2019 年 2 月 18 日
日経メッセ 街づくり・店づくり総合展
PR 事務局

ご取材のご案内

2020 年に向け 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」
「JAPAN SHOP」 「建築・建材展」 「リテールテック JAPAN」 「SECURITY SHOW」 「ライティング・フェア」
「フランチャイズ・ショー」 【日経メッセ特別テーマ展示】「Future Office Tech ＆ Facility」

2019 年 3 月 5 日(火)～8 日(金)
東京国際展示場 「東京ビッグサイト」 全館
日本経済新聞社は日本最大級の総合展示会｢日経メッセ 街づくり・店づくり総合展」(6 展示会と特別
テーマ展示)を 2019 年 3 月 5 日～8 日の 4 日間（フランチャイズ・ショーのみ 3 月 6 日からの 3 日間）、
東京ビッグサイトにて開催します。
人口減少と少子高齢化が進む日本で、これからの流通・小売・サービス・通販業は、「リアルとネットの融合」「労働力
不足をカバーするロボット技術や ICT の利活用」「商業施設を中心とした地域活性化」「訪日客の誘致」「高齢者に配慮した
店づくり」「健康で安全・安心な地域づくり」など、様々な課題を 克服する必要があります。本展は、これからの日本の
街づくり・店づくりを支える多くの製品・サービス・ソリューションを一堂に集め紹介する総合展示会です。

開催規模は 2019 年 1 月 31 日現在、1,303 社・団体 4,023 小間（1 小間＝9 ㎡の展示スペース）
となっており、東京ビッグサイトの東西ホール全館（総面積は東京ドームおよそ 2 個分）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。

■報道関係のお問い合わせ先：
日経メッセ 街づくり・店づくり総合展 PR事務局（オズマピーアール 内） 担当：石本、大村、成田
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（石本、大村、成田）
※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やURLを上記
PR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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今回の見どころ

※詳細は別添「今回の見どころ」をご覧ください

● 【SECURITY SHOW/リテールテック JAPAN/建築・建材展/ライティング・フェア/フランチャイズ・ショー】
人手不足対策がキモ！VR 職場体験や無人レジ＆キャッシュレス決済、建設現場では点検ロボも！
様々な業界で人手不足問題が叫ばれる今、現場を助ける最新技術を紹介。
● 【SECURITY SHOW】
TOKYO 2020 に向けて、テロや暴徒への対策はどうなる？ AI も活用した最新セキュリティー技術！
あなたは最新の防犯技術・製品を知っていますか？オリンピックに向けて、そして凶悪事件対策として、いま開発が
活発な最新警備システムを紹介。

● 【ライティング・フェア/フランチャイズ・ショー/ Future Office Tech ＆ Facility】
4 月に罰則付きの時間外労働規制が開始予定。働き方改革にともなって、オフィスはどう進化する？
働き方改革が本格化！業務効率化だけでなく、企業の人づくりや快適な職場づくり、生産性向上などについて、
オフィスの環境・システム改善によりソリューションを提案。

● 【リテールテック JAPAN】
ミライのお買い物はどうなる？「無人店舗・無人レジ」や「電子マネー利用」「Vtuber パーソナルショッパー」も
ネット販売が拡大していますが、実店舗でのお買い物も進化しています。より便利になる未来の実店舗での
ショッピングをご紹介します。

● 【JAPAN SHOP/フランチャイズ・ショー/ライティング・フェア】
2020 年以降も視野に入れたインバウンド対応とは？爆買い対応だけじゃない、私たちも快適な環境づくり
モノ消費からコト消費に変化したインバウンド消費。誰もが快適に過ごせる環境づくりは不可欠！店舗や
施設づくりに関する最新デザイン、製品、サービスをご紹介。

＜例年の様子＞
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<ご取材お申込み FAX 返信用紙>
株式会社オズマピーアール内 石本、大村、成田 行

FAX 返送先：03-3265-5135

（TEL：03-4531-0210）

◆会期中の連絡先◆ 070-2196-5215（石本、大村、成田）

＜日経メッセ ご取材のご案内＞
2020 年に向け 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」
東京国際展示場 「東京ビッグサイト」 全館
2019 年 3 月 5 日(火)～8 日(金)
ご多忙の折に恐縮ですが、ご取材の場合には以下の項目にご記入の上、
ご取材日２日前までに FAX にてご返信いただきますようお願い申し上げます。
※下記、ご取材ご希望のイベントにある□にチェック（レ点）をお入れください(複数チェック可)。
※ご希望日時をご記入ください。

