日経メッセ 街づくり・店づくり総合展
広報事務局

開催概要

2020 年の未来の街をつくる技術・製品・システムが集合 日本最大級の総合展

「日経メッセ 街づくり・店づくり総合展 -後半会期-」
「JAPAN SHOP」 「建築・建材展」 「リテールテック JAPAN」 「SECURITY SHOW」 「LED NEXT STAGE」

【特別企画】JAPAN SHOP×建築・建材展×LED NEXT STAGE 「商空間・住空間 NEXT」

2018 年 3 月 6 日(火)～9 日(金)
東京国際展示場 「東京ビッグサイト」 東ホール 1-8,西ホール 3・4
開催規模は 5 展示会と 1 特別企画、合計 1,020 社・団体 3,372 小間となり、東京ビッグサイトの
東 1～8 ホール・西 3,4 ホールを使用します。小売・流通、建築・デザイン、情報・通信、飲食店関係者など、
約 20 万人の来場を見込んでいます。
※「フランチャイズ・ショー2018」は、2018 年 1 月 31 日～2 月 2 日に開催しました。

●「日経メッセ 街づくり・店づくり総合展」を構成する 5 展示会と 1 特別企画●
「JAPAN SHOP 2018」(第 47 回) ［東 4、5 ホール］
店舗・施設の空間デザイン・ディスプレーに関連する最新の製品・素材、情報等を紹介。他と差別化を図り、人を引き
つける空間創出のためのソリューションが見つかる。
規模：出展企業数/189 社、出展小間数/604 小間

「建築・建材展 2018」(第 24 回) ［東 5、6 ホール］
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。
規模：出展企業数/248 社、出展小間数/686 小間

「LED NEXT STAGE 2018」(第 7 回) ［西 3、4 ホール］
ますます普及拡大が見込まれる LED。照明の概念を覆す新技術「浮かぶ LED」の研究や、照らすだけではなく、五感を刺激する
テクノロジーを駆使したマルチファンクション LED 製品が注目されている。規模：出展企業数/128 社、出展小間数/300 小間
共催：特定非営利活動法人ＬＥＤ照明推進協議会(JLEDS)

「リテールテック JAPAN 2018」(第 34 回) ［東 1、2、3 ホール］
流通・小売業界向けの決済、マーケティング、人手不足への対応、物流などのソリューションを提供する代表的な企業が一堂に
会し、活発な情報発信を行う流通情報システム総合展。
規模：出展企業数/211 社、出展小間数/1,004 小間

「SECURITY SHOW 2018」(第 26 回) ［東 7、8 ホール］
防犯カメラやホームセキュリティなど最新のセキュリティ製品やサービスが展示される国内最大級のセキュリティ・安全管理
総合展。
規模：出展企業数/194 社、出展小間数/623 小間

[特別企画] 「商空間・住空間 NEXT 2018」 ［西 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。グッドデザイン賞やインテリアコーディネートに関する大規模な企画展示や各種セミナーも
実施し、商空間・住空間づくりの最新情報を発信。
規模：出展企業数/50 社、出展小間数/155 小間
◆報道関係者の方のお問合せ先◆
日経メッセ 街づくり・店づくり総合展 広報事務局（オズマピーアール 内） 担当：大村、成田、鳥居
TEL. 03-4531-0210
FAX. 03-3265-5135
E-mail. nmpr@ozma.co.jp
〒102-8025 東京都千代田区紀尾井町 3-23 文藝春秋 新館
◆会期中の連絡先◆
070-2196-5215（大村、成田、鳥居）
※報道関係の皆様へのお願い※
●本資料を記事としてご掲載いただきました際は、誠に恐縮ですが、掲載紙・誌または記事のコピーを上記広報事務局
（オズマピーアール内）までご送付ください。何卒よろしくお願い申し上げます。
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会
場：東 4、5 ホール
主
催：日本経済新聞社
規
模：出展者数 189 社、出展小間数 604 小間
出展分野：商空間デザイン・ディスプレー、インテリア製品・素材、装飾材、店舗什器・設備、店舗照明器具・システム、
サイン・看板、グラフィックス製作機器、店頭 POP・SP（販促・広告）ツール、AV 機器・システム、出版・関連情報など。

