
第16回　リフォーム＆リニューアル

R&R 建築再生展
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　回復基調に向かいつつあったといわれる日本経済。 しかし、 それにブ
レーキをかけた東日本大震災。 3.11以降、 自粛ムードが日本社会を覆い
つくし、 建設業界にも暗雲が立ち込めた。 第16回のＲ＆Ｒ建築再生展
もまた、 開催を危ぶまれる局面もあったことは否めない。 しかしＲ＆
Ｒ展は何年も以前から耐震、 省エネ、 再生可能エネルギーの重要性
を展示というかたちにして、 社会に訴えかけて来た事実がある。

　「建築の立場から震災復興を目指す出発点は
まさにここにある」、 主催の組織委員会の英
断はＲ＆Ｒ展開催の途を取った。 それに呼
応して出展した企業・団体は 117。 建築
再生への技術、 製品、 情報が一堂に集
まった。
　さらに今回、 緊急企画として〈東日
本大震災 チャリティ “街と建築に
出来ること！！”〉を実施したこと
は特筆に値する。 広く一般から、
復興へのアイデアを急きょ募集
したところ、 壊滅した東北を
立て直したい熱い思いが建築
技術を中心とするアイデア
となって数多く寄せられ
た。 それらは、 満を持
して集結した優秀な出展企業・団体
の展示とともに、 復興への第一歩を記したといえる。“逆境”
の中の第16回のＲ＆Ｒ建築再生展は実り多いエンディングで、 次回への期待を
つないだ。

特別レポートSpecial Report
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名　　称	 第１６回	リフォーム＆リニューアル　R&R	建築再生展２０１１

主　　催	 建築再生展組織委員会

会　　期	 ２０１１年（平成２３年）６月１日㈬２日㈭３日㈮

開場時間	 １０：００〜１７：００（最終日は１６：３０まで）

会　　場	 東京国際展示場　東京ビッグサイト東１ホール

後　　援	 国土交通省・他全118団体

展示規模	 117社・団体、パネル展示16団体、334小間

入 場 料	 無料（登録制）

初日に行われたオープニングセレモニーの様子

国土交通省
独立行政法人都市再生機構
独立行政法人住宅金融支援機構
㈳日本建築学会

ＮＰＯ法人全国マンション管理組合連合会
ＮＰＯ法人日本剥離洗浄技術協会
特定非営利活動法人建築技術支援協会
特定非営利活動法人外断熱推進会議
特定非営利活動法人耐震総合安全機構
特定非営利活動法人日本管更生工業会
特定非営利活動法人マンション IT化支援センタ
㈶共用品推進機構
㈶クリーン・ジャパン・センター
㈶経済調査会
㈶建材試験センター
㈶建設物価調査会
㈶建築保全センター
㈶高齢者住宅財団
㈶住宅生産振興財団
㈶住宅リフォーム・紛争処理支援センター
㈶省エネルギーセンター
㈶全国建設研修センター
㈶テクノエイド協会

㈶日本建築防災協会
㈶ベターリビング
㈶マンション管理センター
㈳インテリア産業協会
㈳建築研究振興協会
㈳建築設備技術者協会
㈳建築設備綜合協会
㈳公共建築協会
㈳高層住宅管理業協会
㈳住宅生産団体連合会
㈳新都市ハウジング協会
㈳石膏ボード工業会　
㈳全国建設室内工事業協会
㈳全国タイル業協会
㈳全国防水工事業協会
㈳ソーラーシステム振興協会
㈳東京ガラス外装クリーニング協会
㈳日本インテリアデザイナー協会
㈳日本家具産業振興会
㈳日本建材・住宅設備産業協会
㈳日本建設業連合会
㈳日本建築家協会
㈳日本建築構造技術者協会
㈳日本建築材料協会