□ 「JAPAN SHOP 2019」
□ 「リテールテック JAPAN 2019」
□ 「ライティング・フェア 2019」

□ 「建築・建材展 2019」
□ 「SECURITY SHOW 2019」
□ 「フランチャイズ・ショー 2019」（3 月 6～8 日）

□[日経メッセ特別テーマ展示]「Future Office Tech ＆ Facility 2019」
ご取材希望日時 3 月5 日（火）/6 日（水）/7 日（木）/8 日（金）

：
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：
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ご芳名
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MAIL
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名 ご本人様含む）

＠
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※希望・想定ご取材先/内容等ご記載ください。
開催前日（3 月 4 日（月））のご取材をご希望の場合は、別途ご相談ください。

備考

※個人情報のお取扱いについて本イベントのお申込みに関する個人情報は、本イベントの出欠確認のほか、同様のイベントなどのご案内以外に使用いたしません。
※個別取材等のご希望があれば「備考」欄に記載をお願い致します。但し、個別取材は別途調整になります。
お時間、内容等により実施出来ない場合がございます。予めご了承下さい。
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※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/フランチャイズ・ショー】

人手不足対策がキモ！VR 職場体験や無人レジ＆キャッシュレス決済、建設現場では点検ロボも！
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。どの業界も猫の手も借りたい状況です。その対策に最新技術をご提案します。
究極の人手不足解消！無人店舗の最新事情

体験有

現場教育に革命！没入型 VR 教育システムを発表

体験有

▲無人店舗関連設備 /飛天ジャパン
AI 画像解析による即時商品認識とレジ処理、顔認証決済可能なスマートセ
ルフレジ、RFID によるリアルタイム在庫管理＆スマホ決済可能なスマート自
販機など、最新の無人店舗ソリューションを展示。

▲VR 教育システム GuruVR Retailer /ジョリーグッド
多店舗ビジネスのマネジメントコストを大幅に削減する、新しいスタッフ教育
「GuruVR Retailer」を発表。早期離職等の課題を解決する採用向け職場体験 VR
の体験展示も行う。

足場を組まずに 高所はドローンで点検！

狭小空間点検ロボット

▲ドローンで住宅点検アプリ DroneRoofer/ CLUE

▲狭小空間点検ロボット moogle evo/大和ハウス工業

これまでのように梯子や足場を組むよりも、安全かつ短時間で現地調査が可能
なドローンを自動操縦して住宅点検するアプリを提案

簡単な操作で、人が入れない狭い隙間の空間に入り込む。橋梁やトンネルのひ
び割れなどインフラ施設の点検が可能な狭小空間点検ロボット「moogle
evo(モーグル エヴォ)」を紹介。

インバウンドでも人手不足対策

◀外貨両替機 /ポイント JPY EXCHANGE
日本を訪れる外国人観光客の数は増加の一方だが、年々増え続ける外国人観光
客の 90%が現金決済ということもあり外国人観光客の困りごとに両替所の少なさ
がここ数年上位にランクインしている。対応する人手・スペース不足を補う自動両
替機の設置が進む！

【SECURITY SHOW】

TOKYO 2020 に向けて、テロや暴徒への対策はどうなる？ AI も活用した最新セキュリティー技術！
オリンピックまであと 1 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。警視庁・国交省や地域がそれぞれ対策に活動を初めていますが、一体どのように技術が進歩
しているか知っていますか？凶悪事件も頻発する現在、注目される AI 活用製品をはじめ、最新警備システムをご紹介。
「顔」「虹彩」「静脈」「指紋」の 4 方式で認証

デモ実施予定

▲非接触の生体認証 BACS Quattro など/第一実業
最大 4 方式 (顔・虹彩・静脈・指紋) が 1 つのデバイスで認証でき、手をかざす
だけで認証される非接触型。カード不要の便利さと認証スピードの早さを紹介。

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。
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侵入者を槍で撃退！障がい者施設襲撃を受けて開発

体験有

◀世界初！槍型スタンガンなど/TMM トレーディング
凶悪事件報道が絶えない近年、凶器を持って不法侵入してきた不審者を警察が
来るまでの 5 分～10 分間の危機的な時間、格闘技経験の無い人でも自力で撃
退できる最新鋭の製品をご紹介！使用体験。犯人側の体験も可能。

【ライティング・フェア/フランチャイズ・ショー/ Future Office Tech ＆ Facility 】

4 月から罰則付きの時間外労働規制が開始予定。働き方改革にともなって、オフィスはどう進化する？
2018 年 6 月「働き方改革関連法」が成立し、今年 4 月に大企業には罰則付きの時間外労働規制（中小企業は来
年 4 月から）が施行され、いよいよ働き方改革が実行されます。業務効率化だけでなく、企業の人づくりや快適な
職場づくり、生産性向上など、今鍵を握るのはオフィスの環境・システム改善です。
光で働き方改革！