Ｕ Ｒ Ｌ ：http://www.japan-shop.jp/

◆おもな見どころ◆
店舗・施設の空間デザイン・ディスプレーに関連する最新の製品・素材、情報等を紹介する日本最大級の店舗総合見本市
ショーケースの中の宇宙

▲「Flyvision」など/新日本創業
ショーケースという小宇宙を無重力に変える
イリュージョン・ディスプレイ。欧米や中東で
多数の著名ブランドが採用、国内でも大手
メーカーのショールームやイベントなどに採用
されている。

普段は透明ガラス、必要な時に情報が！

▲自発光中間膜/積水化学工業
普段は透明ガラス、必要な時に情報が
表示できるディスプレイに変化する。
将来は役所や学校の緊急表示・水族館の
展示説明への利用等が考えられている。
（画像は水族館での利用イメージ）

店舗や施設は子どもへの気遣いも必要！

▲乳幼児連れトイレ/コンビウィズ
2020 年に向けて 17 年に改正された建築設計標準に
推奨されている「乳幼児連れトイレ」の解説や、必要
設備の紹介。外出先で子どもと快適に過ごすための
トイレ・ベビー休憩室商材や施設用ベビーカーを
はじめとした育児環境備品・什器類を展示する。

会
場：東 5、6 ホール
主
催：日本経済新聞社
規
模：出展者数 248 社、出展小間数 686 小間
出展分野：内装・外装部材、床材、インテリア、景観材料・エクステリア、防水シート、吸音パネル、仮設トイレ・シャワー
ブース、空間点検ロボット、作業支援用ロボットスーツ、施工管理アプリ、熱中症対策商品・ソリューション、
構造物調査システム、光触媒コーティング剤、可視光応答型光触媒技術、国産材利用推進制度紹介など。

Ｕ Ｒ Ｌ ：http://www.ac-materials.jp/

◆おもな見どころ◆
住宅・店舗・ビル用の建材、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
きれい JAPAN プロジェクト

初出展 水回りにも和紙が使える？！

初出展 快適な操作性と美しい空間づくり！

▲光触媒技術/光触媒工業会
光触媒は太陽光や雨といった自然エネルギーを
用いて「美観維持」 「環境浄化」 「清潔な空間」を
提供する日本発の技術。これまで普及促進・
認証制度などの整備を進めてきたが、マーケ
ットに光触媒の実際の効果やいろいろな用途
などをアピールする活動を進め、光触媒技術・
製 品 で 美 しい日 本 の街 づく りに貢 献 する
「きれい JAPAN」プロジェクトを開始する。

▲和紙パネル/和紙来歩
水回りへの使用が難しい和紙の弱点を解
消するために、和紙繊維をアクリルに閉じ
込め、あらゆるところに使える和紙パネル
を完成させた。

▲シャワーなど/ハンスグローエジャパン
世界の最高級ホテルに選ばれているドイツ製
シャワー・水栓の老舗メーカー。革新的なテク
ノロジーと美しいデザインの融合による特別
な空間づくりを提案する。
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会
場：西 3、4 ホール
主
催：特定非営利活動法人ＬＥＤ照明推進協議会(JLEDS)、日本経済新聞社
規
模：出展者数 128 社、出展小間数 300 小間
出展分野：設置不要・無線給電照明、五感を刺激するマルチファンクション照明、子育て・エンタメ照明、有機 EL 照明に
よる体内時計調整など

Ｕ Ｒ Ｌ ：http://www.lednext.jp/

◆おもな見どころ◆
ますます普及拡大が見込まれる LED。空中を飛びまわる「浮かぶ LED」の研究や、照らすだけではなく、LED 光源にさま
ざまな機能を加えたマルチファンクション LED 製品が注目されている。
プロジェクターとスピーカー内蔵スマートライト！

