
マンション管理組合セミナー

光触媒セミナー

健康・省エネ住宅セミナー

来場者証をプリントアウトして会場に持参2.
来場者証をバッジホルダーに入れて入場3.

東京ビッグサイトへの交通案内　東京ビッグサイトへのご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

日本小売業協会「流通交流フォーラム」事務局
TEL 03-3283-7920　https://www.japan-retail.or.jp/

本セミナーの
お申し込み先

受講料：一般＝4,000円/VMD会員＝2,000円（各税込み）
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

2/28 火

申込番号

JS-1
13：00～16：30
東京ビッグサイト 会議棟1階 レセプションホール

申込番号

JS-23/2 木

13：30～15：30
東京ビッグサイト
会議棟703会議室

現在、インバウンド市場は回復に向けて動き出していま
す。コロナ禍の期間を含め、数年で大きく変化した訪日
ゲストの関心や行動は、私たちが認識していなかった日
本の新たな魅力に気づかせてくれます。デジタルとグロ
ーバルの視点を持ちながら、消費につなげる「新時代の
VMD」の役割を、具体的な事例を含めて探っていきます。

デジタル技術の浸透に加え、コロナ禍や激動する世界情勢による資源高など消費行動を大き
く変える動きのなか、流通・小売業界は対応を迫られています。リアル店舗の新たな価値創造、
ＥＣ対応などをはじめ従来の枠組みにとらわれない発想で、いかにこの変革期を超えて、新し
い消費社会を切り拓いていくのか。流通トップや専門家に、新しい店舗の未来像、食品流通業
が創造する新たな価値、Z世代に見る新たな消費行動などについて伺い、次代へ飛躍するため
のヒントを探ります。

「VMDに活かすデジタル＆
グローバルマーケティングの視点
－訪日ゲストを惹きつける
　新たな店舗の魅力とは？－」

新津 研一 氏 
ジャパンショッピングツーリズム協会　代表理事/
ＵＳＰジャパン　代表取締役社長

同時開催セミナー（会議棟）

「変容する消費社会－次代をリードする小売業の経営戦略」
第33回流通交流フォーラム

13：00～13：10 主催者挨拶 日本小売業協会 会長　野本 弘文
13：10～14：10「大丸松坂屋が目指す未来の百貨店像」

大丸松坂屋百貨店 代表取締役社長　澤田 太郎 氏
14：20～15：20「食品流通業の進化と新たな役割」～次世代食品流通業が創造する新しい提供価値～

三菱食品 代表取締役社長　京谷 裕 氏
15：30～16：30「Z世代の価値観に関して」

SHIBUYA109エンタテイメント SHIBUYA109 lab.所長　長田 麻衣 氏

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（各税込み）
主催：日本小売業協会、日本経済新聞社　
協賛：富士通、東芝テック、デロイト トーマツ コンサルティング、フューチャーアーキテクト

売る戦略・見せる技術シリーズ30

日本ビジュアルマーチャンダイジング協会
TEL 03-3476-1410　http://www.javma.com/

本セミナーのお申し込み先

下記セミナーは東京ビッグサイトの展示会場内ステージにて行います。
日経メッセOnlineの主催者セミナーとしてウェブにて配信します。

事前申込制

受講無料

ご来場に関するお問い合わせ：［ハローダイヤル］050-5541-8600（2023年3月10日までのご案内）

東京駅八重洲口・丸の内南口（約40分）
東京メトロ東西線・都営地下鉄大江戸線 
門前仲町駅（35分）

路線バス
大崎駅（JR）←約14分→国際展示場駅
新木場駅（JR、東京メトロ）←約5分
→国際展示場駅

りんかい線「国際展示場」駅下車 徒歩約7分
新橋駅（JR、東京メトロ、都営地下鉄）←約22分
→東京ビッグサイト駅
豊洲駅（東京メトロ）←8分→東京ビッグサイト駅

ゆりかもめ「東京ビッグサイト」駅下車 徒歩約3分

●会期中、いつでもどこからでも参加できます。もちろんスマホからでもOK！
●リアル展の来場事前登録でオンライン展にも参加できます。
●リアル展同様、各種セミナーが視聴できます。（一部オンライン配信がないセミナーもあります）
●メッセージ機能を活用し、出展者とコミュニケーションをとることができます。

