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■お問い合わせ先  

 
「建築材料・住宅設備総合展 KENTEN」運営事務局（テレビ大阪エクスプロ） 
〒540-0008 大阪市中央区大手前 1-2-15 
Tel 06-6944-9916  E-mail kenten@tvoe.co.jp  
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－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7回目の記念開催となる本展は、新

型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、初となる「オンライン展」との同時開催となります。 

会場内の特別企画として、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た「優良製品

技術表彰 KENTEN AWRD」。賞の決定は会期中の8/26に発表しますが、会場内特設ブースで受賞作品な

らびにノミネート作品を展示します。さらに、建築現場などの働く環境を改善し、深刻化する技能

労働者不足、安心で快適な現場づくりをサポートする「建築建設現場生産性向上フェア」や技能労

働者不足改善の一翼を担う「女性」にスポットを当てた最新の女性向けグッズの紹介など、新たな

担い手が安心で快適に働くことができる環境づくりを提案する「～The Power of woman～輝く建築

女子コーナー」の開催を予定しています 

 さらに、「アート」「SDGs」や「ウッドショック」など業界の時流に合わせたテーマの専門セミナ

ーなどを開催予定です。貴媒体にてご紹介いただけますよう宜しくお願い致します。 

 
開催概要 

名  称：建築材料・住宅設備総合展 KENTEN2021 

テ ー マ：安心で豊かな生活環境の未来へ 

会  期：2021月 8月 26日〔木〕～27日〔金〕 〔2日間〕 

会  場：インテックス大阪 6号館 B 

〒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、（一社）日本

建築学会 近畿支部、（一社）大阪建設業協会、（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 他〔予定・順不同〕 

出展規模(2021 年 8 月 10 日現在)：70 社・団体、126 小間（予定）（展示面積 9,679㎡） 

同時開催：「防犯防災総合展」 

       (主催：防犯防災総合展実行委員会、テレビ大阪) 

     「バリアフリー展」 

       (主催：社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会・テレビ大阪・テレビ大阪エクスプロ) 

ホームページ：http://www.ken-ten.jp/ 

入場料金：無料〔登録制〕 
オンライン展：https://www.kenten-online.com/ 
＜感染症防止策について 
展示会業界団体が公表する「感染拡大予防ガイドライン」に沿った運営を行い、安心安全の展示会
開催を目指します。具体的な感染防止策は HP等で公開しています
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併催事業：(１)特別講演 
(２)建築プロフェッショナルセミナー 
(３)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 

 

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。 

 

■実施企画 

【第３回優良製品・技術表彰 KENTENアワード】 

優れた建築材料・住宅設備、技術を表彰することで、品質ならびに施工技術の向上を図り、業界

活性化に寄与することを目的とした「KENTENアワード」。会場内特設ブースで受賞作品ならびにノミ

ネート作品を展示します。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。 

 

 

 

 

【建築・建設現場生産性向上フェア】 

 建築現場などの現場環境を整え、より働きやすい環境を作るための商材が並ぶフェアを実施しま

す。業務効率改善のためのシステム、安全性に優れた足場などが展示される現場環境の整備=働き手

不足解消を目指すフェアです。 

 

【～The power of woman～輝く建築女子コーナー】 

 技能労働者不足改善の一翼を担う「女性」にスポットを当てた特設コーナー。最新の女性向けグ

ッズの紹介や、建設業界で活発に活動を行う女性技術者グループの紹介など、建築女子が安心で快

適に働くことができる環境づくりを提案します。セミナー会場にてトークセッションも実施します。 
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【KENTEN ONLINE】 

新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、会場へ来られない方や遠方の方、来場予定者の事前情

報収集のため、初の開催となる「KENTENオンライン」を開催します。 

各社による新製品・サービスの紹介だけでなく、カタログのダウンロードや動画を活用した製品紹

介、営業担当者とのオンライン名刺交換機能など、充実の内容でお送りします。さらに、オンライ

ン上での専門セミナー聴講なども可能となっています。 

https://www.kenten-online.com/ 

 

