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「Japan Home & Building Show 2019」
11/13～15

東京ビッグサイト西 1～3 ホールにて開催

一般社団法人日本能率協会（JMA、会長：中村 正己）は、11 月 13 日（水）～15 日（金）の 3 日間、東京ビ
ッグサイト（東京都江東区）で、日本最大級の住宅・建築関連専門展示会「Japan Home＆Building Show 2019」
を開催します。
「Japan Home & Building Show」は、昨年に引き続き「第 41 回ジャパンホームショー」
、
「第 14 回ふるさと
建材・家具見本市」、
「第 5 回店舗・商業空間デザイン展」、
「第 4 回トイレ・バス・キッチン空間・設備フェア」、
「第 3 回団地・マンションリノベーション総合展」
、
「第 3 回景観・ランドスケープ総合展」、
「第 2 回イノベーシ
ョンオフィス」で構成しています。
また、建築基準法の改正や、公共建築物等木材利用促進法成立により、幅広い建築物への木材利用の可能性が
広がっていることをうけ、「高機能木材特集」を新設。加えて、防音性能を設計・施工から考え、快適な暮らし
を実現するための住宅、音を通してより豊かな空間を実現する公共施設・オフィス、といった“音”に特化した製
品・設備・素材を「サウンド特集」として取り上げました。
約 450 社・団体の出展各社より建築物に関する最新の製品・サービスが紹介されるほか、約 60 本の講演会・
セミナーを行い、業界のトレンドが凝縮された展示会となっています。今回は、合同開催として全 6 展示会を開
催。3 日間で 50,000 名の来場を見込んでいます。
お忙しいところ恐縮ですが、ご取材たまわれば幸いです。
＜開催概要＞
展示会名
開催期間
会
場
主
催
展示規模
出展製品
来場予定者数
来場対象
合同開催展

Japan Home & Building Show 2019
http://www.jma.or.jp/homeshow/
2019年11月13日(水)～15日(金) 10：00～17：00
東京ビッグサイト 西1~3ホール
一般社団法人日本能率協会
約450社・団体／約800ブース（10月30日現在 Japan Home & Building Show2019単体のみ）
建材･部材, 団地･マンションリノベーション, エクステリア･インテリア関連, 演出関連製品, 他
50,000名（合同展示会全体）
ハウスメーカー、工務店、設計・デザイン事務所、ゼネコン、自治体、管理会社、業界関係者他
Japan Home & Building Show2019 ほか、計6つの専門展示会で構成
「インテリアトレンドショー JAPANTEX 2019」、
「アジア・ファニシング・フェア2019 」
、
「ビルメンヒューマンフェア&クリーンEXPO2019」
、
「トイレ産業展2018」、
「香りデザイン東京」

※展示会の詳細は、各展示会の公式ホームページをご覧ください。

みどころ・取材のお申し込みは、次ページをご覧ください
【取材に関するお問い合せ先】

一般社団法人 日本能率協会 経営企画センター 広報室 担当 ： 川村
〒105-8522 東京都港区芝公園 3-1-22
TEL: 03-3434-8620／090-6038-4599 Mail：jmapr@jma.or.jp
【イベントに関するお問い合せ先】Japan Home & Building Show 事務局
一般社団法人日本能率協会 産業振興センター 担当：松本
〒105-8522 東京都港区芝公園 3-1-22 TEL: 03-3434-1988 FAX: 03-3434-8076 Mail: jhbs@jma.or.jp
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◆注目の講演会を一部ご紹介◆
11 月 13 日（水）12：00 〜 13：00

11 月 14 日（木）10：30 〜 11：30

INIAD
（東洋大学
情報連携学部）
学部長
坂村 健 氏

11 月 15 日（金）10：30 〜 11：30

パナソニック
ライフソリューションズ社
技術本部 くらし・空間
コンセプト研究所 所長
本山 仁 氏

慶應義塾大学
理工学部
教授
伊香賀 俊治 氏

IoT+AI を活用した
近未来のスマートハウス

住まいと住まい方が幼児から
高齢者の健康に及ぼす影響

変わるこれからの日本の
くらしとすまい

IoT（Internet of Things）や AI
（人工知能）技術が飛躍的に進歩
し、生活の中に溶け込んでくる未
来、これらを活用したスマートハ
ウス実現への取り組みについて
お話します。