体験有

◀TREE 連動照明制御システム/コイズミ照明
オフィスをテーマにし光・制御・デザインソリューションによる「働き方改革」を
提案。音声によるスマートスピーカーを使った制御や手元のスマートフォンに
よって、照明を操作できる。

オフィスで栄養バランスのよい食事を手軽に！

▲オフィスおかん/おかん
社食がない。夜遅い仕事の空腹をスナック等で満たしてしまう。一人暮らしの社
員の栄養バランスが心配…などの健康課題を解決し、従業員満足度を向上。
健康的で美味しいお惣菜が常備できる食の福利厚生サービス。

お掃除・買い出し・庭木のお世話 毎日の細かい家事をお手伝い！

ニセモノの窓でも効果がある？！快適環境をデジタルにつくる 体験有

▲疑似窓・知的照明システムなど/同志社大学 知的
システムデザイン研究室
オフィス内の業務効率化を実現する知的オフィス環境創造システムを展示。「知
的照明システム」「擬似窓」「配席&在離席管理合体システム」「音声会議予約シ
ステム」「リアルタイム降雨センサ」「人流計測システム」など！

ショッピングしている間にお洗濯も完了！

▲家事代行/ダスキン

▲コインランドリー/ジーアイビー

洗濯をはじめ、お掃除や食器洗い。そして衣替えやお買い物、そして害虫駆
除にガーデニングまで。忙しい家庭や不便を感じがちなお年寄りのお家を総
合的にキレイにするサービスを紹介する。

「ショッピング DE ランドリー」をコンセプトに、商業施設に特化して店舗を
全国に集中出店中。建築家の遠藤秀平プロデュースのシンプルでスタイ
リッシュな店舗を展開している。実際のコインランドリー機器や集中 IT タ
ーミナル「タッチ&ウォッシュ」を展示。

2019 年 2 月 18 日
日経メッセ 街づくり・店づくり総合展
PR 事務局

【リテールテック JAPAN】

ミライのお買い物はどうなる？「無人店舗・無人レジ」や「電子マネー利用」「Vtuber パーソナルショッパー」も
伸長し続けるネット販売。これからのお買い物はどうなっていくのか。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をご紹介！
AI×IoT の未来コンビ二

体験有

体験有

▲新たな購買体験や従業員の作業効率化/NTT データ

▲無人店舗等/NEC グループ
AI や IoT、顔認証システムなど先進技術を組み合わせた次世代店舗の様々な形
態を、顧客体験と店舗運営効率化の両側面から紹介。顔決済ではレジに並ぶ必
要なし？！

日常の決済シーンで広がる Visa のタッチ決済！

接客も在庫管理も画像認識で進化！

体験有

顔認識からオススメの服をデジタルサイネージに表示！タッチパネルでそこには
ない商品も選べ、購入へもつなげる。
AI カメラにより棚をデジタル化！店内のモノの位置や動きをおさえることで
従業員の品出しや発注業務を効率化。

RFID プロモーション表示・マーケティング分析

体験有

▲ウェアラブル決済デバイス/ビザ・ワールドワイド

▲RFID 購買前分析システムなど/東芝テック

ブースでは、ウェアラブル決済デバイス等を使い、タクシーやスーパーマーケットを
模したコーナーで、日常的な場面での Visa のタッチ決済を体験できる。
※上記写真はイメージです。実際のブースでの仕様とは異なる場合があります。

ミラーサイネージ前に立つと商品に関連するコンテンツを表示。バックグラウンドで
はお客様買い回り行動分析のためのデータを取得し、店舗のゾーニング形成や商
品マーケティングへ活用する技術を紹介。

バーチャルユーチューバーが、お買い物を変える？！ 体験有
体験有

◀「バーチャルプロショッパー」/アドパック
「VTuber」の技術を応用し、トーク力と販売スキルを兼ね備えた「バーチャル
プロショッパー」をプロデュース。店舗やオンラインのライブ配信などで、お客
様と相互にコミュニケーションをとりながら、商品ブランディング・プロモーショ
ンを行う。

【JAPAN SHOP/フランチャイズ・ショー/ライティング・フェア】

2020 年以降も視野に入れたインバウンド対応とは？爆買い対応だけじゃない、私たちも快適な環境づくり
日本政府観光局の調査によると 2018 年の訪日外国人数は 3,119 万 2 千人と調査開始から過去最多に。
増加とともにモノ消費からコト消費に変化したと言われるインバウンド消費。訪日観光客が求めるものは日々レベ
ルアップし、求められる対応も変化しています。私達も訪日観光客も快適な環境づくりとは、商品・サービスをご紹介。
日本のおもてなし「おしぼり」はここまで進化した！