主催者セミナー(一部) 

8/26（木） 

●建築プロフェッショナルセミナー ホール H 

日 時  2021年 8月 26日（木）14:30～16：00 

テーマ 「住まいの耐久性大百科事典Ⅱの発刊及び住宅外皮マイスター資格制度試験要綱公表」 

講演者 

・東京大学名誉教授 工学博士 住まいの屋根換気壁通気研究会理事 坂本 雄三氏 

・東海大学名誉教授 工学博士 石川 廣三氏 

・(株)松尾設計室 代表取締役 住まいの屋根換気壁通気研究会理事 松尾 和也氏 

・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 主任研究官 宮村 雅史氏 

・近畿大学建築学部学部長 建築環境システム研究室 教授・博士（工学） 

住まいの屋根換気壁通気研究会理事 岩前 篤氏 

・(株)ハウゼコ 代表取締役社長 住まいの屋根換気壁通気研究会理事長 神戸 睦史氏 

 

会場内セミナー 

日 時  2021年 8月 26日（木）11:00～12:00 

テーマ 業界の枠を超えた環境配慮型の空間づくり ～SDGs 実現に向けたデザイン業界とメーカ

ーの取り組み Q&A 

講演者 

(株)丹青社 デザインセンター 西日本エリアデザイン局 クリエイティブディレクター 高辻 純哉氏 

(株)丹青社 企画開発センター 事業開発統括部 開発 2部 部長 野本 康仁氏 

(株)川島織物セルコン 法人営業本部 東京営業開発部 部長 岩永 貴博氏 

(株)JDN 取締役 山崎 泰氏 

 

日 時：2021年 8月 26日（木）13:00～14:30 

テーマ：～The Power of Woman 輝く建築女子～ トークセッション 2021 

講演者： 

日本建築仕上学会 女性ネットワークの会 主査／(株)フジタ 熊野 康子氏 

(株)マツミ 原 里恵氏 

芦森工業(株) 桂嶋 恵都氏 
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ベクセス(株) 池田 あい氏 

ロックペイント(株) 前沢 知里氏 

(有)クレアールソシオ 宮原 悦子氏 

日野興業(株) 谷本 亘氏 

日野興業(株) 熊本 好美氏 

 

日時：2021年 8月 26日（木）14:00～14:40 

テーマ：建築のデザインについて 

講演者：一級建築士事務所 ROOTE(株) 代表取締役 西井 洋介氏 

 

 8/27（金） 

特別講演 ホール H 

日 時  2021年 8月 27日（金）13：00-14：00 

テーマ：住宅業界５大ショックをチャンスに変えるこれからの家づくり 

～５大ショック＝新型コロナ・ウッドショック・脱炭素・災害・YouTube の対応策～ 

講演者：新建新聞社 代表取締役社長 三浦 祐成氏 

 

会場内セミナー 

日 時  2021年 8月 27日（金）11:00～12:00 

テーマ 空間デザイン×アート新時代の関係性 ～地域手工芸から最先端デジタル活用まで 

Q&A 

講演者：(株)丹青社 企画開発センター 事業開発統括部長 B-OWND 

エグゼクティブディレクター 吉田 清一郎氏 

(株)丹青社 デザインセンター 西日本エリアデザイン局  

チーフデザインディレクター 林野 友紀氏 

会場内セミナー 

日 時 2021年 8月 27日（金）13:00～13:40 

テーマ GDP1.8兆米ドルを誇る「粤港澳大湾区 広東・香港・マカオ グレーターベイエリア」を

知る！ 

講演者：香港貿易発展局 大阪事務所長 リッキー・フォン

---------------------------------------------------------------- 

●お問い合わせ先 

建築材料・住宅設備総合展 ＫＥＮＴＥＮ事務局 

〒540-0008 大阪市中央区大手前 1-2-15（テレビ大阪エクスプロ内） 

Tel:06-6944-9916  Fax:06-6944-9912  E-mail: kenten@tvoe.co.jp 

---------------------------------------------------------------- 

 