住まいと住まい方が幼児から高齢者
の脳・循環器・呼吸器・運動器に及
ぼす影響に関する医学・建築学共同
調査によって得られつつある最新の
科学的根拠を紹介します。

いままで住宅は「家族のための空間と場を共有
する」ためのものでした。ところが、これから
は「家族以外の人も使い、うまく利用する」も
のに変わり始めました。そういったこれからの
変化するくらしのインパクトをお話しします。

◆特別企画のご紹介◆

◆注目の出展者を一部ご紹介◆
「Japan Home & Building Show 2019」
≪高機能木材特集≫
ホウ酸を使わずに特殊リン酸系薬剤を使用した不
燃・準不燃木材「白華レス不燃木材」を展示。独自
の加工技術により一般的な不燃木材に比べて、木
材の表面が滑らかなことが特徴。
出展者名：サカワ
白華レス不燃木材

ブース番号：W3C-16（西３ホール）
薬品未使用で特許取得済の製造方法により、防
蟻・防腐・寸法安定性が特長の高耐朽性木材と、
ベルギー王国 Decospan 社製パネル（突板に UV
塗装を 6 回施し、基材に MDF※を使用の高級感を
追求したパネル）を展示。
※MDF：木片や繊維を集めたエコな木材
出展者名：江間忠木材

ROKI ROGIC ウッドデッキ、フローリング

ブース番号：W3A-16（西３ホール）
2

≪サウンド特集≫
楽器等の防音室（アビテックス） 、音楽教室等
様々な用途で高い評価を頂いている防音ドア、室内
音響を自然に整える調音パネル、オフィス向けスピー
チプライバシー製品等、音のメーカーならではの様々
な音環境ソリューション製品を展示。＜デモあり！＞
出展者名：ヤマハ
ブース番号：W2M-35（西２ホール）

ヤマハ防音室セフィーネ NS

物理的に音を止める防音パネルから、音を整えて聴き
やすくするオーラルソニックなどを使用し、音に関するあ
らゆる悩みを解決する製品を展示。＜デモあり！＞
出展者名：オーラルソニック
ブース番号：W2M-32（西２ホール）
世界初の聴こえを改善する調音パネル「オーラルソニック」

出展企業・製品は公式ホームページの「出展者検索サイト」で公開しております。
是非ご覧ください。
https://jmacv.herokuapp.com/jhs2019/webguide/search

【取材・プレス登録方法について】
取材希望の方は、展示会会期前までに下記フォームにてご登録ください。
https://pro.form-mailer.jp/fms/a3a84ec3146693
また、取材日当日は、お名刺 2 枚をご用意の上、プレスルームにお越しください。
プレスバッチを発行いたします。
※会期前のご登録が間に合わない場合は、当日受付もしておりますので、プレスルームにお越しください。
また、併設セミナーを聴講される場合は、プレス登録をお済ませのうえ、開始時刻にあわせて直接会場にお越し
ください。お手数おかけいたしますが、何卒よろしくお願い申しあげます。
【プレスルームのご案内】
場所：西展示棟 2 ホール 1 階 商談室（1）・南展示棟 1 ホール 2 階 商談室（2）
時間：11/13(水)～11/15(金) 9:30～17:00
どちらのプレスルームでご登録いただいても、西展示棟 1～4 ホール・南展示棟 1・2 ホールで開催している、
全ての展示会が取材可能です。
【お問い合せ先】

一般社団法人 日本能率協会 経営企画センター 広報室 担当 ： 川村
〒105-8522 東京都港区芝公園 3-1-22
TEL: 03-3434-8620／090-6038-4599 Mail：jmapr@jma.or.jp
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