2023年2月14日（火）～3月10日（金）会 期

JAPAN SHOP Online／建築・建材展 Online／ライティングフェア Onlineも同時開催！

日経メッセ会場全体図日経メッセ会場全体図東京ビッグサイト東・西展示棟

時代の潮流や市場ニーズに応じて、新しい建材や技術の開発が進ん
でいます。「一般建材・関連製品」をはじめ、「建築テック・省力化」「防
災・減災建材」など７つのゾーンに分けて会場を構成します。自然災害
や社会インフラの老朽化対策、生産性向上、人手不足の解消など様々
な課題を解決するアイデアやソリューションがそろいます。

●商空間デザイン・ディスプレー
●インテリア素材・製品、内外装建材
●サイン・看板・グラフィックス
●店舗設備・什器、照明・音響・映像などの
　空間演出機器
●感染防止対策製品・サービス
●緑化システム・デザイン・資材　ほか

魅せる空間デザイン、
賑わう街と店のための
製品・サービスを多数紹介！

魅せる空間デザイン、
賑わう街と店のための
製品・サービスを多数紹介！

アフターコロナを見据え、新たな消費スタイルをリードする新しい商
空間が生まれています。安らぎや幸福感をもたらす空間デザイン、
SDGsを実現するサステナブルな素材での空間構成をはじめ、DX
技術による五感で体感する演出など、リアルな消費行動の価値を高め、
上質なホスピタリティーを提供する新しい製品やサービスを展示・紹介
いたします。

商空間デザイン最前線、最新の店舗設備・機器が集結！

●くらし・商売・職場・エンターテインメントの場を
　快適に照らすあかり
●あかりを構成するデバイス・部材
●安全・安心なまちづくり・店づくりを支えるあかり
●除菌・殺菌・空気清浄機などの装置・設備　ほか

快適なくらしを支える照明製品、
光環境を整えるシステムをはじめ、
感染症対策まで幅広く紹介！

昨今では空間を華やかに演出するだけでなく、商環境・住環境を安全・
安心・快適に整えるシステムの一部として、幅広く照明・LEDが活用され
ています。こうした背景をもとに、照明に関わる企業の最新製品・サー
ビスの展示を通して、「あかり」の本質を見据えた新しい市場を創造す
る様々な照明関連商品・ソリューションを一堂に紹介します。

未来を照らすあかり
～安全・安心・快適な商空間、住空間をめざして

●外装・内装部材、屋根材、床材
●インテリア、エクステリア
●設備機器、設計・工事関連
●省エネ・創エネの関連設備・サービス
●ドローン、施工管理システム　ほか

流通・小売業界のビジネスを変革する最新のIT機器・システムが一堂に揃う日
本最大級の専門展。キャッシュレスやAI活用、デジタル販促、店舗の働き方改革
など話題のソリューションも紹介（東1～3ホール）

フランチャイズ（FC）本部による加盟店募集をはじめ、ビジネスパートナー募集
（自社製品・サービスの販売代理店・特約店・業務提携先の募集やPR）、店舗支援
ビジネス（各種ソリューション、機器、サービス）、店舗開発、海外関連の情報を紹
介する日本最大級のFC展示会（西3・4ホール、3月1日（水）から）

家具・インテリア専門の見本市として今回初めて、一般
社団法人日本家具産業振興会と日本経済新聞社の共催
で日経メッセに登場します。旭川、飛騨、静岡、徳島、福岡
ほか日本を代表する家具産地をはじめ、国内外で製造さ
れる最新の家具・インテリアが集います。（東7ホール）

防犯カメラや警備システム、サイバーセキュリティ、ウイルス対策など、社会やビジ
ネスの「安全・安心」を実現する製品・サービスが一堂に会する日本最大級のセ
キュリティ総合展（東3ホール）

同時開催展

会場内セミナープログラム

2月28日（火） 3月1日（水） 3月2日（木） 3月3日（金）
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▼
13：00
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▼
14：15
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▼
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16：00
▼
16：45

11：00
▼
11：45

 

