAJ） ■協力：日本経済新聞社

光触媒工業会（PIAJ）セミナー
「光触媒を事例としたイノベーションと今後の展開」（仮）
 15:00～15:15 イントロダクション
  井芹 正光 氏（光触媒工業会 会長）

 15:15～16:30 「光触媒を事例としたイノベーションと今後の展開」（仮）
  橋本 和仁 氏（国立研究開発法人 物質・材料研究機構 理事長）  

3/6（火）
15:00～16:30

申込番号：AC-3 会議棟6F（607、608会議室）

■主催：日本経済新聞社 ■協力：健康・省エネ住宅を推進する国民会議

健康・省エネ住宅セミナー
 9:30～9:40 イントロダクション
  上原 裕之 氏（健康・省エネ住宅を推進する国民会議 理事長） 

 9:40～10:30 「室内の温熱環境と健康に関する最新の研究から」（仮）
  村上周三 氏（IBEC理事長） 

 10:30～10:55 「住環境と健康に関する政策について」（仮）
  長谷川貴彦 氏（国土交通省 住宅局 住宅生産課長） 

 11:00～11:30 パネルディスカッション
  「住宅と健康に関してわかったことと今後の課題」（仮）
  ［パネリスト］ 村上 周三 氏

   長谷川 貴彦 氏

  ［モデレーター］ 上原 裕之 氏

3/7（水）
9:30～11:30

申込番号：AC-4 会議棟6F（605、606会議室）

■主催：日本経済新聞社 ■協力：日本住宅管理組合協議会

シンポジウム「マンション管理組合の大規模修繕と管理運営の自立を考える」
 13:00～15:00 「マンション管理組合の大規模修繕と管理運営の自立を考える」
  ［コーディネーター］

  日本住宅管理組合協議会 理事（調整中）
  ［パネリスト］（調整中） 

3/8（木）
13:00～15:00

※受講料（　　）内は、日経アーキテクチュア・日経ホームビルダー購読者特別価格日経BP建築専門セミナー 会議棟6F（605、606会議室）

お問い合わせ先：日経BP社読者サービスセンター  TEL：03-5696-1111（代表）［9：00～17：00 土・日・祝日を除く］

3/7（水） 9:30～12:00
■主催：日経ホームビルダー ■協力：日本経済新聞社

日経ホームビルダー専門セミナー

「事例で検証！ 雨漏り多発部位 徹底攻略セミナー」
受講料：一般価格：18,800円（購読者特価：9,800円）

3/7（水） 13:30～16:00
■主催：日経アーキテクチュア ■協力：日本経済新聞社

日経アーキテクチュア専門セミナー

「青木茂事務所の秘伝公開！ 改修で失敗しない素材&技術講義」
受講料：一般価格：18,800円（購読者特価：9,800円）

●事前申込締切日は2月28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。
●各セミナーに関する最新情報は建築・建材展ウェブサイトをご覧ください。

日経セミナー事務局　TEL：03-5730-7724（土・日・祝日を除く10:00～18:00）　eメール：info@seminar.shopbiz.jpお問い合わせ先

3/6（火） 13：30～15:00
■主催：人生100年社会インパクト・ハブ
「人生100年社会の街づくり」（仮）
講師： 牧野 篤 氏（東京大学大学院 教育学研究科 教授）

 瓜坂 和昭 氏（大和ハウス工業 ネクストライフ事業推進室長） ほか

3/9（金） 13:30～15:00
■主催：日本デザイン振興会 ■協力：日本経済新聞社
「グッドデザイン賞から見る集合住宅のこれから」
講師：仲 俊治 氏（建築家、2017年度グッドデザイン賞審査委員）　

進行：秋元 淳（日本デザイン振興会 グッドデザイン賞事務局）　　

特別セミナー  会場：会議棟／受講料：無料（事前申込制）

事前申込締切日は2月28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）。

 日経セミナー事務局
 TEL：03-5730-7724（土・日・祝日を除く10:00～18:00）
 eメール：info@seminar.shopbiz.jp

お問い
合わせ先

商空間・住空間 NEXT ウェブサイトからお申し込みください。

http://www.messe.nikkei.co.jp/fe/

特別セミナー参加申込方法（事前申込制）



東5ホール東6ホール

最新の建材や設備機器、ソフトウエア、工法、
関連サービスが一堂に集まる建築総合展
東京ビッグサイト東5・6ホールにて開催！
「建築・建材展2018」は、各種建材や関連製品・サービスを幅広く展示・紹介する国内有数の建築総合展
です。一般建材・関連製品ゾーンのほか、工事現場ゾーン、光触媒ゾーン、木造・木質建築ゾーンの3つの
テーマゾーンを設けて情報・発信いたします。専門家によるセミナーとあわせて、安全で快適、デザイン性
にも優れた、これからの住まい・店舗・街づくりに関する最新情報を発信します。

