ニュースリリース

■お問い合わせ先
一般社団法人 日本建築材料協会
〒550-0002 大阪市西区江戸堀 1-4-23 撞木橋ビル 4 階
TEL：06-6443-0345
FAX：06-6443-0348
E-mail： office@kenzai.or.jp
ホームページ：http://www.kenzai.or.jp/
「建築材料・住宅設備総合展 KENTEN」運営事務局
〒540-0008 大阪市中央区大手前 1-2-15
Tel 06-6944-9916
E-mail kenten@tvoe.co.jp

－展示会のみどころ－
【建築業界の最新トレンドがわかる建築材料・住宅設備総合展】
本展示会は西日本の建築業会関係者を中心とした来場者を対象に、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ェア、工事・施工法、関連サービスなどを幅広く紹介する西日本
最大級の建築材料・住宅設備総合展として開催致します。本年で5回目の記念開催となる本展は、
過去最大規模の出展者数で開催する運びとなりました。
今回特別企画として 「優良製品・技術表彰」を企画しました。この賞は優れた建築材料・住

宅設備の製品・技術を表彰することで品質並びに施工技術の向上を図り、建築業界全体の更な
る発展と向上に寄与することを目的としております。この賞は日本で唯一の経済産業省と国土
交通省の認めた建築材料、住宅設備の賞です。
賞の決定は会期中の6/8に発表しますが、エントリーしている製品や技術を一堂に見られる
コーナーを展開致します。
さらに、安心で快適な現場づくりをサポートする「建築現場アップグレードフェア」や「デ
ザイン＆インテリアフェア」を実施し来場者にとって有益な情報を発信します。
開催概要
名
称：建築材料・住宅設備総合展 ＫＥＮＴＥＮ２０１８
テ ー マ：安心で豊かな生活環境の未来へ
会

期：2018 年 6 月 7 日〔木〕～8 日〔金〕 〔2 日間〕

会

場：インテックス大阪 4 号館
〒559-0034 大阪市住之江区南港北 1-5-102

主

催：一般社団法人日本建築材料協会、日本経済新聞社、テレビ大阪

共

催：大阪建築金物卸商協同組合

後
援：経済産業省・国土交通省・農林水産省・環境省・大阪府・京都府・兵庫県・大阪市・東
大阪市・京都市・神戸市・
（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部・大阪商工会議所・
（一社）
日本建築協会・
（公社）大阪府建築士会・
（一社）日本建築学会 近畿支部・
（公社）日本建築家協会 近
畿支部・（一社）大阪建設業協会・
（ 一社）大阪府建築士事務所協会・
（一社）日本建設業連合会 関
西支部・（一社）日本建築構造技術者協会 関西支部・（公社）日本建築積算協会 関西支部・（一社）
建築設備技術者協会 近畿支部・
（一社）大阪電業協会・
（一社）大阪空気調和衛生工業協会・
（一社）
大阪府設備設計事務所協会・
（一社）関西建築構造設計事務所協会・大阪建築金物工業協同組合
〔順不同〕
出展規模(2018 年 5 月 11 日現在)：148 社・団体、231 小間（予定）（展示面積
同時開催：
「防犯防災総合展 in KANSAI 2018」6月7日(木)～8日(金)
(主催：防犯防災総合展実行委員会、テレビ大阪)
「第13回関西エクステリアフェア2018」6月7日(木)～8日(金)
(主催：「関西エクステリアフェア2018」実行委員会)
ホームページ：http://www.ken-ten.jp/
入場料金：無料〔登録制〕
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6,729 ㎡）

併催事業：(１)基調講演・特別講演
(２)建築プロフェッショナルセミナー
(３)プレゼンテーションセミナーの開催
来場対象：建築設計事務所、建設業（ゼネコン・サブコン）、建材メーカー・住宅設備メーカー・
インテリア関連メーカー、住宅メーカー・工務店・リフォーム業、不動産・デベロッパ
ー（建材・設備などの）商社、保守・メンテナンス業、官公庁・地方自治体・関連団体、
流通関連（小売業・飲食業・サービス業）、発注者（店舗オーナー・ビルオーナーなど）、
大学・学校、研究機関等の専門家および関係者など

主催者セミナー
6/7（木）
基調講演
１３：３０～１４：３０
テーマ " Architecture as a Pavilion " パビリオンとしての建築
講演者 平沼孝啓建築研究所 平沼孝啓氏
（協力：(一社)大阪府建築士事務所協会）１１：００～１１：４０
テーマ 「マンション大規模修繕工事の進め方と大阪のまち魅力アップ
リノベーションコンクールについて」
講演者 匠設計 代表取締役 辻 裕樹氏
（協力：(公社)大阪府建築士会）１４：３０～１５：１０
テーマ 「できていますか？建築物省エネ法の取組みとその対策」
講演者 ㈱イワギシ 取締役 岩岸 克浩氏
（協力：(公社)日本建築家協会 近畿支部）１５：３０～１６：１０
テーマ 「ロジック と ロマンス」
講演者 一級建築士事務所 玉置アトリエ 玉置 順氏

6/8（金）
１０：３０～１１：２０
テーマ 「長期優良住宅の申請を円滑にする取組みの紹介」
講演者 (公財)日本住宅・木材技術センター 認証部 研究主幹

増村 浩氏

１１：３０～１２：３０
テーマ 産学官共同研究成果報告「木造住宅の雨漏り、結露、劣化リスクを考える」
－建物外皮に着目した木造住宅の劣化対策ガイドラインについて－
講演者 国土交通省 国土技術政策総合研究所 建築研究部 構造基準研究室 宮村雅史氏