JS-9

あらゆる人に快適な
これからのトイレ空間づくりとは

未来へつなぐ空間デザイン-2
与えるデザインから、引き出すデザインへ

JS-10 13：30～14：15
空間演出の最前線
「進化し続ける空間デザイン」

P-5 13：30～14：30
建設DX最前線2023
～業務効率化と生産性向上、
DXにおける更なる進化とは～

P-6 13：30～16：30

IDMデザインアワードにみる
日本各地のデザインビジョン

JS-14 12：15～13：00

JS-6

未来へつなぐ空間デザイン-1
木とともに育つ、森の学校
触覚と嗅覚のエデュケーショナル・サイン

14：45～15：30
これからの建築SDGs

「星のや沖縄」
ー風土と共生する
くつろぎの空間デザイン

JS-7 16：00～16：45

未来へつなぐ空間デザイン-3
京都から世界へ。
コーヒーブランド「％ARABIC」に見る
ワールドワイドなショップデザイン

JS-16 16：00～16：45

セミナー
参加方法

セミナーに関するお問い合わせ先

日経メッセオンライン事務局
（土・日、祝日を除く9：30～17：30）

［eメール］machi-online＠nex.nikkei.co.jp

本セミナーは東京ビッグサイトの展示会場内ステージで開催すると同時に、オンライン上でもライブ
配信します。お申し込みの際は来場事前登録後、セミナー申込画面にて「リアル会場受講予約」「オン
ライン視聴予約」のいずれかをご選択ください。各セッションは定員を超えますと締め切らせていただ
きますが、座席に余裕がある場合には当日受付も行います。プログラム・開催時間は変更になる場合が
ございます。

4F

1F

東展示棟

東6ホール

東7ホール

東5ホール 東4ホール

東2ホール 東1ホール

西4ホール

西3
ホール

東3ホール

ゆりかもめ
東京ビッグサイト駅

りんかい線
国際展示場駅

JS-8

店頭販促効果を最大化する
新・VMDソリューション

11：00～11：45 JS-17

都市と地域の価値を高める
 グリーンデザイン戦略

11：00～11：45

アウトドアライフをもっと楽しむ！
エンターテインメント×
最先端テクノロジーが創る感動空間
（予定）

AC-4 12：15～13：00

建築デザインの新潮流
─ニューノーマル時代を見据えて

佐々木 大輔 氏
（日経アーキテクチュア 編集長）

菅原 由依子 氏
（日経アーキテクチュア 副編集長）

小林 純子 氏
（建築家/設計事務所ゴンドラ代表/
 日本トイレ協会会長）

2030年、住宅・建築DXで
実現できること

AC-5 13：30～14：15

安達 功 氏
（日経BP 総合研究所 フェロー）

野中 賢 氏
（日経BP 総合研究所 上席研究員）

吉泉 聡 氏（TAKT PROJECT 代表/デザイナー）

桂川 孝裕 氏（京都府亀岡市長/
　　　　　　 　花と緑のまちづくり首長会事務局長）
平賀 達也 氏（ランドスケープ・プラス代表／
　　　　　　　ランドスケープアーキテクト連盟副会長）
百瀬 伸夫 氏（日本ガーデンセラピー協会 副理事長）

倉本　仁 氏（プロダクトデザイナー/
JIN KURAMOTO STUDIO 代表取締役）
飯島 直樹 氏
（IDM 共同代表/日本商環境デザイン協会 理事）

海津 敦子 氏（サインデザイナー/アールツー・デザインシステム）
小泉 治 氏（日本設計 ディレクター）

（日本サインデザイン協会 副会長/月影デザインコンサルティング 代表）

東 利恵 氏
（建築家/東 環境・建築研究所 代表取締役）

柿沼 英雄 氏
（日本住宅管理組合協議会 会長）

寺島 千晶 氏
（東京理科大学 理工学部／
スペースシステム創造研究センター／
カーボンバリュー研究拠点 教授）

大髙 啓二 氏
（4hearts 代表/VMD＋五感空間デザイナー）

地域の活性化と健康・省エネ住宅について

AC-11 14：45～15：30

井上 和也 氏（環境省 地球環境局 
　　　　　　　　地球温暖化対策課 課長）
木村 俊昭 氏（東京農業大学 総合研究所 教授／
　　　　　　　 日本地域創生学会 会長）
山下 英和 氏（国土交通省 住宅局 住宅生産課 課長）　

社会保障としての先導健康・
省エネ住宅モデルを考える

AC-12 16：00～16：45

伊香賀 俊治 氏（慶應義塾大学 理工学部 教授）
今村 聡 氏（医療法人聡伸会 理事長／日本医師会 前副会長）
福島 富士子 氏（東邦大学 看護学部 教授）　
上原 裕之 氏（健康・省エネ住宅を
　　　　　　　推進する国民会議 理事長）

●会場入口では、マスク着用の徹底/消毒液の
設置/検温を実施します。●扉を開放し、空調設
備による常時換気を行います。●セミナー会場や
休憩スペース等では、間隔の確保を行っておりま
す。●救護室には、看護師が常駐しております。

37.5度以上の発熱があるかたは
入場をお断りします。

37.5℃

マスクは必ず
着用してご来場ください。

マスク

手指消毒に
ご協力をお願いします。

消毒液

●必ず1人1登録でお願いします。●来場者証をプリントアウトして会場へお越しください。●事前登録時に、ご来場予定日をうかがいます。●スマート
フォンなどでの提示の場合でも、来場者証を別途お渡し可能です。会場で登録いただくよりもスムーズですので、来場事前登録にご協力をお願いします。