▲popIn Aladdin(ポップイン アラジン) /popIn
シーリングライトにプロジェクターとスピーカーを内蔵したスマートライト
であり、寝室の壁に、子どもの世界観を広げる厳選された子育て
コンテンツや、大人でも楽しめる多様なエンタメコンテンツを投影できる。

光・音・香りでリラックス空間を創造！

▲快適空間システム Re・ｔｈ夢 など/
次世代ひかり産業技術研究会
有機 EL カラー照明にハイレゾ音源の森の音とアロマの香りを組み合わ
せることにより、快適な空間を創造する。体内時計を整える照明も。
東京大学の川原圭博准教授らが超音波と無線給電技術を組
み合わせて開発した「浮かぶ LED」は、設置場所、給電
設備を要する従来の照明の概念を覆す新技術として
大きな注目が集まっている。セミナーでは、今後実用化
が期待されている、空中に浮かんで文字を照らす「マ
イクロ読書灯」や手で触れる空中ディスプレイなどへ
の応用例などを実験動画を交えて紹介。
◀写真左：空中に英語の「L」を描くルシオラ（写真の
露光時間 20 秒）/写真右：発光しながら本の上を
移動するマイクロ読書灯

【セミナーステージ】 「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〜 /川原 圭博氏

会
場：東 1、2、3 ホール
主
催：日本経済新聞社 特別協力：(一財)流通システム開発センター
規
模：出展者数 211 社、出展小間数 1,004 小間
出展分野：人手不足対策システム、POS・決済システム、キャッシュレス化、フィンテック関連機器、軽減税率対応
システム、生体認証、AIを活用した流通業向けソリューション、ウェアラブル・AR・VR関連機器、IoTを活用
したマーケティングシステム、接客・在庫管理など流通業で活躍するロボット、電子タグを活用したソリューション、
オムニチャネル、物流システム、宅配ロッカー、デジタルサイネージ、電子棚札など。

Ｕ Ｒ Ｌ ：http://www.retailtech.jp/

◆おもな見どころ◆
流通・小売業界向けの決済、マーケティング、人手不足への対応、物流などのソリューションを提供する代表的な企業
が一堂に会する流通情報システム総合展。
バーコードでお支払い？！携帯料金とまとめて請求！

▲d 払い/NTT ドコモ
店頭で支払いの際に、d 払いアプリ画面上のバーコードを加盟店
の決済端末で読み取ることで、キャッシュレスで買い物可能に。
タブレットと店舗用の専用アプリで手軽に導入できる。

ペッパーが接客・営業・お会計！

▲Pepper で決済が可能に/三菱ＵＦＪニコス
接客から商品のおすすめ、そして電子マネーでの決済まで。
全てソフトバンクロボティクスの人型ロボット「Pepper」が対応。
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レジに人は不要＆レジも不要？！

百貨店も地域スーパーも、もっと便利に・オーダーメイドに

▲ワンダーレジ・スーパーワンダーレジ/サインポスト
商品を棚から取り出すと AI が自動検知！完全スルー型レジシステム
「スーパーワンダーレジ」。導入がはじまっている AI が商品の形を読み
取り値段まで特定するワンダーレジも紹介。

▲IoT メジャー・視線センサーなど/富士通
デパートから地域密着型スーパー、そして気軽に入りたいファミリー
レストランまで。全てのサービスを一歩未来に進める。スマートフォンで
撮影した画像に簡単に採寸データを追記できる IoT メジャー「hakaruno
（ハカルノ）」や関心等により表示が変化する視線センサーをはじめ各
種サービス・小売業等を支援する技術を紹介。

会
場：東 7、8 ホール
主
催：日本経済新聞社
規
模：出展者数 194 社、出展小間数 623 小間
出展分野：防犯カメラ、防犯カメラ、入退管理、バイオメトリクス、センサー、スマートロック、カギ、ホームセキュリティ、
ドアホン、防犯グッズ、オフィスセキュリティ、文書管理、万引き防止、映像解析、画像認識、AI 技術、テロ対策、
危険物探知、警備ロボット、情報セキュリティ、災害対策、ヘルスケア支援、見守りサービスなど。

