
＊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6日［火］

3月7日［水］

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：梅澤 伸也氏（パーク・コーポレーション parkERs（パーカーズ） ブランドマネージャー）、

城本 栄治氏（パーク・コーポレーション parkERs（パーカーズ） クリエイティブ ディレ
クター）

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25
「VMD×GREEN 感覚を呼び起こす場の創造」

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：青山 繁弘氏（流通経済研究所理事長）、丸谷 智保氏（セコマ 代表取締役社長）、
　　　新井 良亮氏（ルミネ 取締役会長）
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28回流通交流フォーラム
「新しい時代の変わりゆく小売業の経営戦略」

会議棟1F

有料 事前申込 会議棟1F

JS-1

協力：日本建材・住宅設備産業協会
講師：若菜 繁氏（建産協・普及広報分科会 主査）、

小浦 孝次氏（建産協・性能表示制度分科会 主査）、
布井 洋二氏（建産協・ZEH普及分科会 副主査）、
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）

13:00 16:40
「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」

AC-2

講師：林 直孝氏（パルコ 執行役 グループICT戦略室担当）

10:00 10:50
リテールテックユーザーズフォーラム

RT-1

講師：正田 聡氏（経済産業省 商務情報政策局 商務・サービスグループ 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 デジタル・ソリューション＆ディプ
ロイメント 部長）

10:00 12:00
2020年に向けた安全・安心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：風袋 宏幸氏（武蔵野大学工学部建築デザイン学科 教授）

10:30 12:00
「メイド・イン・ニューヨークから学ぶ」
―消費から生成へと変容する都市―

JS-3

主催：商店建築社　協力：日本経済新聞社
パネリスト：川上 シュン氏（artless 代表）、井上 愛之氏（DOYLE COLLECTION 代表）
コーディネーター：塩田 健一氏（月刊商店建築 編集長）

14:00 15:30
商店建築セミナー
「ますます近づく、ブランディングと店舗デザイン」

JS-4

協力：健康・省エネ住宅を推進する国民会議
講師：村上 周三氏（IBEC 理事長）、

長谷川 貴彦氏（国土交通省 住宅局 住宅生産課長）
パネルディスカッション
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（健康・省エネ住宅を推進する国民会議 理事長）

9:30 11:30
健康・省エネ住宅セミナー

AC-3

会議棟案内図

受講無料 事前申込 会議棟6F

受講無料 事前申込 会議棟6F

会議棟6F受講無料 事前申込

会議棟6F受講無料 事前申込

主催：光触媒工業会（PIAJ）　協力：日本経済新聞社
講師：橋本 和仁氏（国立研究開発法人 物質・材料研究機構 理事長）

15:00 16:30
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」

AC-1 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

特別協力：日本ICカードシステム利用促進協議会（JICSAP）
講師：林 揚哲氏（経済産業省 商務情報政策局 商務・サービスグループ 消費・流通政策課長）ほか

13:30 15:30
【JICSAP特別企画イベント】
認証・決済サービスの最新動向

RT-3 受講無料 事前申込 会議棟1F

3月8日［木］

3月9日［金］

セミナー セミナーセミナー

セミナー

協力：日本住宅管理組合協議会
講師：藤木 亮介氏（一級建築士・マンション改修設計コンサルタント）
パネルディスカッション
パネリスト：川上 湛永氏（特定非営利活動法人 日本住宅管理組合協議会 会長）、

横井 博氏（マンション管理組合 理事長）、
藤木 亮介氏

コーディネーター：柿沼 英雄氏（特定非営利活動法人 日本住宅管理組合協議会 副理事長）

13:00 15:00
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」

AC-4

共催：流通システム開発センター
講師：銅直 正（流通システム開発センター データベース運営グループ長）、斎藤 伸也氏（花王

グループカスタマーマーケティング KCT推進部 部長）、加藤 彰二氏（経済産業省 商務
情報政策局 商務・サービスグループ 消費・流通政策課 係長）、中野 茂氏（大日本印刷 
情報イノベーション事業部 C&Iセンター IoST プラットフォーム本部 スマートサービス
企画開発部 第１課 課長）