一般建材・関連製品ゾーン
［展示分野］ 内装部材・外装部材、床材、屋根材、開口部材、
副資材、構造材・機能材、その他部材、インテリア、景観材
料・エクステリア、ソフトウエア、設計・工事関連、設備機
器、省エネ・創エネ・蓄エネ関連建材・設備・サービス、地震
対策用装置・建材・サービス、関連情報・出版・コンサル
ティング・FC募集、マンション管理組合運営・大規模修繕
相談ほか

同時開催会場全体図 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

木造・木質建築ゾーン
［展示内容］ 木造・木質建築用構造
材・内装部材・床材など

光触媒ゾーン
防汚、防曇、抗菌・抗ウイルス、空気・水浄
化などの機能を発揮する光触媒関連製
品・技術を紹介。
［展示内容］ コーティング剤、内装材、外
壁材、テント、フィルム、コーティング事
業、可視光応答型光触媒技術、光触媒製品
や採用事例などを展示

東1･2･3ホール

東4･5･6ホール

東7･8ホール

東展示棟 西展示棟

西3･4ホール（4F）

工事現場ゾーン
［展示製品・サービス］ 防水シート、
防水副資材、防水工法、仮設トイレ、
住宅向け仮設資材、仮設資材、空間
点検ロボット、高所点検カメラ、施工
管理アプリ、現場管理用カメラ、工事
写真ソリューション、省力機械・機器、
構造物調査システムほか

一般建材・関連製品ゾーン出展者
ア

建築・建材展 展示ゾーン

商空間デザイン・ディスプレー、店舗什器・設備、サイ
ン・看板、店頭POP・SPツールなどを紹介する国内最
大級の店舗総合見本市（東4・5ホール）

オフィス、店舗、住宅などの快適な光環境の創出や照明
空間演出に欠かせないLEDや有機ELなどの最新照明
製品をはじめ、デバイス・パーツ・マテリアルや照明制
御システム、測定装置など照明の性能を向上させるた
めの新製品を多数紹介（西3・4ホール）

商空間・住空間の演出とデザインにフォーカスし、光・
映像演出関連製品や、色彩・素材などに特長を持つ建
材、インテリア・エクステリア製品などを紹介する
「JAPAN SHOP」「建築・建材展」「LED NEXT 
STAGE」3展合同企画（西4ホール）

一般建材・関連製品ゾーン出展者
ア アイ・エム・エー
 愛知県三河の窯業展
 アイティエヌジャパン
 浅野金属工業
 旭商事
 アシスト
 アップルピンシステムズ
 アドバネクス
 アトムカンパニー 
 アメリカ針葉樹協議会
 アルミックイマイ
 安心計画
 イーピーエーシステム
 イオグランツ
 池上産業
 石徳螺子
 イシワタ
 イズミ
 いずみテクノス
 伊と幸
 イビケン
 伊吹物産
 EIFS JAPAN
 イプロス
 磐城産業
 岩倉化学工業
 ウッドハート
 ウッドプラスチックテクノロジー
 宇部エクシモ
 エイコー
 エーディーワイ
 エクステリア エキシビション2018実行委員会
 エコマ
 SFA Japan
 エスコ
 エヌアールイーハピネス
 エヌデーシー販売
 愛媛県・えひめ東予産業創造センター
 エム・アイ・シー
 オオハシ
 オカグレート
 オカバマネジメント
 オカベ
 岡部
 岡村製作所
 岡本インターナショナル
 OKUTA 
 オスモ&エーデル
 小山製材木材
 オリンパスメモリーワークス