Ｕ Ｒ Ｌ ：http://www.securityshow.jp/

◆おもな見どころ◆
防犯カメラやホームセキュリティなど最新セキュリティ製品やサービスが展示される国内最大級のセキュリティ・安全管理総合展
ペッパーが万引き防止や福祉施設でのコミュニケーションも！

AI を活用した顔認証セキュリティゲート＆群衆から個人をリアル
タイムに特定できる！新世代顔認証

▲UNIBOT /ユニティガードシステム
高度・効率的な人工知能を用いた画像認識技術を利用した防犯
カメラシステムと画像認証技術に加え、音声認識技術も利用して
対話やコミュニケーションを提供しながら接客・警備を行うロボット
(Pepper)を紹介。
胸に付けたタブレットで顔認証による小売店万引きなどの各種犯罪
抑止だけではなく、各店舗に適した販売促進広告なども行う。

▲NeoFace Access Control など/ NEC グループ

歩きスマホも不審な物も AI が気付いて指摘！

空港、オフィス、イベント会場まで安心・安全を守る！

▲SENLI /システム計画研究所
監視カメラソリューション向け AI エンジン。Deep Learning の
能力を活かしながら、少量のデータで学習可能に。
”普段と違う” 状態を自動検知する。

既存の入退場ゲートやドアに設置することで顔認証による解錠を
手軽に実現する製品が登場！数百人の群衆から VIP やブラックリ
ストの人物が浮かび上がる広範囲カメラも。

▲可搬式ゲート、液体検査装置 他/クマヒラ
一時利用が可能な軽量・コンパクトなセキュリティゲートや、
液体の爆発物・可燃物を瞬時に検知しスムーズな検査を実現
することでテロ対策強化に貢献する液体検査装置等セキュリティ
ソリューションをトータルに紹介。
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特別企画
会
場：西 4 ホール
主
催：日本経済新聞社
規
模：出展者数 50 社、出展小間数 155 小間
出展分野：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
Ｕ Ｒ Ｌ ：http://messe.nikkei.co.jp/fe/

◆おもな見どころ◆
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。商空間・住空間づくりの最新情報を発信。3 月 8 日（木）15:00～はチ
ームラボ松本明耐氏によるセミナー「チームラボがつくるデジタル空間」を開催予定。
風を検出するセンサーにより空気の動きを可視化

▲Windgraphy /KOA
風や空気はどこの空間にもあるもの。それら
を楽しむ、吹きかけた息の流れ(赤=強い風、
青=弱い風)がリアルタイムに見える「風の見
える化パネル」や風に反応する新感覚インタラク
ティブコンテンツを紹介。

PCが苦手な人でも簡単 デジタルホワイトボード！

ペンキ不要の簡単装飾！テープで空間デザイン

▲デジボード /サンユー販売

▲HARU Stuck-on design;/ニトムズ

どこにいても工程の管理・現場の出退勤管理等の
情報共有が行うことができる。PC 入力が苦手な
人や、手元に PC が無くても TV 画面やタブレ
ット画面に手書きで書くだけでそのままデータ
ー共有が可能。

テープで“色を貼る” 空間デザインツールを紹
介する。色彩豊かなカラー展開と用途に応じた
3 つの素材を持ったテープは塗料よりも扱いや
すく、誰でも簡単に扱える。テープで作品を作り
上げるデモンストレーションも実施予定。

プレスルーム（報道受付）のご案内
開催期間中、報道受付及びプレスルームを下記に設置しております。連日の取材の場合でも、館内の撮影、取材の前には必ず各
日プレスルームにお立ち寄りいただきますようお願い申し上げます。
※プレスバッジ(取材、撮影用)は、報道受付時に配布いたします。連日取材いただく場合でも、必ずその都度ご返却ください。
＜プレスルーム＞
（東4ホール主催者事務室）／TEL：03-5530-1186（会期中のみ）
＜利用日時＞
2018年3月6日(火)～9日(金) 10:00～17:00