10:00 12:10
流通システム標準化の最新動向①

RT-4

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 流通システムコラボグループ マ

ネジャー）、小林 謙太郎氏（イオンアイビス ITソリューション開発本部 本部長）、植村 
康一（流通システム開発センター ヘルスケア業界グループ長）、高井 弘光（流通システム
開発センター 特別研究員）

13:00 15:20
流通システム標準化の最新動向②

RT-5

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：林 揚哲氏（経済産業省 商務情報政策局 商務・サービスグループ 消費・流通政策課長）、

富山 浩樹氏（サツドラホールディングス 代表取締役社長）、藤井 創一（日本マイクロソ
フト 流通業施策担当）、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・サービスグループ 消費・流通政策課 係長）、
浅井 俊之氏（イオンイーハート カフェ・ケータリング本部 ケータリング事業改革マネ
ジャー 調理師/博士（工学））、西川 晋二氏（トライアルホールディングス 取締役）

12:45 17:15
スマーター・リテイリング・フォーラム2018
～流通業のデジタルトランスフォーメーション～

RT-6

主催：NPO法人 全国万引犯罪防止機構
基調講演「『万引対策強化宣言』の推進」
講師：竹花 豊氏（NPO法人全国万引犯罪防止機構 理事長）
シンポジウム「収益2倍へ！ロスプリベンション教育と盗難情報共有の実現に向けて」
コーディネーター：竹花 豊氏
サブコーディネーター：菊間 千乃氏（NPO法人全国万引犯罪防止機構 政策・広報委員長）
パネリスト：林 揚哲氏（経済産業省 消費・流通政策課長（オブザーバ））、佐藤 誠氏（ユニク

ロ 計画管理部）、石田 岳彦氏（日本チェーンドラッグストア協会 防犯・有事委
員長）、近江 元氏（NPO法人全国万引犯罪防止機構 LP教育制度作成委員会委
員長）、秋元 初心氏（ロスプリベンション協会 代表理事）、阿部 信行氏（NPO
法人全国万引犯罪防止機構 万引防止出版対策本部・事務局長）

※本セミナーの受講者先着100名（希望者）に「万引対策強化国際会議2017報告書」を進呈し
ます。

10:00 12:00
収益２倍へ！ロスプリベンション教育と盗難情報共有の実現に向けて

SS-51

講師：坂本 満広氏（アーバンリサーチ 事業本部 WEB事業部 部長）、
　　　矢嶋 正明氏（ビームス 開発事業本部 EC統括部 副部長）

10:00 11:40
多様化社会を勝ち抜くオムニチャネル戦略

RT-8

●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

会議棟6F受講無料 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

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 代表取締役社長 月刊マテリアルフロー編集長）
パネラー：中原 久根人氏（souco 代表取締役社長）、佐々木 太郎氏（Hacobu 代表取締役社長）、
　　　　　伊藤 秀嗣氏（オープンロジ 代表取締役CEO）
ファシリテーター：黒川 久幸氏（東京海洋大学 学術研究院 流通情報工学部門 教授）

13:00 15:30
リテール・通販物流 先端トレンド2018
～コネクト&シェアリングで次世代への突破口

RT-7 受講無料 事前申込 会議棟1F

受講無料 事前申込 会議棟1F

受講無料 事前申込 会議棟6F

西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

西4ホール

（4F）

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

東2ホール

東3ホール

605 606

607 608

609 610

7F

102101

レセプション
ホール

AB

2F

会議棟 6F

会議棟 1F

2F

主催：日本空間デザイン協会（DSA）　協力：日本経済新聞社
講師：菊地 泰輔氏（資生堂 クリエイティブディレクター）、佐藤 寧子氏（Pranks.inc.代表 

アートディレクター）、武蔵 淳氏（和光 アートディレクター）、渡邉 世志治氏（息吹
工藝社 クリエイティブディレクター）

受講料：一般＝3,000円、DSA会員＝1,000円、学生・DSAユース会員＝無料

14:30 16:00
DSAセミナー 場のアイデンティティを作るデザインとは
「2018 街とアートと文化を創り出す空間 ２」

JS-5 有料 事前申込 会議棟6F

共催：日本商環境デザイン協会（JCD）
講師：鈴木 祥平氏（乃村工藝社 onndo）、家所 亮二氏（家所亮二建築設計事務所 代表）、
　　　鈴木 文貴氏（やぐゆぐ道具店 代表）
モデレーター：高橋 正明氏（オランダFRAME誌コントリビューター）