１３：００～１３：４０
テーマ 「金属サイディング外壁重ね張りリフォームのご提案」
講演者 日本金属サイディング工業会 代表幹事 藪野 聡司氏
１４：１０～１５：１０
テーマ 香港ビジネス・セミナー「一帯一路」 シルクロード経済圏 – 日本建材の可能性「『一帯一路』～シルクロード経済圏の全貌と香港の役割」
講演者 香港貿易発展局 大阪事務所 次長 田中 洋三氏
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出展内容の一部をご紹介します。
遮熱塗料、断熱材・工法、制振装置、屋根材、外装材、天井材、内装材、下地材、木材
集成材、保温材、建築金物、塗料、接着剤、防水材、手摺、ひさし、ブラインド、
ルーフドレン、グレーチング、換気システム、収納、耐震パネル、避難設備、入浴設備
給排水・給湯設備、水栓、収納ボックス、レバーハンドル、サニタリー金物、
セキュリティシステム、防犯カメラシステム、放射線防護材、入退室管理システム
防鳥ネット、人工芝生、エクステリア商品、建築用ＣＡＤシステム、経営管理システム
※このほかにも多数の製品が出展しています。

出展者一覧（5 月 11 日現在）
最新の情報はホームページをご覧ください。
出展社一覧
アイリスオーヤマ㈱
アイワ金属㈱
浅野金属工業㈱
㈱アシスト
㈱アドバンス
アメリカ針葉樹協議会
厦門中岸進出口有限公司
アラオ㈱
AND PAD
インテリロ
㈱ウエスト
A-Safe㈱
㈱エイト
㈱エクスナレッジ
エスケー化研㈱
エステック㈱
王建工業㈱
(一財)大阪建築防災センター
大阪産業大学
㈱オズ・ワーク
オプテックス㈱
角一化成㈱
カシオ計算機㈱
㈱カツロン
カネソウ㈱
神々の国しまねの木/飯石森林組合/㈱出雲木
材市場/㈱キムラ/齋藤木材㈱/(公財)島根県
西部山村振興財団/須山木材㈱/㈲石東林業
商会/㈲日高林産/渡部製材所
川喜金物㈱
㈱川口技研

関包スチール㈱
(一社)機能性外壁改修工業会/㈱ダイフレック
ス
㈱共和
KYOGO
近畿コニシベステム工業会
㈱クマモト
クモノスコーポレーション㈱
クールスマイル
㈱建築資料研究社
児玉㈱/東京大学大学院 工学系研究科 建築
材料研究室
コニシ㈱
㈱駒谷
㈱サイエンス
㈱サワヤ
㈱サンキテック
山陽㈱
㈲三和工務店
SIXINCH.ジャパン
清水㈱
修成建設専門学校
㈱シロクマ
神栄ホームクリエイト㈱
新江州㈱
JFE鋼板㈱
助宣商事㈱
ジョー・プリンス竹下㈱
GS World Pty Ltd
スズカファイン㈱
鈴東㈱
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2025日本万国博覧会誘致委員会
(一財)日本品質保証機構
(一財)日本文化用品安全試験所
㈱NOGUCHI
㈱ノムラテック
㈱ハイロジック
㈱ハウゼコ/(一社)住まいの屋根換気壁通気研
究会
㈱林田順平商店
㈱バンブー苑
ハンマーキャスター㈱
㈱P･C･Gテクニカ/㈱P･C･G TEXAS
㈱光
日野興業㈱
field master
富士瓦斯㈱
㈱Proud
プレイリーホームズ㈱
㈱ブレイン
㈱BAEK
香港貿易発展局
マックシステム㈱
マツ六㈱
㈱丸喜金属本社
マレーシア貿易開発公社
水上金属㈱
㈱ミズタニ
ミニチュアファクトリー㈱
MINO㈱
森村金属㈱
安田㈱
山長商店
㈱ユニオン
㈱淀川製鋼所
理研軽金属工業㈱
リョービ㈱
㈱YOOコーポレーション
CBS VIETNAM Co.,LTD
DAEJIN CO., LTD.

住理工商事㈱
㈲セイコーステンレス
正和電工㈱
全国PCaエレベーターシャフト協会
㈲太悦鉄工
㈱ダイケン
大建工業㈱
㈱タイコー軽金属
㈱ダイテック
㈱ダイドーハント/㈱栗山百造
大八化学工業㈱
ダイハツ工業㈱
大連実徳科技発展有限公司
高千穂シラス㈱
㈱髙天
タキヤ㈱
田中金属㈱
㈱ダンドリワークス
チーム東大阪オープンイノベーション
㈱中部コーポレーション
チヨダウーテ㈱
東亜コルク㈱
東邦レオ㈱
DONGYANG E&P CO., LTD
ナカ工業㈱
西岡化建㈱
㈱ニシムラ
日建リース工業㈱
㈱ニッサチェイン
㈱日東製陶所
(一財)日本建築総合試験所
日本住環境㈱
日本住宅モルタル外壁協議会
(公社)日本しろあり対策協会
日本宅配システム㈱
日本ドアーチエック製造㈱
㈱日本トリム
日本鳩対策センター大阪
日本パワーファスニング㈱

5