※初日のみ9:00～
※最終日は16：30まで
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今回の見どころ一覧

※詳細は次ページ以降をご覧ください

● 【SECURITY SHOW/リテールテック JAPAN/建築・建材展】
人手不足対策！警備から接客・営業までおまかせ！ロボットが活躍する未来
人手不足問題が叫ばれる今、警備も接客もロボットがその役を担う未来が来ています。
そんな最新ロボットを紹介。

● 【SECURITY SHOW】
TOKYO 2020 に向けて、AI で監視カメラの映像を解析！・・・これが最新のセキュリティ技術だ！
セキュリティ分野でも注目される AI（人工知能）活用製品を中心に、最新警備システムを紹介。

● 【LED NEXT STAGE】
最先端の LED 光源は空間を飛び回る～究極の照明・ディスプレイの実現に向けて
今や照明は部屋を明るくするだけではない。最新の研究結果や製品で未来の光の可能性を紹介。

● 【リテールテック JAPAN】
ミライのお買い物はどうなる？「IoT で手ぶらでお買い物」「無人コンビニ」広がる
伸長し続けるネット販売。実店舗の存在意義が問われる中、より便利になる未来の実店舗でのショッピング！

● 【JAPAN SHOP】
TOKYO 2020 に向けて急ピッチで進む誰もが快適に過ごせるバリアフリー・ユニバーサルデザインの
街づくり！
国内外からの来訪者増を見据え、バリアフリー化などが喫緊の課題。そんな課題に対応する商品・サービスを紹介。

「JAPAN SHOP」×「建築・建材展」×「LED NEXT STAGE」
3 展合同企画

「商空間・住空間 NEXT」
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。グッドデザイン賞やインテリアコーディネートに関する大規模な企画展示や多数の
セミナーも実施し、商空間・住空間づくりの最新情報を発信します。

日経メッセ 街づくり・店づくり総合展
広報事務局

今回の見どころ

※展示内容は変更になる場合がございます

【SECURITY SHOW/リテールテック JAPAN/建築・建材展】

人手不足対策！警備から接客・営業までおまかせ！ロボットが活躍する未来
財務省が 2018 年 1 月 31 日に発表した調査によると、対象の 1341 社中 952 社と 71％もの企業が人手不足
を感じていると回答。飲食店やサービス業は猫の手も借りたい状況です。その役をロボットが担う未来が来ていま
す。
ペッパーが接客・営業・お会計！実演を実施予定

実証実験済のペッパーによるデモ・実演実施！

▲Pepper で決済が可能に/三菱ＵＦＪニコス

▲UNIBOT /ユニティガードシステム

接客から商品のおすすめ、そして電子マネーでの決済まで。全てソフトバンク
ロボティクスの人型ロボット「Pepper」が対応。

万引き等ブラックリストに乗っている人の顔を登録しておくと、Pepper 内臓の
カメラで発見。センター等へ自動で通知する。

人が入れない所はロボットに！構造物ロボット点検システム

狭小空間点検ロボット

▲自律飛行型マルチコプター等/三信建材

▲moogle(モーグル)/大和ハウス工業

国土交通省主催「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入の推進(橋梁維持
管理技術)」に採択された。人が入れない・危ない部分の点検を担う。

簡単な操作で、人が入れない狭い隙間の空間に入り込む。2018 年 4 月には新
たなバージョンを発売予定

【SECURITY SHOW】

TOKYO 2020 に向けて、AI で監視カメラの映像を解析！・・・これが最新のセキュリティ技術だ！
オリンピックまであと 2 年！2017 年、政府は大会に向けたテロの未然防止策などを盛り込んだ「セキュリティ基本
戦略」を決定しました。注目される AI 活用製品を中心に、最新警備システムをご紹介。
AIを活用した顔認証セキュリティゲート＆広範囲カメラ デモ実施