10:30 12:00
商環境セミナー
「日本の店舗デザインが世界の先端である理由」

JS-6 受講無料 事前申込 会議棟6F

受講無料 事前申込 会議棟6F

セミナー
13:30 15:00FE-1 受講無料 事前申込 会議棟1F

主催：人生100年社会インパクト・ハブ
　　　（日経新シニアライフデザイン研究会×東京大学大学院牧野篤研究室）
講演：牧野 篤氏（東京大学大学院 教育学研究科 教授）
パネルディスカッション：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）
　　　　　　　　　　　　高野 修一氏（東急不動産 R&Dセンター 主席研究員）
　　　　　　　　　　　　司会：井上 昌之（日経新シニアライフデザイン研究会）

特別セミナー
「人生100年社会のまちづくり」

セミナー
13:30 15:00FE-2 受講無料 事前申込 会議棟6F

主催：日本デザイン振興会　協力：日本経済新聞社
講師：仲 俊治氏（建築家／2017年度グッドデザイン賞審査委員）

特別セミナー
「グッドデザイン賞から見る集合住宅のこれから」

会議棟



3月6日［火］

3月7日［水］
セミナーセミナー

セミナー
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

POSAカードからスマホ決済、その先へ／インコム・ジャパン
店舗データ活用最前線～IoT導入を現場の売上につなげる～／
Flow Solutions
位置情報を活用した商圏範囲分析と店舗プロモーション効果検証／
フリークアウト
「インスタ映え」時代のデジタル店舗／
シスコシステムズ
人手不足・レジ待ちを解決するAI搭載画像認識レジ／
サインポスト、SCSK

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

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

ネットワークカメラのプラットフォームとサイバーセキュリティ対策／
特別協力：a&s JAPAN
講師：落合 大氏（アクシスコミュニケーションズ）、川端 実氏（VIVOTEK 

JAPAN）、西村 恭一氏（AVIGILON JAPAN）
司会：小森 堅司氏（a&s JAPAN 発行人）
我が家を守るCP製品／5団体防犯建物部品普及促進協議会
ヤマハNW機器で作る、ネットワークカメラ監視ソリューション／ヤマハ
2020年に向けた"安全安心まちづくりの将来構想"～防犯設備士のこれ
までの役割と今後目指すビジョン～／日本防犯設備協会
コーディネーター：樋野 公宏氏（東京大学大学院准教授）
講師：細川 真宏氏（警察庁生活安全局生活安全企画課都市防犯対策

官）、臼井 郁夫氏（東京都青少年・治安対策本部 治安対策担当
部長）、大坪 信剛氏（毎日新聞社編集編成局次長（前社会部部
長））、片岡 義篤氏（日本防犯設備協会 代表理事）、平野 富義氏
（日本防犯設備協会 防犯設備士委員会委員長）

貴方のVMSに対する常識を一から変えるNxウィットネス／ビデオテクニカ

10:40  12:00

12:40  13:10
13:30  14:00
14:20  15:40

16:00  16:30

SS-11

SS-12
SS-13
SS-14

SS-16

リテールテックJAPAN ソリューションステージ
電子決済－Next①／フィンテックが変える電子決済シーン
Visaのリスクソリューション：EC加盟店における不正とその対策／
ビザ・ワールドワイド
加盟店様向けカード情報非保持化のポイント教えます！／
セイコーソリューションズ
スマホマルチ決済（WeChatPay等）を活用したインバウンド対応について／
ビリングシステム
結果を出すための店舗デジタリゼーション ～最初の一歩～／
ネットワンパートナーズ

11:00  12:20
12:40  13:10

13:30  14:00

14:20  14:50

16:00  16:30

B-0
B-1

B-2

B-3

B-5

セキュリティソリューションステージ
こんなに違う海外と国内のセキュリティ
～良い点、悪い点、課題についての事例紹介／
ASISインターナショナル日本支部
講師：宇田川 登紀氏（Toki's SECURITY Lab. 代表）、サニー・カミヤ氏