●招待状をお持ちの場合でも、来場事前登録をお願いいたします。●事前登録で入場料（3,000円・税込み）が無料になります。

http://www.ac-materials.jp/http://www.japan-shop.jp/ http://www.lightingfair.jp/

1. 公式ウェブサイトにアクセスし、「来場事前登録」より登録
こちらの来場事前登録で、

オンライン展示会にもご参加いただけます。
会期：2月14日（火）～3月10日（金）

IDMデザインセミナー

共催：IDM

AC-13

管理組合の心得
─２つの高齢化と自立管理

11：00～11：45
協力：日本住宅管理組合協議会

AC-18

光触媒を取り巻く環境と期待感

12：15～13：00
共催：光触媒工業会（PIAJ）

共催：日本商環境デザイン協会（JCD）

協力：日経アーキテクチュア

協力：日経BP 総合研究所

共催：日本サインデザイン協会（SDA）

共催：日本空間デザイン協会（DSA）

協力：健康・省エネ住宅を推進する国民会議

協力：健康・省エネ住宅を推進する国民会議

セミナーの詳細情報はウェブサイトよりご確認ください。JS AC P

AC-15 14：45～15：30

住空間を豊かに彩る国産材から
健康・省エネの高機能性建材、
デジタルを駆使したサービスまで！

上原 裕之 氏（健康・省エネ住宅を推進する国民会議 理事長）

モデレーター

パネリスト

青野恵太 氏（乃村工藝no.10ディレクター）
飯島 直樹氏
（日本商環境デザイン協会 理事/飯島直樹デザイン室）

プレゼンテーター
ファシリテーター

パネリスト

モデレーター

来場事前登録のご案内
新型コロナウイルス対策を徹底して本展示会を実施します。来場事前登録にご協力をお願いします。 登録で入

場無料

協力：花と緑のまちづくり全国首長会支援団体連絡協議会

ファシリテーター

11：00～11：45

12：15～13：00

ファシリテーター
津山 竜治 氏
（日本空間デザイン協会会員/乃村工藝社）

山田 晃三 氏

特別カンファレンス

最新の家具、インテリアトレンドが集う

主催：（一社）日本家具産業振興会、日本経済新聞社

インテリアの最新トレンド空間を体感できる各種企画
●　　　　「ジャパンプレミアム ファニチャー・コレクション」　
●　　　　「デザイナーギャラリーSOON」「アルチザン・ギャラリー」
●　　　　「サステナブル/ウェルビーイング展示」　●セミナーステージ　など

企画展示

企画展示

企画展示

同 時開催！

東７ホール

詳細はWEBで！ https://messe.nikkei.co.jp/if/

セミナーステージ

藤本 壮介 氏
（建築家/藤本壮介建築設計事務所 代表取締役）

「藤本壮介氏が語る、DX時代の
 建築デザインとテクノロジーの融和」

2月28日（火） 14：00～14：40

大場 麻美 氏
（日本テキスタイルデザイン協会 代表理事）

「コーディネートとテキスタイルの
  最新トレンド
  ～サステナビリティと美しさの両立」

3/2（木） 11：00～11：40

JS-3

齊藤 建 氏（ソニー・ミュージックエンタテインメント）
鈴木 陽介 氏（ソニー・ミュージックレーベルズ）
川田 大洋 氏（ソニー・ミュージックソリューションズ）

日経メッセで初開催

西展示棟

先端技術を生かした製品・サービスを一堂に！

澤田 太郎 氏

京谷 裕 氏

長田 麻衣 氏

オンライン展示会も
同時開催

2023.2.14（火） 3.10（金）　［ 開場時間 ］10：00～17：00（最終日のみ16：30まで） ［ 主 催 ］日本経済新聞社
※ご来場にはウェブサイトから事前登録が必要です（事前登録のない場合、当日入場料¥3,000）。  