㈳日本建築士事務所協会連合会
㈳日本建築積算協会
㈳日本建築大工技能士会
㈳日本建築美術工芸協会
㈳日本左官業組合連合会
㈳日本サッシ協会
㈳日本シヤッター・ドア協会
㈳日本住宅協会
㈳日本照明器具工業会
㈳日本ツーバイフォー建築協会
㈳日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会
㈳日本塗装工業会
㈳日本塗料工業会
㈳日本ファシリティマネジメント推進協会
㈳日本福祉用具供給協会
㈳日本木造住宅産業協会
㈳不動産流通経営協会
㈳プレハブ建築協会
㈳リビングアメニティ協会
一般財団法人日本建築センター
一般社団法人団地再生支援協会
一般社団法人東京都マンション管理士会
一般社団法人日本インテリアプランナー協会
一般社団法人日本ガス協会

一般社団法人日本空調システムクリーニング協会
一般社団法人日本建築設備診断機構
一般社団法人日本増改築産業協会
一般社団法人日本壁装協会
一般社団法人マンション計画修繕施工協会
一般社団法人マンションリフォーム推進協議会
公益社団法人ロングライフビル推進協会
アルミニウム外装クリーニング技術研究協議会
ＥＰＳ建材推進協議会
板硝子協会
ウレタンフォーム工業会
ＡＬＣ協会
押出発泡ポリスチレン工業会
硝子繊維協会
キッチン・バス工業会
機能ガラス普及推進協議会
建築改装協会
建築・住宅国際機構
せんい強化セメント板協会
全国タイル工業組合
全国ビルリフォーム工事業協同組合
全国防水リフレッシュ連合会
全国マスチック事業協同組合連合会
電気床暖房工業会

東京都左官組合連合会
日本医療福祉設備協会
日本ウレタン建材工業会
日本衛生設備機器工業会
日本エクステリア工業会
日本屋外収納ユニット工業会
日本金属笠木工業会
日本金属サイディング工業会
日本建築仕上学会
日本建築仕上材工業会
日本ＧＲＣ工業会
日本色彩学会
日本集成材工業協同組合
日本住宅パネル工業協同組合
日本樹脂施工協同組合
日本水道鋼管協会
日本暖房機器工業会
日本複合床板工業会
日本窯業外装材協会
パイプ・スペース・ユニオン
ヒートポンプ床暖房協議会
フリーアクセスフロア工業会
マンションリフォーム協同組合

開 催 結 果 概 要

後援団体［118団体］

入場者数内訳

○入場登録者数各日内訳○
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天気 気温 登録者数

ａ. 官公庁・自治体・団体 ｂ. 設計・デザイン ｃ. ゼネコン ｄ. 不動産・デベロッパー

ｅ. ビル経営 ｆ. メーカー・ディーラー ｇ. 専門工事業

ｊ. マンション管理組合/一般ユーザー・他

ｈ. ビルメンテナンス

ｉ. 学術関係／学校・研究機関・学生

ａ. 官公庁・自治体・団体
　　2.74％

ｂ. 設計・デザイン
　　11.48%

ｃ. ゼネコン
　　9.57％

ｄ. 不動産・デベロッパー
　　4.72％

ｅ. ビル経営
　　0.97％

ｆ. メーカー・ディーラー
　　20.98％

ｇ. 専門工事業
　12.31％

ｊ. マンション管理組合/
　一般ユーザー・他
　　　28.26％

ｈ. ビルメンテナンス
　　5.93％

ｉ. 学術関係／
　学校・研究機関・学生
　　3.04％

○3日間合計の内訳○

登録者3日合計

45,106（前回48,087）
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名 誉 会 長	 上村　克郎