 オンザウォール
カ ガイアブックス
 カクダイ
 加徳
 CANADA WOOD
 カナフレックスコーポレーション
 金山化成
 カネソウ
 がらすらんど
 川上産業
 川口技研
 カワグレ
 カワノ
 CAMBRIA
 キタイコーポレーション
 九州ハイテック
 GOODCOMER
 クラレ
 GROOVE
 京浜管鉄工業
 建装工業
 郡家コンクリート工業
 高知県産業振興センター
 ゴーリキアイランド
 五合
 コスモサウンド
 GOTO
 小松精練
サ SAWARA
 三栄水栓製作所
 サンコー
 サンワカンパニー
 シーピーユー
 シーレックス・ジャパン
 J.u.A.Frischeis Gesellschaft m.b.H.
 ZIMMER
 シマブン
 ジャパンリンク貿易
 Joiner Fastener Enterprise
 ジョー・プリンス竹下
 新光硝子工業
 新光ステンレス研磨
 新東
 スガツネ工業
 スズカファイン
 住友理工
 瀬尾製作所
 セブンホーム
 セメダイン
 全国住宅火災防止協会
 ゼンシン

タ ダイクレ
 ダイケン
 タイセイ
 ダイナガ
 ダイハツ工業
 ダイフレックス防水工事業協同組合
 ダイワセラミックス
 Ta Win
 高野軽金
 タケウチ建設
 多治見市美濃焼タイル振興協議会
 　アイコットリョーワ
 　エクシィズ
 　オザワモザイクワークス
 　カネキ製陶所
 　加納
 　三協製陶
 　杉浦製陶
    鈴製陶
    セラメッセ
    谷口製陶所
    玉川窯業
    TNコーポレーション
    長江陶業
    名古屋モザイク工業
    ニッタイ工業
    日東製陶所
    久松製陶
    丸喜
    丸万商会
 畳でおもてなしプロジェクト実行委員会
 W&Lユニオン
 JIANGXI SHINYSKY PLASTIC INDUSTRY
 中央化成品
 中部コーポレーション
 チヨダウーテ
 司コーポレーション
 鶴弥
 DMノバフォーム
 DMカードジャパン
 TNF工法協会
 ティ・カトウ
 デザインアーク
 デザインフィット工法協会
 テックブラスト
 寺田電機製作所 
 伝統建築上総匠の会
 藤栄
 東北資材工業
 東洋鋼鈑
 東レグループ

 トキワシステム
 徳毛レジン
 都市拡業
 鳥取県産業振興機構
 トニー
 トヨタ工機
ナ ナータッグ・ビルディングサプライ
 浪速鉄工
 NANJING TOUA HARDWARE AND TOOLS
 NANTONG LEVELTECH EQUIPMENT
 日経BP社
 日建総業
 日本軽金属グループ
 日本アクア
 日本遠東ケーピーケー
 日本コンクリート工業
 日本自動ドア
 日本住宅管理組合協議会
 日本地域経済国際化価値創造振興支援機構
 日本デコラックス
 日本トリム
 NOGUCHI
ハ ハーフェレ ジャパン
 バクマ工業
 発泡スチロール協会
 早水電機工業
 ハンスグローエジャパン
 ビーエスティー
 BOSストーン
 P・C・Gテクニカ
 PPI平和
 BEAL INTERNATIONAL
 光電気LEDシステム
 ヒグチ工芸
 ヒロテック
 FINE SYSTEM PANEL
 HOOLOOP
 FEDE
 富士
 PENTA HARDWARE
 望造
 ボード
 北三
 北洲
 ホクセイ
 堀金箔粉
マ マックシステム
 松原産業
 マトリックス電子
 丸玉木材
 マルナカ

 三菱ケミカル
 MINO
 ミヤガワ
 ミヤキ
 無添加住宅
ヤ ヤマガタヤ産業
 山崎産業
 夢ハウス
 吉本産業
 米山産業
ラ ランクセス
 理研軽金属工業
 リョービ
 ローバル
 ロスルーフグループジャパン
ワ 和紙来歩
 綿半ソリューションズ

木造・木質建築ゾーン出展者
アンサンブル会
エムエフ
桑原木材
後藤木材
シオン
ZHEJIANG GUOLIAN FLOOR
竹村工業
HANGZHOU DASUO TECHNOLOGY
プレイリーホームズ
三重県・三重県木材協同組合連合会
みなと森と水ネットワーク会議

光触媒ゾーン出展者
アートクリエイション
ケイミュー
鯤コーポレーション
サガンコート研究会
TOTO
パナソニック エコソリューションズ社
光触媒工業会

工事現場ゾーン出展者
オクト
三信建材工業
三陽機器
秀カンパニー
平金物
大和ハウス工業
多摩防水技研
中川製作所
日野興業
MIYOSHI
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