事前登録で
入場無料

ウェブサイトの
来場事前登録

街
に
賑
わ
い
、

ひ
と
に
笑
い
。

2023. 2.28（火） 3.3（金）　
東京ビッグサイト 東展示棟



開催概要
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

出展規模
主　　催
後　　援

協　　賛

協　　力

176社480小間（2022年12月23日現在）
日本経済新聞社
経済産業省、中小企業庁、日本商工会議所、公益社団法人 商業施設技術団体連合会、日本貿易振興機構(ジェトロ)、
全国商工会連合会、公益財団法人 日本デザイン振興会【順不同】
板硝子協会、一般社団法人 軽金属製品協会、GS1 JAPAN（（一財）流通システム開発センター）、ステンレス協会、全国商店街振興組合連合会、
一般社団法人 全国消防機器協会、一般社団法人 全国スーパーマーケット協会、一般社団法人 テンポロジー未来機構、一般社団法人日本アミューズメント産業協会、
一般社団法人 日本アルミニウム協会、一般社団法人 日本イベント産業振興協会、一般社団法人 日本イベント協会、公益社団法人 日本インダストリアルデザイン協会、
公益社団法人 日本インテリアデザイナー協会、一般社団法人 日本屋外広告業団体連合会、一般社団法人 日本空間デザイン協会、
公益社団法人 日本グラフィックデザイン協会、日本小売業協会、公益社団法人 日本サイン協会、公益社団法人 日本サインデザイン協会、 
一般社団法人日本サッシ協会、一般社団法人 日本商環境デザイン協会、一般社団法人 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、一般社団法人 日本厨房工業会、一般社団法人 日本DIY・ホームセンター協会、一般社団法人 日本ディスプレイ業団体連合会、
一般社団法人 日本鉄鋼連盟、協同組合 日本店装チェーン、一般社団法人 日本銅センター、一般社団法人 日本ＢＧＭ協会、日本ビジュアルマーチャンダイジング協会、
一般社団法人 日本百貨店協会、日本プラスチック工業連盟、一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会、一般社団法人 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、一般社団法人 日本冷凍空調工業会【50 音順】
テレビ東京、日経BP　【順不同】

出展規模
主　　催
後　　援

協　　賛

協　　力

201社447小間（2022年12月23日現在）
日本経済新聞社
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）、（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】
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）住宅・建築SDGs推進センター、
（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）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、（一社）日本エクステリア工業会、（一社）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、（一社）日本ＤＩＹ・ホームセンター協会、
日本テントシート工業組合連合会、（一社）日本電気床暖房工業会、（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、
（一社）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】
テレビ東京、日経BP　【順不同】

最新の商空間デザイン・ディスプレー、店舗什器・設備、インテリア、サイン・看板、演出機器、
店頭POP・SPツール、店舗向け各種サービスなどを紹介する国内最大級の店舗総合見本市開催概要

開催概要

出展規模
主　　催
特別協力
協　　賛

協　　力

58社81小間（2022年12月23日現在）
日本経済新聞社
一般社団法人 日本照明工業会
（公社）日本照明家協会、（公社）インテリア産業協会、日本ライティングコーディネート協会、
（一社）日本設備設計事務所協会連合会【順不同】
テレビ東京、日経BP【順不同】

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、測定装置などを紹介

オンラインオープニングセミナーを開催！
ライティング・フェアの開催を記念して、日経メッセオンライン展「日経メッセ
Online」の公開と同時にオンラインオープニングセミナーを開催します。ご
視聴には、あらかじめ「日経メッセOnline」へのご登録が必要です。最新情
報はライティング・フェア公式ホームページ（http://www.lightingfair.jp/）で
ご案内します。

有機EL照明の
市場開発戦略と
ウエルネスへの貢献

11:15～12:00

山口 洋一 氏

都市景観における
照明の在り方
～Beyond the illumination～

10:30～11:15

シグニファイジャパン
デジタルソリューション事業部 

カネカ OLED事業開発プロジェクト 
Center of Businessグループ
OLED Lighting Design & Planning

大澤 陽介 氏

会期：
2023年2月14日（火）～3月10日（金）
URL：
https://messeonline.nikkei.co.jp/

日経メッセオンライン展

「日経メッセOnline」
2/14 火

チームリーダー事業部長

東展示棟
未来を拓く
デザインと技術

店舗・オフィス・住宅、街などの
空間デザインに関する製品・ソリューションやサービス、
快適で安全・安心な空間を作る建材・工法、
空間演出に欠かせない照明製品が集結。
アフターコロナ時代の新しい消費、暮らし方に対応した
魅せるデザイン、安全・安心で快適な空間づくりを提案します。

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・店舗空間設計者、建築設計事務所、ゼネコン・サブコン、不動産・
デベロッパー、住宅メーカー、内装工事・施工会社、工務店、照明デザイナー、インテリアコーディネーター・プランナー、ファシリティ
マネジメント会社、ビル・集合住宅オーナー、官公庁・自治体関係者 など

来場
対象

－見て、ふれて、体感。－

Pick Up!

