
〈ご芳名〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈年齢〉

〈勤務先名〉

〈ご所属部課名〉

〈勤務先住所〉

〒

〈勤務先TEL・FAX，e-mail〉

※上記欄内に名刺を貼り付けて下さい。名刺のご用意のない方は必ず必要事項をご記入下さい。

業種分類

以下の該当業種にレ印をおつけ下さい。

□ 官公庁・地方自治体・公的団体職員

□ 設計・デザイン

□ ゼネコン

□ 不動産・ディベロッパー

□ ビル経営

□ メーカー・ディーラー

□ 専門工事業

□ ビルメンテナンス

□ 学術関係者・学校・研究機関・学生

□ マンション管理組合・その他

建築再生展組織委員会事務局　〒165-0026　東京都中野区新井1-34-14　㈱テツアドー出版内　TEL.03（3228）3401　FAX.03（3228）3410

事前登録はWEBから（4月中旬スタート予定）

http://www.rrshow.jp/

※展示会関連のご案内を希望しない場合は□にレを入れて下さい。　□ 案内を希望しない
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後援（申請中含む）

組織委員会

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
一般社団法人 日本建築学会
板硝子協会
(公社)インテリア産業協会
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
(公財)共用品推進機構
(一財)経済調査会
(一財)建材試験センター
(一財)建設物価調査会
建築改装協会
特定非営利活動法人 建築技術支援協会
(一社)建築研究振興協会
(一社)建築・住宅国際機構
(一社)建築設備技術者協会
(一社)建築設備綜合協会
(一財)建築保全センター
(一社)公共建築協会
(一財)高齢者住宅財団
(一財)住宅生産振興財団
(一社)住宅生産団体連合会
（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター

(一財)省エネルギーセンター
(一社)新都市ハウジング協会
(一社)石膏ボード工業会　
せんい強化セメント板協会
(一社)全国管洗浄協会
(一財)全国建設研修センター
(一社)全国建設室内工事業協会
(一社)全国タイル業協会
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
(一社)全国防水工事業協会
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
NPO法人 全国マンション管理組合連合会
(一社)ソーラーシステム振興協会
特定非営利活動法人 外断熱推進会議
NPO法人 耐震総合安全機構
(一社)団地再生支援協会
(公財)テクノエイド協会
電気床暖房工業会
(一社)東京ガラス外装クリーニング協会
東京都左官組合連合会
(一社)東京都マンション管理士会
東京都立城南職業能力開発センター
(一社)日本医療福祉設備協会
(公社)日本インテリアデザイナー協会
(一社)日本インテリアプランナー協会
日本ウレタン建材工業会
日本エクステリア工業会

日本オーニング協会
日本屋外収納ユニット工業会
(一社)日本家具産業振興会
(一社)日本ガス協会
NPO法人 日本管更生工業会
日本金属笠木工業会
日本金属サイディング工業会
(一社)日本空調システムクリーニング協会
(一社)日本建材・住宅設備産業協会
(一社)日本建設業連合会
(公社)日本建築家協会
(一社)日本建築構造技術者協会
(一社)日本建築材料協会
日本建築仕上学会
日本建築仕上材工業会
(一社)日本建築士事務所協会連合会
(公社)日本建築積算協会
(一社)日本建築設備診断機構
(一財)日本建築センター
(一社)日本建築大工技能士会
(一社)日本建築美術工芸協会
(一財)日本建築防災協会
(一社)日本左官業組合連合会
(一社)日本サッシ協会
日本ＧＲＣ工業会
日本色彩学会
(一社)日本シヤッター・ドア協会
日本集成材工業協同組合
(一社)日本住宅協会

日本住宅パネル工業協同組合
(一社)日本住宅リフォーム産業協会
日本樹脂施工協同組合
(一社)日本照明工業会
日本水道鋼管協会
日本暖房機器工業会
(一社)日本ツーバイフォー建築協会
(一社)日本ドゥ・イット･ユアセルフ協会
(一社)日本塗装工業会
(一社)日本塗料工業会
NPO法人 日本剥離洗浄技術協会
(公社)日本ファシリティマネジメント協会
日本複合・防音床材工業会
(一社)日本福祉用具供給協会
(一社)日本壁装協会
日本窯業外装材協会
発泡スチロール協会
ヒートポンプ床暖房協議会
(一社)不動産流通経営協会
フリーアクセスフロア工業会
(一社)プレハブ建築協会
(一財)ベターリビング
(一社)マンション管理業協会
(公財)マンション管理センター
(一社)マンション計画修繕施工協会
(一社)マンションリフォーム推進協議会
マンションリフォーム協同組合
(一社)リビングアメニティ協会
(公社)ロングライフビル推進協会 

【委員】（50音順）
安達 　和男（Adachi Archi Associate 代表）
安孫子 義彦（㈱ジェス 代表）   
江口 　俊一（東京ガス㈱ リビング営業部 技術部長）
大島　 宏志（（一社）マンション管理業協会 専務理事）
大塚 　雅之（関東学院大学 教授）
川瀬 　貴晴（千葉大学 教授）
橘高 　義典（首都大学東京 教授）
黒岩　 幹夫（（一社）マンションリフォーム推進協議会）
河野 　　守（東京理科大学 教授）
小山　 明男（明治大学 教授） 
近藤 　照夫（ものつくり大学 名誉教授）
佐藤 　信孝（㈱日本設計 副社長）