組 織委員 長	 友澤　史紀［東京大学	名誉教授］

組織副委員長	 村上　周三［独立行政法人建築研究所理事長］

	 天野　　彰［アトリエ4A	代表］

	 石井　幹子［石井幹子デザイン事務所	代表］

委　　　　員	 安達　和男［日本設計	第１建築設計群長	常務執行役員］

	 安孫子義彦［ジェス代表］

	 伊東　敏雄［建築都市設計研究所	所長］

	 今泉　　晋［（公益社団）ロングライフビル推進協会	専務理事］

	 川口とし子［長岡造形大学	教授］

	 橘高　義典［首都大学東京	教授］

	 黒岩　幹夫［マンションリフォーム推進協議会］

	 小西　敏正［宇都宮大学	名誉教授］

㈱アイシネン	アジア・パシフィック
㈱アシレ
㈱アトリエフォアエイ	
㈱アピコ
EIFS	JAPAN㈱
ウレタン防水副資材研究会
NEC	AVIO赤外線テクノロジー㈱
オーブ・テック㈱
㈱大林組
㈱きんぱいリノテック
㈱熊谷組
㈱計測技術サービス
○建診協・マンション改修村	PARTⅢ
ーアイ・エス
ーエレベータシステムズ
ーオンダ製作所
ー川本製作所
ー関西ペイント販売
ーコニシベステム工業会
ーサンコーテクノ
ースターテック
ースワニーコーポレーション
ー積水化学工業
ー全国ビルリフォーム工事業協同組合
ー総和プラント
ータキロンマテックス
ー田島ルーフィング
ー建物診断設計事業協同組合
ーダイフレックス
ーＴＯＨＯ
ー東京トルネード
ー日本建材・住宅設備産業協会
ー日本設備工業
ー日本ビソー
ーライコム
ーリフォーム・ジャパン
ー渡辺物産

㈱コスモサウンド
コニシ㈱
㈱コンステック
サイレグジュアリー㈱
㈱三共
雑排水管・DREAM工法普及協会
清水建設㈱
㈱ジェット
○㈱ジエス
ーＳＦＡ（Societe	FranCaise	d’Assainissement）
住友大阪セメント㈱
㈱セラフ榎本
相武生コン㈱	
㈱タイセイ
㈱タカショー
大日本塗料㈱
㈱ダイフレックス
大和リース㈱
㈱テクネット21
㈱テツアドー出版
㈱テムスケミカル
㈱寺田鉄工所
DMカードジャパン㈱
㈱トータルサービス
東京ガス㈱
○㈱東京建物リサーチ・センター
ーマンションコミュニティ研究会
東京都市大学（旧：武蔵工業大学）都市生活学部
東京都塗膜防水検定協議会
東芝エレベータ㈱
都市拡業㈱
独立行政法人	都市再生機構	都市住宅技術研究所
土牛産業㈱
長岡造形大学	建築・環境デザイン学科
南海工業㈱
西尾レントオール㈱
ニチエー吉田㈱

㈱ニチベイ
㈱日本イントモア	
○日本エコロジー㈱
ー山一興産㈱	
日本躯体処理㈱	
日本建築仕上学会
日本システム企画㈱	
日本樹脂施工協同組合
日本デコラックス㈱
野口興産㈱
○㈱長谷工コーポレーション
ー㈱長谷工リフォーム
ー㈱長谷工コミュニティ
ージャパンエンヂニアリング㈱
ー㈱ロンビッグジャパン
㈱ハマキャスト
㈱ビアンコジャパン
㈱P・C・Gテクニカ
○㈱ファインコラボレート研究所
ー新日鉄ソリューションズ㈱
○富士工業㈱
ー富士セラ㈱
㈱ホリ・コン	
㈱ホリハマ
まちはな　ねっとわーく
一般社団法人マンションリフォーム推進協議会
（REPCO）
ものつくり大学
㈱ヤマト
○ユープレックス㈱
ーコスミック工業会
㈱ラシュラン
公益社団法人	ロングライフビル推進協会（BELCA)