デジタル技術の活用は建築業の世界を大き
く変えつつあります。ITを活用することで効
率的な作業が可能となり生産性が向上、労
働負担の軽減や人手不足解消も期待されて
います。施工管理アプリやドローン関係など
数々の建築DXを紹介します。

JAPAN SHOP＋Plus

集中展示ゾーン 集中展示ゾーン建築テック・省力化ゾーン 木造・木質建築ゾーン

店、街などにおけるニューノーマルに対応し
たクリーンな空間づくりのための各種製品
やソリューション、人に癒しと安らぎをもた
らすグリーンディスプレイやバイオフィリッ
クデザイン、音響設備などウェルビーイング
実現のための空間づくりを提案します。

清潔空間＋
ウェルビーイングを実現

魅せるデザイン、快適な空間づくりを提案！

商環境デザインの各種アワードを主催する、JCDで活動する空間デザイナーの中
から今、注目の30名が参加、これからの商空間を感じられる具体的な提案を、様々
な建築模型や映像とともに紹介。あわせて、4日間にわたり、参加デザイナーによる
トークショー、ＪCDが選ぶ「プロダクトオブザイヤー」受賞作品も展示します。

主催：日本商環境デザイン協会（JCD）、協力：日本経済新聞社

「今、注目される空間デザイナー30人展」
これからの商環境を創造するデザイナー30人が、
新しいデザインのカタチを提案！

共催：空間デザイン機構
DSA：日本空間デザイン協会
JCD：日本商環境デザイン協会
SDA：日本サインデザイン協会
NDF：日本ディスプレイ業団体連合会

空間デザイン機構4団体（DSA・JCD・
SDA・NDF）が開催しているデザインアワード
（日本空間デザイン賞・日本サインデザイン賞・
ディスプレイ産業賞）の時代の最先端を行く
受賞作品の数々を一堂に紹介します。

「未来へつなぐ空間デザイン」

高温多湿な日本の風土に適した木造建築に
焦点を当てます。一般の住宅にとどまらず、
近年は中・高層建築物でも木造建築の手法
が徐々に広がってきました。国産材や地域ブ
ランド材料、関連の製品・工法などを一堂に
集め、その魅力を発信します。

特別展示

日本の伝統のものづくりの技術、デザイン、素材を生かした製品、建材、インテリ
アを集めました。サステナブルで上質な素材と、デザインの力が融合した各種製
品は、SDGsにも対応する新しい空間づくり、空間の価値を高める提案にも最適
です。出展者とのコミュニケーションを通じて、新しい製品マーケティングなどに
もご活用ください。

NIPPONプレミアムデザイン
デザインとサステナビリティーの融合！
上質なジャパンオリジナル製品が集合

特別企画

企画展示

西展示棟

東3ホール 東2ホール 東1ホール

東6ホール 東5ホール 東4ホール

会場内ステージ
木造・木質建築ゾーン

防災・減災建材ゾーン
抗菌・抗ウイルス・高機能性建材ゾーン建築テック・省力化ゾーン

マンション管理・リフォームゾーン

快適テレワーク・住空間ゾーン東7ホール

NIPPON
プレミアムデザイン

JAPAN SHOP+Plus
「今、注目される
空間デザイナー30人展」

「未来へつなぐ空間デザイン」

中国パビリオン

台湾パビリオン

デバイス・照明部材ゾーン

ヒカリと感染症対策ゾーン
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ウッドプラスチックテクノロジー
L is B
CLUE
助太刀
SORABITO
ダイテック
新潟県
ポケット・クエリーズ★
ロゼッタ

 【抗菌・抗ウイルス・
  高機能性建材ゾーン】
エアロシールド
エム・アイ・シー
エム・エイチ・エル
JMCP
千葉共同印刷
光触媒工業会★
富士通ゼネラル
三井物産ケミカル

 【防災・減災建材ゾーン】
宇部興機
太陽サーブ
日本電気硝子
日本RM建築協会
名工建設■
メインマーク■
ユアサ商事

 【木造・木質建築ゾーン】
アーキビジョン・ホールディングス★
太田ベニヤ
オムニツダ

ZHEJIANG GUOLIAN FLOOR
全国木材組合連合会
日本ブラスト加工研究所
プレイリーホームズ
みなと森と水ネットワーク会議
ムラモト
吉野製材工業協同組合