高田　 卓二（（公財）マンション管理センター 企画部長）
田中　　 淳（（公社）ロングライフビル推進協会 専務理事）
田辺 　新一（早稲田大学 教授）
辻　　 康昭（㈱東京建物リサーチ・センター 代表）
常松 　　豪（㈱長谷工コーポレーション 取締役常務執行役員）
寺本 　英治（（一財）建築保全センター 理事、保全技術研究所長）
富田 　育男（（一社）日本建材・住宅設備産業協会 専務理事）
永井 　香織（日本大学 准教授）
二木 　幹夫（（一財）ベターリビング 常務理事）
野口 　貴文（東京大学 教授）
野原 　文男（㈱日建設計 取締役常務執行役員）
南 　　一誠（芝浦工業大学 教授）
三原 　　徹（㈱テツアドー出版 代表）

第21回  R&R リフォーム＆リニューアル

【組織委員長】
村上 　周三（（一財）建築環境・省エネルギー機構 理事長）

【組織副委員長】
坊垣 　和明（東京都市大学 名誉教授）
本橋 　健司（芝浦工業大学 教授）

【名誉会長】
友澤 　史紀（東京大学 名誉教授）

【名誉顧問】
上村 　克郎

6.1㈬2㈭3㈮
東京ビッグサイト 東1ホール
午前10時～午後５時（最終日は午後4時30分迄）

6 1 2 3
招 待 状

http://rrshow.jp入場
無料
事前登録は
WEBから

コ・ベネフィット型のストック活用へ ビル・マンションの再生・改修が
もたらす多様な効果

第 2 1 回

建築再生展建築再生展2016

リ フ ォ ー ム & リ ニ ュ ー ア ル

建築再生展建築再生展建築再生展
コ・ベネフィット型のストック活用へ
ビル・マンションの再生・改修がもたらす多様な効果

テーマ



アイワテック㈱
㈱アシレ
○アトリエ4A
└(一社)緑の循環認証会議（SGEC）
アルミニウム合金材料工場塗装工業会
EIFS JAPAN㈱
インテリアいとう㈲
㈱VIPグローバル
㈱エイコー
㈲エスイーエル
㈱エム・アイ・シー
大阪ガスリノテック㈱
㈱大林組
㈱オンダ製作所
○清水建設㈱
└㈱シミズ・ビルライフケア
昭和女子大学
昭和電工建材㈱
住友大阪セメント㈱
（一社）赤外線構造物診断研究会
(NPO)耐震総合安全機構（JASO）
㈱タイセイ
大日本塗料㈱
多摩防水技研㈱
㈱ティーエスケー
DMカードジャパン㈱
㈱テムスケミカル
㈱テツアドー出版
東京ガス㈱
㈱トータルサービス
○㈱東京建物リサーチ・センター
└マンションコミュニティ研究会
東京都市大学　都市生活学部
東京都塗膜防水技能検定協議会
東芝エレベータ㈱
（独）都市再生機構

○(一社)都市防災不燃化協会
├アサノ不燃
├小林・槇デザインワークショップ
├セイホク㈱
├大建工業㈱
├㈱ビックウィル
├非営利共益法人 不燃化技術研究組合
├㈱プラセラム
├みはし㈱
└㈱レスト
長岡造形大学 建築・環境デザイン科
中西金属工業㈱
(NPO)日本管更生工業会
日本建築仕上学会
日本プラスター㈱
日本プロロング㈱
日本大学 生産工学部
㈱ネットメカニズム
ノエシス㈱
○排水管・DREAM工法普及協会
├東京ガス㈱
├リビングエンジニアリング㈱
├㈱カンドー
└㈱協和日成
○㈱長谷工コーポレーション
└㈱長谷工リフォーム
㈱ハマキャスト
㈱P・C・Gテクニカ
富士セラ㈱
フリアーシステムズジャパン㈱
(一財)ベターリビング
(一社)まちなか整備・管理機構
(公財)マンション管理センター
マンションリフォーム協同組合
○ミサワホーム㈱
└青木茂建築工房
ものつくり大学

ヤマギシリフォーム工業㈱
レッキス工業㈱
(公社)ロングライフビル推進協会
○(一社)建築防水安全品質協議会
└防水歴史研究会
高精度赤外線利用機構（IRHAM）

○ＲＥＰＣＯゾーン マンション大規模修繕相談会
├(一社)マンションリフォーム推進協議会
├新日本リフォーム㈱/新日本管財㈱
├エスケー化研㈱
├(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター
├(一社)住宅リフォーム推進協議会
├㈱LIXIL
├日本宅配システム㈱
├（独)住宅金融支援機構
├YKKAP㈱
○専有部リノベーション相談コーナー
├三井不動産リフォーム㈱
├ミサワホーム㈱
└イトーピアホーム㈱
○マンション改修村　part.６
├建物診断設計事業協同組合
├㈱グッド
├関西ペイント販売㈱
├(一社)機能性外壁工業会
├コニシ㈱
├㈱アイ・エス
├㈱スワニーコーポレーション
├全国ビルリフォーム工事業協同組合
├㈱ダイフレックス
├㈱東京トルネード
├日本設備工業㈱
├日本ビソー㈱
├タキロンマテックス㈱
├リノ・ハピア㈱
└㈱リフォームジャパン