（日本防災教育訓練センター 代表理事）、畑 永軌氏（G4S Secure 
Solutions Japan 代表取締役）、長瀬 泰郎氏（ASISインターナシ
ョナル日本支部 代表理事）

第14回情報セキュリティ文化賞記念講演会
「IoT/IoE時代のセキュリティリスクとリテラシー、人材育成を考える」／
特別協力：情報セキュリティ大学院大学
DAHUA as a professional／
DAHUA TECHNOLOGY、三星ダイヤモンド工業
ここまでできている、IoT時代における映像監視ソリューション／
Genetec

10:40  12:00

12:40  14:50

15:10  15:40

16:00  16:30

SS-21

SS-22

SS-25

SS-26

＊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）

10:30  11:15

11:30  12:15

12:50  13:35

14:40  15:25

15:35  16:20

受講無料 申込不要 西3ホール内LED NEXT STAGE セミナーステージ

オープニング記念セミナー
エネルギー基本計画と、IoTでLED照明に期待する事（仮）／経済産業省
LED照明の更なる普及と課題／講師：野田 高季（LED照明推進協議会 事務局長）
【IoT】
IoTで広がる照明の可能性／
講師：加々美 道也氏（ミネベアミツミ 取締役 常務執行役員 技術本部 本部長）
【マイクロLED】
μ-LEDディスプレイの将来展望／
講師：本田 徹氏（工学院大学 先進工学部応用物理学科 教授）
【有機EL】
有機ELの新しい用途／
講師：城戸 淳二氏（山形大学大学院 有機材料システム研究科 教授）
【紫外線LED】
紫外線を利用した水処理の現状とUV-LEDの応用／
講師：小熊 久美子氏（東京大学 先端科学技術研究センター 准教授）

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

共催：LED照明推進協議会

1 商空間・住空間 NEXT セミナーステージ 受講無料 申込不要 西4ホール内
少子高齢化時代の誰もが居心地の良い商業空間デザインと施設づくりの新潮流／
講師：湯澤 幸子氏（商業施設技術団体連合会 会長、多摩美術大学 准教授）
住空間における光デザイン①　光デザインの基本／
講師：河原 武儀氏（ライティングコンサルタンツオフィス 代表、照明デザイ
ナー）
LEDビジョンの最新事例と動向／
講師：春日 信吾氏（オール デジタルサイネージ事業部 部長）
日本の歴史上に探る匠の技、遊び心／
講師：上田 有之氏（Teioコレクション）
地域社会を活性化する持続可能な住まいのカタチ／
講師：稲垣 淳哉氏（Eureka 共同主宰、早稲田大学芸術学校 准教授）

11:00  11:40

12:00  12:40

13:00  13:40

14:00  14:40

15:00  15:40

43

10:30  11:15

11:30  12:15

12:50  13:35

13:45  14:30

14:40  15:25

15:35  16:20

【マイクロLED】（※逐次通訳あり）
2018年マイクロLED次世代ディスプレイ産業動向／
講師：Roger Chu氏（トレンドフォース TrendForce LEDinside Research 
Director）
（協力：グローバルインフォメーション アカウントマネージャー　沖本 真也氏）
【色温度調査】 
ビッグデータからひもとく、好ましい色温度と照度との関係／
講師：篠田 博之氏（立命館大学 情報理工学部 教授）
【障害光規制】 
屋外照明施設による障害光の規制─国際規格への対応と日本の現状─／
講師：望月 悦子氏（千葉工業大学 創造工学部建築学科 教授）
【無線給電】 
「浮かぶLED」～無線給電技術のIoT・照明・ディスプレイ技術への展開～／
講師：川原 圭博氏（科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業ERATO 川原
万有情報網プロジェクト 研究総括）
【植物工場】 
LEDを活用した植物工場ビジネスの未来／
講師：鈴木 廣志氏（昭和電工 事業開発センターグリーンプロジェクト シニ
アマネージャー）
照明学会「照明普及賞受賞施設事例発表会」①／
①【北海道】TOMORU
②【東　北】山居倉庫
③【北　陸】PFU本社
④【東　京】西武鉄道池袋駅