小山　明男［明治大学	教授］

近藤　照夫［ものつくり大学	教授］

坂本　　功［元慶応義塾大学	教授］

佐藤　雅紀［マンションリフォーム推進協議会］

菅原　進一［東京理科大学	教授］

杉本　賢司［タイセイ総合研究	上席研究員］

辻　　靖郎［東京建物リサーチセンター	代表］

富田　育男［㈳日本建材・住宅設備産業協会	専務理事］

楡木　　堯［㈶ベターリビング	筑波建築試験センター	審議役］

坊垣　和明［東京都市大学	教授］

牧村　　功［㈳建築設備技術者協会	会長］

三井所清典［㈳東京建築士会　会長］

村山　博美［日建設計	設計長］

本橋　健司［芝浦工業大学	教授］

横田　暉生［横田外装研究室	主宰］

三原　　徹［テツアドー出版	代表］

50 音順組織委員会

出展社一覧 50 音順
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　清水建設㈱
「子どもたちに誇れる仕事を」――総合建設のトップ企業が、東
日本大震災からの復興をリードするかたちで期待を担っての出
展。展示を通じて社会に提示した技術群。マンションの防災＋
再生、安全な外装、そして Eco。次代を担う子どもたちに伝え
る安全・安心の数々が、ハイセンスで観やすいブースのデザイ
ンと相まって堂々の第1位。

みどりのあるまちづくり、「緑を広げたい」企業理念が、屋上・壁
面・駐車場そして室内とニーズや場面に合わせた総合的な緑化を
提案。 節電・省エネ・猛暑の夏に向かい、総合的な緑化には来
場者の興味と関心が集中した。 さらに緑化とエクステリアのコラ
ボレーションの展示は新たな空間演出の可能性を提供した。

人気ブースランキング

1位

来 場 者 ア ン ケ ー ト 集 計 結 果

Q1
展示会期中に来場者を対象としたアンケートを実施。
Q1 では最も印象に残ったブースを３つ回答していただき、
これを人気ブースランキングとしてまとめた。

　大和リース㈱2位
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東京スカイツリーにも技術採用された信頼のブランド。キャラバン
カーを展示ブースに導入、エレベーターの体感アトラクションで多
くの来場者を沸かせた。リニューアルのビフォア・アフターの比較
や、地震・停電時の対応を、いながらにして体感。 貴重な機会
にブースは大賑わいとなった。 さらに省エネの先端・ＬＥＤ照明ほ
か情報満載で3位の健闘。

　　　東芝エレベータ㈱

　コニシ㈱

　東京ガス㈱ 　　㈱ジェス /SFA
（Societe Francaise d’Assainissement）

　　日本樹脂施工協同組合 　　　田島ルーフィング㈱
＜マンション改修村 Part Ⅲ＞

　　 ㈱ダイフレックス 　　　長谷工コーポレーション
　　　グループ

3位

4位

7位 9位8位 10位

5位 6位

11位　　きんぱいリノテック	
12位　　日本設備工業＜マンション改修村Part	III ＞	
13位　　野口興産
14位　　ものつくり大学
　　　　　ニチベイ
　　　　　P.C.G. テクニカ

17位　　東京トルネード＜マンション改修村Part	III ＞
18位　　雑排水管・DREAM工法普及協会
19位　　大林組
20位　　土牛産業

※ただし、マンション改修村Part Ⅲは、参加ブースを合計すると1位になります。
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今回の展示のなかで、最も興味を持たれた
分野は何ですか？（複数可）

