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開催告知のお願い 
 
 

 
2021年 11月 4日 

報道関係者各位 
一般社団法人日本能率協会 

産業振興センター 

  
一般社団法人日本能率協会（JMA、会長：中村正己）は、2021年 11月 17日（水）～19日（金）の 3

日間、東京ビッグサイト（東京都江東区有明）で、日本最大級の住宅・建築関連専門展示会「Japan Home

＆Building Show 2021」を開催します。 

「Japan Home & Building Show」は、昨年に引き続き「第 4３回ジャパンホームショー」、「第 1６回
ふるさと建材・家具見本市」、「第７回店舗・商業空間デザイン展」、「第７回トイレ産業展」、「第６回トイ
レ・バス・キッチン空間・設備フェア」、「第５回団地・マンションリノベーション総合展」、「第 4回イノ
ベーションオフィス」で構成しています。 
コロナ禍を機に、暮らしや働き方が多様化しています。 
今回の各展示会は、ニューノーマル（新常態）や多様化したニーズに対応するための商材、さらにはカ

ーボンニュートラルに貢献する商材が一堂に集います。業界のトレンドが凝縮された展示会となっており
ます。 
展示会場内では建築分野に携わる来場予定の皆様から事前にお聞きした業務上の課題を掲示するお困

りごと掲示板も設置します。各業種の方々が抱えるお悩みの課題についてもふれることができます。 
入場は原則完全事前登録制（入場無料）となっており、現在各展示会の公式ホームページで登録を受け

付けています。また、同時開催展示会へは再登録なしで相互入場できます。開催にあたっては、新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大防止に関して、安全を確保するための運営方法を講じてまいります。 
 
 
 
【展示会に関するお問い合わせ先】 
一般社団法人日本能率協会 産業振興センター 展示会ヘルプデスク  
E-mail︓helpdesk@k3c.co.jp  ※件名に「展示会名」を入力してください。 
TEL︓03-6809-1635 （受付時間 9︓30 ～18︓00 土・日・祝日を除く） 
【報道関係の方のお問い合わせ先】  

一般社団法人日本能率協会 広報・マーケティング室 担当︓綿貫  〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22 

TEL︓03-3434-8620または090-6510-9161 E-mail︓jmapr@jma.or.jp 

▼プレス登録方法 

公式サイト内の「展示会取材のご案内」にお進みいただき、 

取材お申込みフォーム(https://www.jma.or.jp/press/index.html)からご登録ください。  

新製品（約 60 社超）やデモ・実演が多数！日本最大級の住宅・建築関連専門展示会  

Japan Home ＆  Building Show2021 開催！  
- 2021年 11月 17日(水)～19日(金) 東京ビッグサイトにて - 

 

各展示会の開催概要は、次ページ以降をご覧ください 

N e w s  L e t t e r News Release News Release 
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◆注目の講演会（抜粋）◆ 
11月 17日（水） 

12︓30 ～ 13︓30 
11月 17日（水） 

14︓30 ～ 15︓30 
11月 18日（木） 

12︓30 ～ 13︓30 

芝浦工業大学 建築学部 
学部長・教授 
秋元 孝之 氏 

 
 
 
 
 
 
 

法政大学 
デザイン工学部・教授 
網野 禎昭 氏 

 
   野沢正光建築工房 主宰／ 
建築家／住宅遺産トラスト代表 

理事 
野沢 正光 氏 

脱炭素社会を担う次世代の 
建築・住宅 

山がよろこぶ建築  
-大径材が生み出す持続可能な
住まい 

住み心地を引き継ぐ 
- 住宅遺産トラストの活動を 

通して - 
脱炭素社会のためにゼロエネルギーを実現す
る建築・住宅の普及拡大が一層求められて
いる。 
また、新型コロナウイルスの感染拡大が社会
経済活動に大きな影響を与え、暮らしのエネ
ルギー消費の変化をもたらしている。 
脱炭素の視点と共に、コロナ禍を踏まえた次
世代の建築・住宅について展望する。 

拡大造林から約 70年が経過し日本の人口
林は成長する一方、山を埋め尽くす大径材の
活用が進んでいません。 
豊かな林業と森林資源の循環を目指し、大径
材を無駄なく使い、その魅力を生かした建築設
計についてご紹介します。 

十数年にわたる「世界遺産トラスト」の活動
により、壊される運命にあったいくつもの住宅
が新たな所有者に継承されている。 
住宅の短期での消費が当たり前の社会に問
い直し、長く穏やかに付き合う文化を再興し
たい。 

 

◆特別企画のご紹介◆ 
 
 
「みらいのたね賞」は、建築家が選ぶ、優れた建築を生み出すことに貢献しう
る優れた製品、未来への布石となる製品に贈られる賞です。一般社団法人
HEAD が開催してきた「HEAD ベストセレクション賞」を継承して、一般社団
法人日本能率協会が「Japan Home＆Building Show」の公式アワード
として 2017年にスタートさせ、今年で 5回目を迎えます。 
毎年ゲスト選考員を迎え、出展製品の中からテーマに基づき、約 10製品を  
選定、表彰しています。 

 
◆授賞式、「みらいのたね賞シンポジウム」開催概要 
・開催日︓2021年 11月 17日（水） 14:00～15:30 
・会場︓東京ビッグサイト（有明・東京国際展示場） 西展示棟会場内 講演会 B（西 1 ホール） 
・登壇者︓小堀哲夫氏、松永安光氏、山本想太郎氏 
・申込方法︓https://www.jma.or.jp/homeshow/tokyo/visitor/mirai.html からの事前申込制（無料） 
 