各種体験有

▲おしぼり/FSX
日本の文化「おしぼり」を、衛生に特化した抗ウィルス・抗菌加工し、「手触り」・
「香り」・「温度感」など五感に訴える要素を加え、最高のおしぼり体験を提供。
カラフルなものや体拭き用の大判サイズ、贅沢な綿１００%の使い捨ても。

東京五輪に向けて、赤ちゃんやパパママへの気遣いも必須！

▲新しいベビー休憩室の考え方/コンビウィズ
『ベビー休憩室コンセプトブック Vol.2』をもとに設計のポイントを紹介。半個室
空間を作り出す授乳ソファなど 4 月発売の「Combi エンジェル K シリーズ」の体
験を通して新しいベビー休憩室の考え方を提案する。また、車いす専用おむつ
交換台など新製品を多数展示。
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フランチャイズもインバウンドがターゲット！日本の文化体験

体験有

SNS でも照明は注目の的！インスタ映えスポットにも明かりは重要 実機有
り

▲うめもり寿司学校/梅守本店

▲LED 照明/サンケイディライト

5 年で 30 万人の海外インバウンド旅行客の集客を誇る「うめもり寿司学校」。
香港、台湾、中国を中心に 95%が海外からの客とインバウンドに特化してい
る。ハラル対応等もしており、宗教・国・性別問わず楽しめる。

ナイトプール等で話題沸騰中の LED ファニチャー「クラシオン」と、クリスマス
等のイベントを盛り上げるイルミネーションをはじめとした LED の装飾照明
を展開。

キレイな日本のトイレに効果発揮！

◀光触媒技術応用のパブリックトイレ空間/TOTO
パブリックトイレ空間の悩みのひとつである臭いや汚れの問題解決をサポートす
る、光触媒技術「ハイドロテクト」を備えた床材「ハイドロセラ・フロア PC」
（2 月発売）を展示。抗菌・抗ウィルス・空気浄化等にも効果を発揮する日本発
の光触媒技術によるキレイで快適・安全な日本のトイレ・水回り空間をご紹介。

【「日経メッセ 街づくり・店づくり総合展」 開催概要】
名称： 日経メッセ 街づくり・店づくり総合展
構成展示会： ＜東ホール＞JAPAN SHOP 、建築・建材展 、リテールテックJAPAN 、SECURITY SHOW 、
[日経メッセ特別テーマ展示］ Future Office Tech ＆ Facility
＜西ホール＞ライティング・フェア 、フランチャイズ・ショー
主催： 日本経済新聞社 ※「ライティング・フェア」は日本照明工業会と共催
会期： 2019年3月5日（火）～8日（金） 10：00～17：00（最終日のみ16：30まで）
※フランチャイズ・ショーのみ3月6日（水）～8日（金）の開催
会場： 東京ビッグサイト東・西ホール全館（東京都江東区有明）
開催規模： 1,303社・団体 4,023小間（1月31日現在、1小間＝9㎡、6展示会と1特別テーマ展示の合計）
入場料： 3,000 円（同時開催の展示会共通、税込み）
※フランチャイズ・ショーは入場無料
※ウェブサイト（http://messe.nikkei.co.jp/）の来場事前登録で入場無料（3月8日まで受付）
来場者数： 200,000人以上（見込み）
お問い合わせ： ハローダイヤル 03-5777-8600（3月末まで）

【「日経メッセ 街づくり・店づくり総合展」とは】
コミュニティーのにぎわいの中心となる「店舗・商業施設」や、ビジネスの拠点である「オフィス」、豊かに暮らすための
「住宅」「公共施設・スペース」など、にぎわいあふれる快適で安全な街づくり・店づくりのための最新ソリューション・
ビジネスモデルが展示・提案される、この分野において日本最大級の総合展示会です。相互に関連性のある展示会
「JAPAN SHOP」「建築・建材展」「リテールテック JAPAN」「SECURITY SHOW」「ライティング・フェア」「フランチャイズ・ショー」と、
特別企画やセミナー・シンポジウムなどを同時開催します。 毎回、多数の来場者が会場内で活発な商談・情報
交換を実施しています。
「日経メッセ」は 1972 年の初開催から 2019 年 3 月まで 48 年開催を続けており、2013 年に総称を「日
経メッセ 街づくり・店づくり総合展」へ改称し、日本の街づくりと店づくりに貢献する総合展示会として歴史を
刻んでいます。