特別セミナーに参加しましたか？

この展示会の開催を何でお知りになりまし
たか？（ひとつお選び下さい）

普段リフォームやリニューアルやコンバージョンなど
の情報を入手するための主な手段はどれですか？
（複数可）

あなたのご来場の主な目的は何ですか?
（ひとつお選び下さい）

展示・企画内容に満足されましたか？
（ひとつお選び下さい）

Q3

Q5

Q7

Q4

Q6

Q8

来 場 者 ア ン ケ ー ト 集 計 結 果

　　I． その他

　　H． メールマガジン

　　G． 雑誌

　　F． 新聞

　　E． 展示会事務局からの案内

　　D． 折込チラシ・招待券

　　C． 展示会オフィシャルサイト
　　B． 学校

　　A． 出展企業からの案内
43.9%

12.7%

2.8%

14.4%

6.1%

15.1%
0.3%

0.3%

4.3%
I． その他

H． メールマガジン

G． テレビ
F． 広告

E． リフォーム関連団体

D． 営業マン

C． 展示会

B． 書籍・雑誌

A．ホームページ

37.6%

16.6%

20.6%

8.8%

4.0%

4.9%
2.5%

2.1%
2.9%

C． その他B． 商談

A． 情報収集

94.4%

4.3%
1.3%

D． 不満 E． 大変不満

C． 普通

B． 満足

A． 大変満足

52.5%

33.8%

2.5%

11.2%

0%

K．その他J． リサイクル関連

I． メンテナンス　　

H． 情報・コンピュータ関連

G． 耐震技術

F． 診断機器　　

E． 空調・衛生機器

D． 住宅設備
（キッチン・トイレなど）

C．給排水管・ガス管

B． 外装
（外壁・屋根など）

A． 内装（床・壁・天井など）

28.0%

10.2%

3.1%

4.8% 5.5%

3.5%

15.6%

2.1%

6.9%

5.2%

15.1%

B. いいえ

A. はい

65.8%

34.2%
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Q9

Q10

建築リフォーム＆リニューアル展に関するご意見・ご感想がございましたらご自由にご記入下さい。

ご自身についてお答え下さい。

勤務地域性別

●感想
・今後も最新技術を期待。(多数)
・面白く、業界のためになるので、続けてほしい。
・他分野の知識を得られて大変参考になった。
・今回は特に内容が充実実しており良かった。
・今までの建材展で一番情報収集出来た。
・�各ブース個性があったが、体験型ブースはよりわかりやすく
参考になった。
・復興アイデアコンテストがためになった。
・あまり目を引くものが少なかった。
・�セミナーに参加、大変参考になったが資料が欲しかった。
・�特別セミナーが非常に面白かった（建築デザインを重視し
た太陽光発電）
・�特別セミナーではサンプルを見ることができ大変参考にな
った。
・興味深いセミナーが続くのでブースを見る時間がない。
・セミナースペースが狭くて講演が聴けなかった。
・外装材や配管材等改修が多く事例が少ない。
・�震災後でこういったテーマはタイムリーでとても良かった。
（多数）
・３Ｒ関係が少ない。
・配管洗浄をもっと知りたい。
・様々な企業の担当者と突っ込んだ話ができて有意義。
・�改修市場が多くなる中、省エネ、コストダウンに非常に興
味を得た。
・環境をテーマにした展示が増えると参考になる。
・総合的案内のようなものがあると良かった。

●意見
・もう少し遅い時間までやってほしい。
・期間が短い。
・耐震改修等の展示充実希望。
・実演を増やしてほしい。
・日程を早く案内してほしい。
・もっと多くの企業に参加してほしい（多数）。
・同種業者を1ヶ所にまとめて展示し比較しやすくしてほしい。
・食べ物の煙はいかがなものかと。
・特別セミナーで耐震技術のものを増やしてほしい。
・講演で椅子が足りなかった。
・�Ｂ会場が狭い。（多数）
・セミナー聴講時配布資料がない。
・一般人向けのブースを増やすといい。
・省エネ技術も充実してほしい。
・簡易なリフォームも入れてほしい。
・�マンション再生について、出展・セミナーを増やしてほしい。

年齢

…など、数多くのご意見を頂戴した。

0
20 40 60 80 100%

男性
91.3%

女性
8.7%

0 20 40 60 80 100%

20代
12.6%

10代 0.2% 70代～ 2.9%

30代
16.6%

40代
28.5%

50代
26.3%

60代
12.9%

A． 北海道　0.1%

B． 東北　0.5%
G． 中国　0.1%

H． 四国　0%

J．海外　0.3%

Ｃ． 関東
43.1%

Ｄ． 東京
51.7%

Ｅ． 中部・北陸
2.1%

Ｆ． 近畿　2.1%

Ｉ． 九州・沖縄　0%
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今回の特別セミナーは会場を 2 箇所に設置し「だれでもわかる建築リニューアルビジネ
スセミナー（聴講無料・事前登録不要）」と題し、各日・会場ごとにテーマを設けて行
われた。A 会場では初日に緊急企画として行われたチャリティー「震災復興アイデア設
計アイデアコンテスト」の公開審査が行われ、企業セミナーやマンション大規模改修に
関するセミナーなどを中心に充実した講演となり、連日満席となった。

