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2022年 10月 12日 
一般社団法人日本能率協会 

産業振興センター 

【報道資料】 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

一般社団法人日本能率協会（JMA、会長：中村正己）は、2022 年 10 月 26 日（水）～28 日（金）の 3

日間、東京ビッグサイト（東京都江東区有明）にて「Japan Home ＆ Building Show 2022」を開催

します。「Japan Home & Building Show」は「第 4４回ジャパンホームショー」、「第 1７回ふるさと建

材・家具見本市」、「第８回店舗・商業空間デザイン展」、「第８回トイレ産業展」、「第７回トイレ・バス・キッチン

空間・設備フェア」、「第６回団地・マンションリノベーション総合展」、「第５回イノベーションオフィス総合展」、

「第１回解体・リノベーション総合展」で構成しています。 

 
 

ここ数年で世の中が変わり、住まいの在り方が変化しつつあります。テレワークや地域移住、オンライン

上での交流や商品購買など新たな生活様式も誕生しています。「Japan Home ＆ Building Show」

は今年 44 年目を迎え『変わろう！』をテーマに、各社が、展示ブースで工夫を凝らした提案を行います。

本展示会には、世界・日本全国から今話題の製品が集合します。今年は、アメリカ、イタリア、オーストリア、

カナダ、タイ、中国、フィンランド、台湾の計 8か国・地域が出展を予定しています。 

 

また、建築家『内藤 廣』氏や『東 利恵』氏、『谷尻 誠』 氏など、著名な建築家も多数登壇する展示会場

内講演会を実施します。３日間あわせて約６０セッション１００名以上の方にご登壇頂く予定です。展示や

講演会で最新動向の情報発信を行い、住宅や建築業界に向けた提案を行います。 

 

入場は事前登録制（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、東展示棟で開催する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、各種ガイドラインのもと安全を確保するための運営

方法を講じてまいります。 

なお、ご取材いただける場合は、本状5ページ目の「取材申請について」をご確認いただき、必ずご来場

前に申請をお願いいたします。次頁以降、本展の「注目の出展製品」ならびに企画展の内容をご紹介しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

【取材のお願い】 

今年は海外から 8か国・地域が出展！国内最大級の建築のプロが集まる展示会 

「Japan Home ＆ Building Show 2022」 

建築家『内藤 廣』氏や『東 利恵』など、著名な建築家も多数登壇 

- 2022年 10月 26日(水)～28日(金) 東京ビッグサイトにて - 
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◆注目の出展製品（抜粋）◆ 
 

ビー・アンド・プラス 

ブース番号：E5-Q12 

ワイヤレス給電テーブル 

 

レストラン、バー、ホテルなどでの外食時、光る食器類で

特別で非日常な空間を演出する事が可能です。 

また、住宅空間では、スマホスタンドや小型家電を置くだ

けで給電することができ、コードレスでスッキリとしたテ

ーブル回りを実現します。 

 

 

 

 

 

天龍木材 (静岡県木材協同組合連合会ブース内)  

 

      ブース番号: E5-V01 

木質デザインパネル『バンピー』 

 

厚さの違う無垢材ピースで凹凸を演出、木質感を最大限生

かしたデザイン性を重視した内装用壁材。塗装品は無垢材

の調湿性を活かすため通気性のある自然塗料塗装仕上げ

をご用意。縦張用途や狭小箇所などに最適なレッドシダー・

ハーフピース仕様。スギ材は特注品にて県産材対応も可能。 

 
 

 
第 44回ジャパンホームショー 出展者 

メリットキッチン 

（Canada Woodブース内） 

ブース番号: E5-H12 

キッチンキャビネット                                

 

トラディショナルな框デザインと、システム化され機能的に

収納できるヨーロッパスタイルが基本ですが、フルオーダー

システムにより、お施主様の様々なご要望にも対応が可能

です。 

 
 

 

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: E4-V13 

リモートキューブ 

 

庭先や車 1 台分のスペースに置けるユニットタイプのログハウ

ス。趣味を楽しんだり、子供の勉強部屋にしたり、自宅オフィス

として活用したり、夢だったサロンを開業したり。使い方は無限

大。国産材無垢材を利用したログハウスは木の温もりや香りも

思う存分楽しめます♪ 

 

前回実施の様子 

第 17回 ふるさと建材・家具見本市 出展者 

第 44回ジャパンホームショー 出展者 

第 17回 ふるさと建材・家具見本市 出展者 
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◆学生プロジェクトデザインコンペティション◆ 
 
建築に関わるプロが来場する日本最大級の建築に関する専

門展示会です。本企画はそんな建築業界の専門家が集まる

舞台で、学生が企画・実行しているプロジェクトを一堂に集

め、作品の展示を行い競い合うことで、企業と学生との新

たなつながりをつくろうとするものです。 

 
◆「学生プロジェクトデザインコンペティション 2022最終審査会・授賞式」 

・開催日：2022年 10月 27日（木） 13:20～15:30 

・会場：東京ビッグサイト（有明・東京国際展示場） 東展示棟会場内 講演会D（東 4ホール） 

・登壇者：千葉工業大学 准教授 テレデザイン 代表 田島 則行氏、オンデザイン／東京理科大学 准教授 

西田 司氏、オープン・エー 代表取締役 建築家 東北芸術工科大学 教授 馬場 正尊氏、エコッツェリア協

会／三菱地所 エリアマネジメント企画部 3×3LabFuture 館長 マネージャー 神田 主税氏、山本想太

郎設計アトリエ 代表 HEAD研究会 副理事長 山本 想太郎氏 

・申込方法：https://www.jma-onlineservice.com/10all/jp/registration_seminar.php 

 からの事前申込制（無料） 

 