▲NeoFace Access Control など/ NEC グループ
既存の入退場ゲートやドアに設置することで顔認証による解錠を手軽に実現す
る製品が登場！VIP やブラックリストの人物が浮かび上がる広範囲カメラも。

人を感知して追跡！

デモ実施

▲アペアランスサーチ機能/三井情報
簡単な操作で人の追跡などができる録画データ分析「アペアランスサーチ」の
他、高精細 7K カメラの紹介も行う。

歩きスマホも不審な物も AI が指摘！ デモ実施予定

▲SENLI /システム計画研究所
監視カメラソリューション向け AI エンジン。Deep Learning の能力を活かしなが
ら、少量のデータで学習可能に。”普段と違う” 状態を自動検知する。

空港、オフィス、イベント会場まで安心・安全を守る！デモ予定

▲可搬式ゲート、液体検査装置 他/クマヒラ
一時利用が可能な軽量・コンパクトなセキュリティゲートや、
液体の爆発物・可燃物を瞬時に検知しスムーズな検査を実現することで
テロ対策強化に貢献する液体検査装置等セキュリティソリューションをトータ
ルに紹介。

日経メッセ 街づくり・店づくり総合展
広報事務局

今回の見どころ

※展示内容は変更になる場合がございます

【LED NEXT STAGE】

最先端の LED 光源は空間を飛び回る～究極の照明・ディスプレイの実現に向けて
ますます普及拡大が見込まれる LED。空中を飛びまわる「浮かぶ LED」の研究や、照らすだけではなく、
LED 光源にさまざまな機能を加えたマルチファンクション LED 製品が注目されています！
【セミナーステージ】 「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〜 / 川原 圭博 氏
東京大学の川原圭博准教授らが超音波と無線給電技術を組み合わせて開発
した「浮かぶ LED」は、設置場所、給電設備を要する従来の照明の概念を覆す
新技術として大きな注目が集まっている。
本セミナーでは、今後実用化が期待されている、空中に浮かんで文字を照らす
「マイクロ読書灯」や手で触れる空中ディスプレイなどへの応用例などを実験動
画を交えて紹介。
◀写真左：空中に英語の「L」を描くルシオラ（写真の露光時間 20 秒）
写真右：発光しながら本の上を移動するマイクロ読書灯

プロジェクターとスピーカーを内蔵したスマートライト！

▲popIn Aladdin(ポップイン アラジン) /popIn
シーリングライトにプロジェクターとスピーカーを内蔵したスマートライトであ
り、寝室の壁に、子どもの世界観を広げる厳選された子育てコンテンツや、
大人でも楽しめる多様なエンタメコンテンツを投影できる。

【リテールテック JAPAN】

光・音・香りでリラックス空間を創造！

体験実施

▲快適空間システム Re・ｔｈ夢 など/
次世代ひかり産業技術研究会
有機 EL カラー照明にハイレゾ音源の森の音とアロマの香りを組み合わせる
ことにより、快適な空間を創造するシステム。体内時計を整える照明も紹
介予定。

ミライのお買い物はどうなる？「IoT で手ぶらでお買い物」「無人コンビニ」広がる
伸長し続けるネット販売。未来のお買い物は今と比べてどうなるのか？実店舗の存在意義が問われる中、より便
利になる未来の実店舗でのショッピング体験！
画像認識 AI で“無人”コンビニ！・入店～顔パス決済

体験実施

手ぶらで買い物！レジ待ち無し！荷物も無し！

体験実施

▲顔決済による無人コンビニ/テクムズ

▲スマートショッパー/GMO クラウド

世界最速レベルの画像認識 AI「DEEPS」を活用した無人コンビニを展示。顔パス
認証を用いて入店から決済までを無人で管理するシステムを紹介。

スーパーで商品を買い物カゴに入れるのではなく、専用端末を使用して購入
したい商品のバーコードをスキャン。その後、バーコードで読み取った商品を
クレジットカード決済し、指定の住所まで宅配されるシステム。