「みらいのたね賞」のシンポジウム・ツアー 

「みらいのたね賞」ロゴマーク 
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◆「みらいのたね賞ツアー」開催概要 
・開催日︓2021年 11月 17日（水）15:45～(30分～1時間を予定) 
                  11月 18日（木）13:30～(30分～1時間を予定) 

11月 19日（金）11:00~(30分～1時間を予定) 
・同行者︓小堀哲夫氏（17日のみ）、松永安光氏（17日、1８日のみ）、山本想太郎氏（17～19日） 
・申込方法︓https://www.jma.or.jp/homeshow/tokyo/visitor/mirai.html からの事前申込制（無料） 
 
 
 

日本トイレ協会にて、毎年１１月に開催している「トイレ」に特化したシンポジウムです。 
最新の注目テーマに関する講演会やパネルディスカッション、グッドトイレ選奨のパネル展示を行います。 
【テーマ】 トイレ利用の多様性と尊厳 - さまざまな利用者と一緒にこれからのトイレを考える - 
公共トイレにおいて、車椅子使用者やオストメイト、乳幼児連れに配慮した多機能トイレの整備が進められてきました。その
一方で、多機能トイレしか利用できない車椅子使用者が待たされるという声も上がっています。 
そのため、多機能トイレの機能分散が推奨され、2021年 3月に改正されたバリアフリー法の建築設計標準では、名称も
「バリアフリートイレ」と変更されました。また、新たに性的マイノリティや異性介助などへの対応の必要性も求められています
が、まだまだトイレ利用に悩む人がいるのも事実です。 
トイレは、人間の尊厳にも関わる大切なものです。そこで、車椅子使用者やトランスジェンダー、異性介助が必要な人など
様々な人が一同に会し、これからのトイレのあり方について考えていきます。 
開催日︓2021年11月18日（木）10:30～16:30 

会 場︓東京ビッグサイト西展示棟内 第7回トイレ産業展展示場特設ステージ 

  

「第 37回全国トイレシンポジウム」 
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◆注目の新製品・デモ実演ありの出展者を一部ご紹介◆ 
出展者名 フジタ  
ブース番号 W1W-19    

新製品・実演あり 
寝室用パネルエアコン『眠リッチ』。 
風を感じない快眠エアコンです。 

 

出展者名 イマヤマ/マグエックス 
ブース番号 W1Z-25 
    

新製品・実演あり 
磁石がつく壁【ピタバン】磁石がつく壁が簡
単にできる【くっつくバン】／ 
磁石がしっかりつく壁装材「ピタバン」をご紹
介!新柄も展示予定。 

 

出展者名 アイディールブレーン  
ブース番号

W1L-40 
 

新製品あり 
繰り返しの地震に強い!制震ダンパー「ミュー
ダム」 

 

出展者名  北陸リビング社 
（石川県木材産業振興協会ブース内） 
ブース番号  W2B-40 

新製品あり 
在宅勤務用にお手軽「能登ヒバ」リモートハ
ウスを展示。 
在宅勤務が増えた方!お手軽に能登ヒバで
ログハウスはいかが? 

 

出展者名 大日本木材防腐   
ブース番号 W1S-32 

新製品あり 
木材活用の新たな加工技術、エステル化処
理木材 
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新製品・デモ実演あり企業が一目でわかる！出展者一覧はこちら 
https://www.jma.or.jp/homeshow/tokyo/img/visitor/pdf-exhibitor_list.pdf 

 
 
 
総  称    Japan Home & Building Show 2021 
展示会名称   ●第 43回 ジャパンホームショー 

●第 16回 ふるさと建材・家具見本市 
●第 7回 店舗・商業空間デザイン展  
●第 6回 トイレ・バス・キッチン空間・設備フェア  
●第 5回 団地・マンションリノベーション総合展 
●第 4回 イノベーションオフィス 
●第 7回 トイレ産業展 

会  期     2021年 11月 17日（水）～19日（金） 10:00～17:00 
来場予定者数 約 20,000名（同時開催展含む） 
出展規模   195社/445ブース（11月 2日現在） 
来場方法   来場事前登録制／無料 

https://www.jma-onlineservice.com/11all/jp/registration.php 
から事前登録をお願いします。 
※同時開催展示会と再登録不要で相互入場できます。 

主  催  一般社団法人日本能率協会 
共  催    一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会／一般社団法人リビングアメニティ協会 

一般社団法人住宅生産団体連合会／公益社団法人日本建築家協会 
会  場    東京ビッグサイト（有明・東京国際展示場） 西展示棟１・２ホール、アトリウム 
公式サイト  https://www.jma.or.jp/homeshow/tokyo/index.html 
●オンライン展示会（出展企業などを検索できます。） 
 https://www.jma-onlineservice.com/11all/lp/jp/ 
 
 
 

 
小会では日本展示会協会「展示会業界における COVID-19感染拡大予防ガイドライン」および国際見本

市連盟（UFI：The Global Association of the Exhibition industry）「国際見本市連盟の指針」、および展
示会場が定める「展示会における新型コロナウイルス感染防止のための対応指針」に基づき、ご参加され
る皆様の安全を確保するため、感染対策に関する取り組みを定め、運用してまいります。2020年 7 月に
インテックス大阪にて小会主催の展示会を実施した結果を踏まえ、以降の展示会は所管官庁、自治体、展
示会場など、関係各所と緊密な連携を取りながら開催して参ります。  
主な対策の取り組み内容については小会のホームページをご覧ください。 
https://www.jma.or.jp/corona/exhibition.html 

日本能率協会 主催展示会における新型コロナウイルス感染症対策について 

Japan Home & Building Show 2021概要 

全出展企業・製品は公式ホームページの 
「Japan Home ＆ Building Showオンライン展示会」で公開中 