共催：LED照明推進協議会

32受講無料 事前申込 東1ホール内 1

受講無料 事前申込 東7ホール内 2

3月8日［木］

3月9日［金］

セミナー

セミナー

セミナー

セミナー

リテールテックJAPAN ソリューションステージ
電子決済－Next②／世界と日本、キャッシュレス推進の要は？
キャッシュレス社会実現に向けて～ 2020年、さらにその先へ／
ビザ・ワールドワイド
通販/物流/決済　AIによるユーザー体感分析がビジネス向上の鍵／
アイ・アイ・エム
最先端のAI搭載型センサーがもたらすリアル店舗IoT／
リテールネクスト
小売・流通を支え続ける先進物流センター大改修工事の全貌と要諦／
オムニ
「音」通信認証技術がモバイルサービスに高度な安全性を実現／
スマート・ソリューション・テクノロジー

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

セキュリティソリューションステージ
市民目線の2020 ～テロと犯罪機会論～／総合防犯士会（ASES）
講師：小宮 信夫氏（立正大学文学部社会学科教授（社会学博士））、

ウィリアム J. ヤング氏（ラムライン 代表取締役、元米海軍少佐）
司会：高尾 祐之氏（ヒビキセキュリティ 代表取締役、総合防犯士会
理事）
是非知ってほしいSynologyが提供する監視ソリューション／
アスク
映像ソリューションによる監視から新しい価値提供へ／
キヤノンマーケティングジャパン
変革の時代を迎える映像監視の世界：ソニーが目指すもの／
ソニービジネスソリューション

10:40  12:00

12:40  13:10

13:30  14:50

15:10  15:40

SS-31

SS-32

SS-33

SS-35

リテールテックJAPAN ソリューションステージ
電子決済－Next③／銀行革命で変わる？ 電子決済の未来
使いやすく安心なIDカードが顧客サービスを変える／
FCF推進フォーラム
短期間でのオムニチャネル・プラットフォーム構築＆展開成功事例／
マンハッタン・アソシエイツ
位置情報を活用した商圏範囲分析と店舗プロモーション効果検証／
フリークアウト
商圏分析システムによるチェーン企業のエリアマーケティング事例／
技研商事インターナショナル

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

セキュリティソリューションステージ
映像解析・認証技術の有効性と将来像／
特別協力：セキュリティ産業新聞社
講師：加沢 徹氏（ALSOK セキュリティ科学研究所 所長）、佐々 敦氏

（日立国際電気 映像・通信事業部 ソリューション本部 セキュ
リティシステムプロジェクト リーダー）ほか

司会：野口 勇人氏（セキュリティ産業新聞 編集長）
シーゲイトから見る、監視市場におけるストレージ革新／
日本シーゲイト
映像ソリューションによる監視から新しい価値提供へ／
キヤノンマーケティングジャパン
1兆円を超える日本小売業のロスを予防する答えとは／
日本万引防止システム協会

10:40  12:00

12:40  13:10

13:30  14:50

15:10  15:40

SS-41

SS-42

SS-43

SS-45

受講無料 事前申込 東1ホール内 1

受講無料 事前申込 東1ホール内 1 受講無料 事前申込 東7ホール内 2

受講無料 事前申込 東7ホール内 2

セミナー

商空間・住空間 NEXT セミナーステージ 受講無料 申込不要 西4ホール内
グッドデザイン賞から見るデザインの潮流／
講師：矢島 進二氏（日本デザイン振興会 事業部長）
負の遺産を甦らせるリノベーション／
講師：中西 ヒロツグ氏（イン・ハウス建築計画 代表）
時間と空間のデザイン…身体が、価値の指標となる時代／
講師：山田 晃三氏（日本インダストリアルデザイナー協会 理事、GKデザイン機
構 取締役相談役）
2ワットの小型照明でつくる陰影の空間デザイン／
講師：弦間 康仁氏（Feel Lab 代表）
どんとこい！省エネ建築／
講師：小原 隆氏（日経BP社 省エネNext 編集長、日経BP総研 社会インフラ
研究所 上席研究員）