 【マンション管理・
 リフォームゾーン】
いずみテクノス
多賀電気
T.K.K.エボリューション
日本住宅管理組合協議会
P・C・Gテクニカ
PPIパイプ

 
【照明総合ゾーン】
AXCIS  
天草池田電機  
ELUMEN LED LIGHTING SOLU-
TIONS  
江東電気  
GRE ALPHA ELECTRONICS
ジャパンマグネット  
スタイルテック  
東京メタル工業
東西電気産業
21th Int’l LED & OLED EXPO 2023
日本エスフィール  
浜井電球工業  

ビートソニック  
ラピュタインターナショナル
 
 【デバイス・照明部材ゾーン】
朝日ラバー
LEDiL
大野技術研究所
サンケン電気★
ジャパンディスプレイ
デルタ電子
BEYOND ILLUMINATION
マイルランテック
マテリアルハウス
丸文
壬生電機製作所 

 【ヒカリと感染症対策ゾーン】
飯田照明
クォークテクノロジー
マイ ルーメンズ ジャパン

 【台湾パビリオン】
M&L
TOP HI-TECH
LIGHTEN

 【中国パビリオン】
Shenzhen Betop Electronics
XIAMEN PVTECH 
Crystal-IQ Lighting 
Huizhou Wisva Optoelectronics 
Ningbo TOPlus Technology
Shenzhen HTA LED LIGHTING ELECTRONICS 
FOSHAN HUANGDING LIGHTING 

HANGZHOU ZHENLANG PHOTOELECTRIC
TECHNOLOGY 
Clear Lighting 
Ningbo Jaspagate Import & Export 
Rongwei Electric 
SHENZHEN DIANMING TECH 
NINGBO DAXIE DEVELOPMENT ZONE 
WEIHENG LIGHTING ELECTRICAL 
Yaham Optoelectronics 
Strong Lumen Opto 
Hangzhou Yuzhong Gaohong Lighting Electrical 
Equipment 
Sunshine Basketware 
NINGBO PANERA LIGHTING 
Ningbo Longer Lighting
An Hui Chen Rui Electric 
Up-shine Lighting 
Shenzhen MTC LUX 
IMIGY LIGHTING ELECTRIC 
Hangzhou Hemos Lighting 
CHANGXING FANYA SMART LIGHTING 
NINGBO ROYAL UNION 
SHENZHEN ACE LIGHTING

アイカ工業★
アイリスオーヤマ
OUTSENSE
アサダメッシュ
アスワン
栄彩
エーアンドエー
エコミナミ
S.E.I
エスケー化研
エスコット
SUS
エバーウォール
LED光商事
エレクター
謳花
大川インテリア振興センター
オーシャンテクノロジー
オーバーテック
岡田装飾金物
オガワ
オリジン
カタニ産業
カネマル
共和成産
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
クリーンテックス・ジャパン
グリーンフィールド
クルーズ
グローバル
GLORY
コスモサウンド
コンサ
コンビウィズ
サインアーテック
サインフラックス
桜井
シーマ
J. フロント建装
SIXINCH.ジャパン
CIPSアドバンス
下野装飾
ジャックスクリーン
JCD
シネマ工房
商業施設技術団体連合会
上手工作所
シンエイ
JIN KURAMOTO STUDIO
シンコール北陸
新星社
新日本創業
森未来
SUZHOU JIACHENG BUSINESS EQUIPMENT 
SUPER PENGUIN
スタジオケイ
ステップ・ワン★
清和産業
セルテック
大成塗装電機製作所
ダイソン■
ダイドー
高昇
タカショー
竹中金網
立川ブラインド工業★
中発販売
ツールボックス
DNライティング★
デザインラボ
テス・ライティング
店研創意
東亜コルク
東日印刷
常磐精工
トヨダプロダクツ
トライ
トライテック

ナガイ
中川ケミカル
ニチハ★
ニチレイマグネット
日東
日本インテリアデザイナー協会
日本写真印刷コミュニケーションズ
日本製図器工業
日本デコラックス
日本ビダヤコム
 日本フリーランスインテリアコーディネーター協会
ネオケイジャパン
NEMCO
ハゴロモ
原町サイン
PAEグローバル
フジタ
富士フイルムイメージングシステムズ
北陸リビング社
ボックス・ワン
ポリ・テープ・ジャパン
マストレ 
まどか
水上
水田製作所
MISUNG JAPAN
ミヅシマ工業
ミマキエンジニアリング
ミューシグナル
武藤工業
モアコーポレーション
ユーボン
ユニティ
ユニベール
米山産業
ラソス
ラミーコーポレーション
レザック
ローランド ディー.ジー.★