◆「学生プロジェクトデザインコンペティション 2022パネル展示」 

応募作品のパネル展示を行います。 

ブースは主催の一般社団法人 HEAD研究会の学生チームが設計しました。 

(ブース番号：Ｅ５-H23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

◆企画展『日本の快適なトイレ』◆ 
 

(ブース番号:E5-N17) 

快適なトイレ空間はどのようなものが思い浮かびますか？使いやす

い、きれいな、過ごしやすいなど・・・本企画では、トイレに関連する企

業・団体の協力のもと、各社が今、考える「快適なトイレ」を知ること

ができます。住宅、公共、災害時、建設現場、イベント等、各シーン別

の「快適なトイレ」について展示を行います。 

 

参加企業：アメニティ／アルボース／e6s／エクセルシア／SFA 

JAPAN／総合サービス／熊谷組／日本トイレ協会  若手の会 

flush／クラシアン／コマニー／SARAYA／サンケイサポート／

C-SOS／全国低層住宅労務安全協議会／ダイソン／千葉ロッテマ

リ ー ン ズ ／ ト ヨ タ 自 動 車 ／ HINOKOGYO × 

MECindustry/WOTA    (順不同、法人格省略） 

 

 

ブースイメージ 

https://www.jma-onlineservice.com/10all/jp/registration_seminar.php
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◆みらいのたね賞スペシャルトークセッションとツアー 
 

「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 6 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、「みらいのたね賞スペシャルトークセッション」開催概要 

開催日：2022年 10月 27日（木） 13:30～15:00 

会場：東京ビッグサイト（有明・東京国際展示場） 東展示棟会場内 講演会 B（東６ホール） 

登壇者：宮崎浩氏、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） 
 
・「みらいのたね賞ツアー」開催概要 

開催日：2022年 10月 26日（水）13:30〜14:30 

11月 27日（木）15:15～16:15 

10月 28日（金）11:15～12:15 

同行者：宮崎浩氏（27日のみ）、松永安光氏、山本想太郎氏 

申込方法：https://www.jma-onlineservice.com/10all/jp/registration_seminar.php 

からの事前申込制（無料） 

 

 

 

総  称    Japan Home & Building Show 2022 

展示会名称   ●第 44回 ジャパンホームショー 

●第 17回 ふるさと建材・家具見本市 

●第 8回 店舗・商業空間デザイン展  

●第 7回 トイレ・バス・キッチン空間・設備フェア  

●第 6回 団地・マンションリノベーション総合展 

●第 5回 イノベーションオフィス総合展 

●第 8回 トイレ産業展 

●第 1回 解体・リノベーション総合展 

会  期    2022年 10月 26日（水）～28日（金） 10:00～17:00 

出展規模    244社/479ブース うち海外 37社／52小間 （10月 12日現在）（アメリカ、イタリア、 

オーストリア、カナダ、タイ、中国、フィンランド、台湾の計 8か国・地域が出展） 

来場予定者数 約 20,000名（同時開催展含む） 

来場方法   来場事前登録制／無料 

https://www.jma-onlineservice.com/10all/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） 東展示棟４～６ 

公式サイト  https://www.jma.or.jp/homeshow/tokyo/index.html 

●WEBガイド（出展企業などを検索できます。） 

  https://www.jma-onlineservice.com/10all/webguide_jp_jhbs/ 

Japan Home & Building Show 2022概要 

https://www.jma-onlineservice.com/10all/jp/registration_seminar.php
https://www.jma-onlineservice.com/10all/webguide_jp_jhbs/
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取材にあたってはプレス登録が必要です。円滑な入場手続きのため、事前のプレス登録へのご協力を 

お願いします。 
※プレス登録いただいた方には、「プレスバッジ」「会場案内図」「取材に際してのお願い」をお渡しします。 
 
事前登録：「取材お申込みフォーム」からご登録ください。 https://www.jma.or.jp/press/  

『事前登録いただいた際の返信メール』のプリントアウトとお名刺 2枚をご用意の上、 

「プレス受付（登録所内）」にお越しください。 
 

■プレス受付（プレスルーム）の開設日時、場所 
 

開設日時 2022年 10月 26日（水）～10月 28日（金） 9:30～17:00 

場所 2か所ご用意しております。 西１商談室（２） ／ 東１商談室（１） 

 
当日、取材に関するお問い合わせがございましたら、プレスルームにお立ち寄りください。 
 

※プレス登録は、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、Web媒体などの取材／編集／報道に関わる方が対象です。 

報道機関の広告・営業部門、広告代理店、マーケティングリサーチ会社の方はご遠慮いただいております 

（上記の方は、一般登録でご入場いただけます）。ご理解の程、よろしくお願い申しあげます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
■プレスルーム地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【展示会に関するお問い合せ先】  

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 

取材申請について 

◆講演・セミナーをご取材される際のお願い 

取材される場合は、対象者の了解のもと行ってください。 

講演に使用された投影パワーポイント、配布資料およびテキストなどの無断転載は固くお断りいたします。 

講演内容を掲載する場合は、必ず講演者に許可を得てください。ご協力のほど、よろしくお願い申しあげ 

ます。 
 

プレスルーム 

東１商談室（１） 

東１商談室(1) 
プレスルーム 

西１商談室（2） 

mailto:jmapr@jma.or.jp