レジに人は不要＆レジも不要？！

体験実施

▲ワンダーレジ・スーパーワンダーレジ/サインポスト
商品を棚から取り出すと AI が自動検知！完全スルー型レジシステム「スーパ
ーワンダーレジ」。導入がはじまっている AI が商品の形を読み取り値段まで
特定するワンダーレジも紹介。

百貨店も地域スーパーも、もっと便利に・オーダーメイドに 体験実施

▲IoT メジャー・視線センサーなど/富士通
デパートから地域密着型スーパー、そして気軽に入りたいファミリーレストランまで。
全てのサービスを一歩未来に進める。スマートフォンで撮影した画像に簡単に採寸
データを追記できる IoT メジャー「hakaruno（ハカルノ）」や関心等により表示が変化
する視線センサーをはじめ各所サービス・小売等業を支援する技術を紹介。

日経メッセ 街づくり・店づくり総合展
広報事務局

今回の見どころ

※展示内容は変更になる場合がございます

【JAPAN SHOP】

TOKYO 2020 に向け急ピッチで進む誰もが快適に過ごせるバリアフリー・ユニバーサルデザインな街づくり！
2017 年、国土交通省はオリンピックに向け、世界に誇れる水準でユニバーサルデザイン化された公共施設・交通
インフラを整備する「ユニバーサルデザイン 2020 行動計画」が決定。国内外からの来訪者増を見据え、ユニバーサル
デザインの普及・バリアフリー化が喫緊の課題です。そんな課題に対応する商品・サービスを紹介。
視覚障がいの方も、車椅子の方も、ママも安心安全！ 白杖による体験有

東京五輪に向けて、建物は子どもへの気遣いも必要？！

▲HODOHKUN Guideway/錦城護謨

▲乳幼児連れトイレ/コンビウィズ

「2016 年度 iF デザイン賞」ゴールドアワード受賞の視覚障がい者用歩行誘導
マット。車椅子やベビーカー・点滴スタンドも通行しやすい。

2020 年に向けて 17 年に改正された建築設計標準に推奨されている「乳幼児
連れトイレ」の解説や、必要設備の紹介。外出先で子どもと快適に過ごすための
トイレ・ベビー休憩室商材や施設用ベビーカーをはじめとした育児環境備品・什
器類を展示する。

初開催！
「JAPAN SHOP」×「建築・建材展」×「LED NEXT STAGE」 3 展合同企画

「商空間・住空間 NEXT」
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します。グッドデザイン賞やインテリアコーディネートに関する大規模な企画展示
や多数のセミナーも実施し、商空間・住空間づくりの最新情報を発信します。
見どころ企業
風を検出するセンサーにより空気の動きを可視化 体験有

▲Windgraphy /KOA
風や空気はどこの空間にもあるもの。それらを楽しむ、吹きかけた息の流れ(赤
=強い風、青=弱い風)がリアルタイムに見える「風の見える化パネル」や風に反
応する新感覚インタラクティブコンテンツを紹介。

ペンキ不要の簡単装飾！テープで空間デザイン デモ予定

▲HARU Stuck-on design;/ニトムズ
テープで“色を貼る” 空間デザインツールを紹介する。色彩豊かなカラー展開と
用途に応じた 3 つの素材を持ったテープは塗料よりも扱いやすく、誰でも簡単に
扱える。テープで作品を作り上げるデモンストレーションも実施予定。

◆報道関係者の方のお問合せ先◆
日経メッセ 街づくり・店づくり総合展 広報事務局（オズマピーアール 内） 担当：大村、成田、鳥居
TEL. 03-4531-0210
FAX. 03-3265-5135
E-mail. nmpr@ozma.co.jp
〒102-8025 東京都千代田区紀尾井町 3-23 文藝春秋 新館
◆会期中の連絡先◆
070-2196-5215（大村、成田、鳥居）
※報道関係の皆様へのお願い※
●本資料を記事としてご掲載いただきました際は、誠に恐縮ですが、掲載紙・誌または記事のコピーを上記広報事務局
（オズマピーアール内）までご送付ください。何卒よろしくお願い申し上げます。