 【NIPPONプレミアムデザイン】
IDM
　Anonimo Design
　五十嵐製紙
　石川技研工業
　桂記章
　幸呼来Japan
　共和鋼業
　工房久恒
　金照堂
　SPACECOOL
　住化アクリル販売
　創意技巧
　谷口
　電子技販
　西尾硝子鏡工業所
　ニップコーポレーション
　日本化工機材
　fRAum
　プラン・ドゥ・モトハシ
　フランク・ラ・リヴィエレ・アーキテクツ
　メイネツ
　吉田石材工業
　ワークス松下
カツデンアーキテック
京都府／一人称工芸
ゲーテハウス
光洋製瓦
小嶋織物
白川製紙
シリウス
繊維リソースいしかわ
高田製作所
中日ステンドアート
トーザイクリエイト
徳島県
中井産業
福井県和紙工業協同組合
モメンタムファクトリー Orii

 【JAPAN SHOP＋Plus】
エーワン
オーディオブレインズ
オール
カエルワークス
カルモア
白川
日本ガーデンセラピー協会
花とみどり社

花と緑のまちづくり全国首長会支援団体連絡協議会
双葉金属工業
フマキラー
プリマ
マツオカ
MARIO DEL MARE
メグラス
ワーロン

 【一般建材・関連製品ゾーン】
愛知県三河の窯業展
アイトス
アコステック
アシスト
アズマソーラー
アドバネクス
アルトロジャパン
イオグランツ
池上産業
石黒製作所
イズミ
イマヤマ
いよせき
岩田製作所★
INDEX  JAPAN
WOODPRO
ウルトジャパン
エイ・ディ・エイ
エイコーフィルター
AWJ
ATM Facades
エコマ
SHF★
エディフィス省エネテック
エヌアールイーハピネス
エヌ・エス・ケー ニシダ工業
エヌデーシー販売
FKK
オーエム機器
オカグレート
岡崎製材
オンザウォール
CAO COUNTY XINTONG WOODS PRODUCTS
カクダイ
加徳
Canada Wood
カネソウ
川口技研
KAWASAKI
元日マテール
元旦ビューティ工業
菊水化学工業★
喜田建材
九州ハイテック
キョーライト
GROOVE
郡家コンクリート工業
ゴーリキアイランド
伍代産業
コバヤシ
コンピュータシステム研究所
サイエンス
サンアイ
SANEI
サンユー印刷
サンユー販売
サンワカンパニー
XIAMEN NEWHOUSE IMPORT AND EXPORT
JC UNITED
シーレックス・ジャパン
シクソン
シマブン
GERMAN HOUSE
SHANDONG INTCO RECYCLING RESOURCES
ジョー・プリンス竹下
新洋
申和国際
スガツネ工業
セイコーステンレス
関ヶ原石材
全国住宅火災防止協会
大栄建材
ダイドレ
タカラ産業
竹中製作所
竹林化学工業

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
　三協製陶
　杉浦製陶
　鈴製陶
　セラメッセ
　TChic
　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
　藤垣窯業
　丸喜
　丸万商会
タナカ
田村光商店
ツネミ
ティーエスエフ
DMカードジャパン
ティ・カトウ
テックブラスト
テレビ北海道
藤栄
東海機器工業
東京合板工業組合
東京ブラインド工業★
東京ボード工業
トーコー
東亞
ナータッグ・ビルディングサプライ
ナガイ
ナガエ
ナガショウ
ナカノ
浪速鉄工
ナレッジ
日鉄ステンレスアート
日東化成工業
日東工器★
NITTO CERA
日本カーバイド工業
日本GRC工業会★
日本トリム
日本パーツセンター
バクマ工業
パナソニック ハウジングソリューションズ
パレットループ
BFFホールディングス
BEAL INTERNATIONAL
ビニフレーム工業
ヒロテック
プロホーム・大台
フロント
北三
北洲
牧ヶ野業務店
マキシオンジャパン
マグエックス
松原産業
丸三タカギ
マルトク
マンタロー
水生活製作所
ミズタニバルブ工業
MINO
ミヤガワ
山崎産業
油研
ライチャス
ラミナムジャパン
リョービ
リラインス
レッドフォックス★
ローバル
ワールド工業
ワイズ・クルー
和紙来歩
笑緒一

 【快適テレワーク・住空間ゾーン】
SFA Japan
Jesonwood Forest Products（ZJ）
西田惣染工場

 【建築テック・省力化ゾーン】
アンドパッド

出展者一覧
（2022年12月23日現在、五十音順）

■印はオンライン展にのみ出展している
　企業です。

★印はオンライン展へも出展している
　企業・団体です。