ご好評の特別セミナー貴重な講演をお聴き逃しなく！

変貌を繰り返す迷宮「渋谷駅」の
模型がやってくる！
変貌を繰り返す迷宮「渋谷駅」の
模型がやってくる！

※テーマ・講演内容・講演者・時間は都合により変更する場合があります。　※最新情報はホームページ（http://www.rrshow.jp）でご確認の上ご来場下さい。

□開会式：オープニングセレモニー　　組織委員会

●基調講演：建築物の再生 ～耐震・省エネ・環境対策への支援策
　講師：真鍋 　純氏（国土交通省 住宅局 住宅生産課長）

○建築再生デザインにブリーフの活用を
講師：友澤 史紀氏（東京大学 名誉教授）

○コ・ベネフィット型思考による医・職・住 資源の発掘・既存再利用による国産材活用
講師：天野 　彰氏（アトリエ４Ａ 代表）

○超高層マンションの大規模修繕 その特徴と課題 エルザタワー55
講師：原 　章博氏（㈱シミズ・ビルライフケア 技術部長）

○不動産資産を優良資産として建築再生させるための仕組み
講師：高松 伸吾氏（（一社）相続ファシリテーター協会 代表理事）

出展社一覧［○は共同出展 2016年3月26日現在］

11：00▶11：20

11：30▶12：30

13：00▶13：45

13：55▶14：40

14：50▶15：35

15：45▶16：30

●基調講演：健康長寿のコ・ベネフィットをもたらす断熱改修
講師：伊香賀 俊治氏（慶応義塾大学 教授）

○リノベーション設計の着想と手法
講師：清水 　聡氏（㈱日建設計 設計部長）

○渋谷駅、東京駅、新宿駅の空間構造について
講師：田村 圭介氏（昭和女子大学 准教授）

○近代コンクリート建築建造物を中心とした
　　軍艦島（長崎）から琵琶湖疎水（京都）への旅
講師：山口 　実氏（建物診断設計事業協同組合 理事長）

○超高層マンションの大規模改修の考え方
講師：永井 香織氏（日本大学 准教授）

11：30▶12：30

13：00▶13：45

13：55▶14：40

14：50▶15：35

15：45▶16：30

○リノベーションによるマンション専有部改修事例
講師：川口 とし子氏（長岡造形大学・アーキスタジオ川口 代表）

○BELCA資格者̶建築・設備総合管理士、建築仕上診断技術者、
　　建築設備診断技術者̶について
講師：田中 　淳氏（（公社）ロングライフビル推進協会 専務理事）

●基調講演：ストック活用とインフィル改修 - Long Life, Loose Fit -
講師：南 　一誠氏（芝浦工業大学 教授）

○分譲マンション700戸の外壁改修
講師：近藤 　裕氏（建装工業㈱）・甲斐下 雄司氏（アイワテック㈱）

○マンション大規模改修 ー窓・サッシ改修
講師：長田 克也氏（YKK AP㈱ リノベーション事業部 集合住宅営業推進部長）

11：20▶12：05

12：15▶13：00

13：10▶14：10

14：20▶15：05

15：15▶16：00

□会期
　２０１6年（平成２8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１15団体（予定）
□展示規模
　３50小間
□入場者
　入場料　無料（登録制）
□来場対象
　建築士　設計・デザイン　ビル経営者
　マンション管理組合　専門工事業者　工務店
　建築コンサルタント　調査・診断　改修アドバイザー
　コーディネーター　建材商社　ビルメンテナンス
　不動産デベロッパー　一般ユーザー
　官公庁職員　学術関係者
　研究者　学生その他業界関係者
□出展項目
　建築再生のための要素技術
　リフォーム＆リニューアルに関する、
　技術・工法・製品・工具・システム・提案など

第１日目　　６月1日㈬

第2日目　　６月2日㈭

第3日目　　6月3日㈮

展示・セミナーのみどころ 特別セミナースケジュール …聴講は無料・セミナー受講のための事前登録は不要

グルメカー「参上」で、
おなかも満足

昭和女子大学 田村圭介准教授のセミナー開催昭和女子大学 田村圭介准教授のセミナー開催

見どころ展示
マンション大規模修繕
専有部・相談会＆セミナー

REPCO毎日開催

見どころ展示
マンション改修村 Part.6

実物!実演で
更にパワーアップ!

【基調講演】
【6月1日】 建築物の再生　～耐震・省エネ・環境対策への支援策
【6月2日】 健康長寿のコ・ベネフィットをもたらす断熱改修
【6月3日】 ストック活用とインフィル改修- Long Life, Loose Fit -

建築再生展