　A会場　セミナープログラム

特 別 セ ミ ナ ー

6月1日㈬　テーマ『リニューアルデザインによる量から質への変換』
□震災復興アイデア	設計アイデアコンテスト［11:50-13:10］
　街と建築に出来ること!!公開審査
　設計アイデアコンテスト委員会
□姫路城改修の実際［13:15-14:00］
　講師　小林正治／姫路城改修担当	姫路市	城周辺整備室
□古代エジプト・ピラミッド内壁画修復［14:05-14:50］
　講師　伊藤淳志／関西大学	環境都市工学部	建築学科	准教授	博士（工学）
□日本のエネルギーの課題を考える［14:55-15:40］
　講師　齋藤正文／タイセイ総合研究所
□東日本大震災復興都市モデルと太陽エネルギーデザイン研究会の活動［15:45-16:30］
　講師　伊澤岬／太陽光デザイン研究会	会長　日本大学理工学部	教授

6月3日㈮　テーマ『超高層ビルのリニューアル		リニューアルトップランナー』
□三菱１号館の再生（丸の内リニューアル）［12:45-13:30］
　講師　恵良隆二／三菱１号館美術館	室長
□超高層ビルの改修・耐震補強手法［13:35-14:20］
　講師　木村雄一／大成建設	設計本部	構造計画グループ	グループリーダー
□リニューアルデザインを考える［14:25-16:00］
　緑化による都市の再生と建築施設の再生
　〈パネルディスカッション〉
　パネリスト　天野彰／アトリエ4A	代表
　　　　　　　鈴木エドワード／鈴木エドワード建築設計事務所	代表
　　　　　　　徳本修一／㈱総合園芸	社長
　　　　　　　森田俊作／大和リース㈱	社長　

6月2日㈭　テーマ『マンション大規模改修セミナー』
□マンションの長寿命化と再生［12:00-12:40］
　講師　山本育三／関東学院大学	名誉教授
□マンション再生法制定と日本再生［12:45-14:00］
　〈パネルディスカッション〉
　コーディネータ　山口実／建物診断設計協同組合	理事長
　パ　ネ　リ　ス　ト　山岡淳一郎／作家
　　　　　　　　　山本育三／関東学院大学	名誉教授
　　　　　　　　　齊藤広子／明海大学	教授
□マンション大規模修繕	事例100［14:05-14:45］
　講師　佐藤雅紀／長谷工コーポレーション	技術推進部門	常務執行役員
　　　　坪倉篤／長谷工コミュニティ	計画修繕コンサルタント部	部長
□環境・設備大規模修繕のノウハウ［14:50-16:40］
　司会　安孫子義彦／ジェス
　○給湯設備改修と省エネ
　　講師　榎本淳史／東京ガス㈱	リビング企画部	主幹
　○外断熱・サッシ改修と快適性
　　講師　及川通／野原産業㈱	建設営業本部	環境建材部	部長
　○高齢化と後付けエレベーターの設置
　　講師　今井克彦／綿半テクノス㈱	EVS営業グループ	課長　
　○給排水管の診断と改修
　　講師　仲村元秀／㈱ジエス診断設計	代表取締役　

山本育三氏

榎本淳史氏

天野彰氏

山口実氏

及川通氏

鈴木エドワード氏

安孫子義彦氏

山岡淳一郎氏

今井克彦氏

徳本修一氏

恵良隆二氏

坪倉篤氏

齊藤広子氏

仲村元秀氏

森田俊作氏

木村雄一氏

佐藤雅紀氏

小林正治氏設計アイデアコンテスト

伊澤岬氏

伊藤淳志氏

齋藤正文氏
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　B会場　セミナープログラム

財団法人	経済調査会
財団法人	建築保全センター
財団法人	住宅リフォーム・紛争処理支援センター
財団法人	省エネルギーセンター
社団法人	ソーラーシステム振興協会
社団法人	東京ガラス外装クリーニング協会
社団法人	日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会
社団法人	日本木造住宅産業協会