11:00  11:40

12:00  12:40

13:00  13:40

14:00  14:40

15:00  15:40

4
セミナー

商空間・住空間 NEXT セミナーステージ 受講無料 申込不要 西4ホール内
店づくりのプロが語る！～購買につながるVMDの考え方～／
講師：浦川 仁氏（ワールドスペースソリューションズ 空間創造サービスユニ
ット 空間創造サービス課 エキスパートVMDトレーナー）、
山本 聖氏（中小企業基盤整備機構 地域活性化支援チーフアドバイザー）
住空間における光デザイン②　ICや設計者に願う／
講師：河原 武儀氏（ライティングコンサルタンツオフィス 代表、照明デザイ
ナー）
伝統工法とモダニズムの融合事例／
講師：森 昭夫氏（東海・ビルド 取締役 設計所長）
B's・行善寺 ごちゃまぜのまちづくり／
五井建築研究所（2017年度グッドデザイン・ベスト100受賞者）
チームラボがつくるデジタル空間／
講師：松本 明耐氏（チームラボ）

11:00  11:40

12:00  12:40

13:00  13:40

14:00  14:40

15:00  15:40

4
セミナー

商空間・住空間 NEXT セミナーステージ 受講無料 申込不要 西4ホール内
2018年度グッドデザイン賞応募ガイダンス／
講師：林 良子氏（日本デザイン振興会 グッドデザイン賞事務局）
Think of it before it's too late!　手遅れになる前に考える、シニア時代の住まい／
講師：小野 由記子氏（ケアリングデザイン 代表理事）
伝統を進化させて空間を未来へ継承する／
講師：横田 満康氏（横田満康建築研究所 所長）
世界のラグジュアリーホテルのトレンド／
講師：小山 淳子氏（ハンスグローエ ジャパン リテール＆マーケティング部 課長）

11:00  11:40

12:00  12:40

13:00  13:40

14:00  14:40

セミナー

セミナー

セミナー

セミナー

セミナー

LED NEXT STAGE セミナーステージ
商空間・住空間 NEXT セミナーステージ

10:30  11:15

11:30  12:15

12:50  13:35

14:40  15:25

15:35  16:20

【国際標準化】 
照明用有機EL技術の動向と国際標準化活動／
講師：川島 康貴氏（NECライティング 新事業開発部 マネージャー）
【半導体レーザー】 
レーザーを用いた3Dシアター／
講師：畑中 秀和氏（ウシオ電機 固体事業推進室 チーフエンジニア）
【半導体レーザー】 
レーザー照明とIoTステーションへの展開／
講師：山本 和久氏（大阪大学 光科学センター 副センター長）
【ウェアラブルLED+音楽同期演出】 
LED制御の最前線とライブパフォーマンスの未来像／
講師：藤本 実氏（mplusplus 代表取締役社長兼CEO）
照明学会「照明普及賞受賞施設事例発表会」②／
①【九州・沖縄】小城市まちなか市民交流プラザ「ゆめぷらっと小城」
②【四　国】イオンモール今治新都市
③【中　国】川崎医科大学総合医療センター
④【関　西】枚方T-SITE
⑤【東　海】南山大学 名古屋キャンパス 新食堂棟リアン

共催：LED照明推進協議会

3

10:30  11:15

11:30  12:15

12:50  13:35

13:45  14:30

14:40  15:25

【規制】 
照明に関する水俣条約への正しい理解について／
講師：八木 敏治氏（日本照明工業会 技術顧問）
【制度】 
知れば得する省エネ補助金活用のテクニック／
講師：近藤 文男氏（リミックスポイント 第一事業部 グループマネージャー）
【故障要因】 
失敗しないための基礎知識partⅢ～LED照明の故障要因まるわかり～／
講師：加藤 正明氏（篠原電機 執行役員兼経営企画室長 JLEDS技術委員会 副
委員長）
【出展者プレゼンテーション】 
寝室のあり方を変えるスマートライト／講師：程 涛氏（popIn 代表取締役）
【スマート照明】（※逐次通訳あり）
Bluetooth meshネットワークでひろがるスマート照明の未来／
講師：カイ・レン氏（Bluetooth SIG アジア太平洋地域 テクニカルプログラ
ムマネージャー）

共催：LED照明推進協議会

3

受講無料 申込不要 西3ホール内LED NEXT STAGE セミナーステージ

受講無料 申込不要 西3ホール内LED NEXT STAGE セミナーステージ

受講無料 申込不要 西3ホール内LED NEXT STAGE セミナーステージ 4