社団法人	日本ファシリティマネジメント推進協会
板硝子協会
硝子繊維協会
全国ビルリフォーム工事業協同組合
東京都左官組合連合会
日本住宅パネル工業協同組合
日本樹脂施工協同組合
日本水道鋼管協会　

後援団体によるパネル展示コーナーでは、前回を上回り 16 団体による工法紹介・活動内容 PR 等のパネルが展示された。
各団体の趣向を凝らしたパネルに、多くの来場者が目を向けていた。

6月1日㈬　テーマ『定期報告制度の厳格化と改修』
□タイル張り仕上げ外壁の落下防止対策［12:25-13:10］
　講師　本橋健司／芝浦工業大学	教授
□外壁落下防止対策と安全性［13:15-14:00］
　講師　今泉晋／公益社団	ロングライフビル推進協会	専務理事
□タイル張り仕上げ外壁の調査診断［14:05-14:50］
　講師　佐藤紀男／佐藤建築事務所	所長
□タイル張り仕上げ外壁リニューアル工法の現状［14:55-15:40］
　講師　小川晴果／㈱大林組	技術研究所	生産技術研究部	主席技師
□パネルディスカッション［15:45-16:30］
　パネリスト　本橋健司／芝浦工業大学　　今泉晋／公益社団	ロングライフビル推進協会
　　　　　　　佐藤紀男／佐藤建築事務所　小川晴果／㈱大林組
　　　　　　　甲斐下雄司／テクネット21　城風智行／ダイフレックス
　　　　　　　末綱威夫／日本樹脂施工協同組合

6月3日㈮　テーマ『建築と執務　空間の知的生産性－リニューアルで知恵を創造する建築へ－』
□知的生産性研究のひろがりとSAPの活用［11:55-12:40］
　講師　川瀬貴晴／千葉大学	大学院	工学研究科	建築・都市科学専攻	建築学コース	教授
□適性・能力に応じた知的生産性評価［12:45-13:30］
　—大規模Web調査によって明らかになったハイパフォーマーの好むオフィス環境—
　講師　柳井崇／㈱日本設計	環境・設備設計群	副群長
□知的生産性とワークプレイス［13:35-14:20］
　講師　宗本順三／岡山理科大学	総合情報学部	建築学科	教授
□CASBEEと連携した知的生産性の経済性評価手法［14:25-15:10］
　講師　伊香賀俊治／慶應義塾大学	理工学部	システムデザイン工学科	教授
□海外の先進事例［15:15-16:00］
　講師　田名網雅人／鹿島建設㈱	建築設計本部	統括グループリーダー

6月2日㈭　テーマ『誰でもわかる建築リニューアルビジネスセミナー』
□「都内緊急輸送道路建築物の耐震強化促進・誘導案」民間・建物への耐震診断義務化［12:25-13:10］
　講師　村居秀彦／東京都	都市整備局	市街地建築部	耐震化事業担当課長
□既存学校施設の省エネ改修計画マニュアル［13:15-1:00］
　講師　望月伸一／ファインコラボレート研究所	代表取締役
□3.11東日本大震災と耐震診断［14:05-14:50］
　講師　三木哲／JASO耐震総合安全機構
□企業セミナー
　○建物配管の長寿命化、水中の水和電子による電気防食技術『ＮＭＲ工法』［14:55-15:25］
　　講師　清田康之／日本システム企画	営業本部	企画営業部部長　
　○セラパックでアスベスト対策＆省エネ対策［15:30-16:00］
　　講師　小森美加／富士工業	取締役執行役員
　○建物の健康を可視化、安全・安心へ［16:05-16:35］
　　講師　太田二朗／NEC	Ａvio赤外線テクノロジー㈱	営業本部営業管理部エキスパート

後援団体によるパネル展示

本橋健司氏 今泉晋氏

甲斐下雄司氏

村居秀彦氏

清田康之氏

宗本順三氏

佐藤紀男氏

城風智行氏

望月伸一氏

川瀬貴晴氏

小森美加氏

伊香賀俊治氏

小川晴果氏

末綱威夫氏

三木哲氏

柳井崇氏

太田二朗氏

田名網雅人氏


