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建築材料・住宅設備総合展「ＫＥＮＴＥＮ」と各企業が

開設しているショールームが連動し、ショールームガイドを作成しました。

建築材料・住宅設備総合展「ＫＥＮＴＥＮ」出展者と

企画に賛同いただきました企業のショールームをご紹介しております。

展示会とあわせ、掲載ショールームへ

最新の製品情報収集やご相談にぜひ、お立ち寄りください。

名　　称 ： 建築材料・住宅設備総合展 ＫＥＮＴＥＮ２０１6
テ  ー  マ ： 安心で豊かな生活環境の未来へ
会　　期 ： 2016年6月8日（水）～10日（金）　〔3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、
 テレビ大阪エクスプロ（順不同）
共　　催 ： 大阪建築金物卸商協同組合

展 示 規 模 ： 139社・団体　195小間（5月13日現在）
U      R      L  ： http://www.ken-ten.jp
入   場   料  ： 無料
同 時 開 催  ： 「防犯防災総合展 in KANSAI 2016」
     6月9日(木)～10日(金)
    「第11回関西エクステリアフェア2016」
     6月9日(木)～10日(金)

開催概要

掲載社一覧

・ 浅野金属工業株式会社

・ アジア太平洋トレードセンター株式会社

・ 株式会社エービーシー商会

・ 株式会社建築資料研究社・日建学院

・ 株式会社サワヤ

・ 株式会社サンゲツ　関西支社

・ 株式会社サンワカンパニー

・ 株式会社ダイケン

・ 大建工業株式会社

・ 福井コンピュータグループ

•マツ六株式会社

・株式会社ユニオン
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浅野金属工業株式会社
浅野金属工業　神戸ショールーム
10:00～17：30
毎週水曜日（水曜日が祝日の場合は翌日）
兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2
「神戸ハーバーランド内」　HDC神戸3F
078-366-2697
http://www.hdc.jp.net/kobe/ 

取扱いアイテム

デザイン性、機能性、耐久性に
優れた「ステンレス手摺」を豊
富にラインアップ。
他の材質の手摺にはないこだわ
りの上質さとステンレス製品専
門メーカーならではのコストパ
フォーマンスをご体感いただけ
ます。

ショールーム名

営業時間

定休日

住　所

TEL

URL

〔来場方法について〕

当日OK

アジア太平洋トレードセンター株式会社（おおさかATCグリーンエコプラザ）
おおさかATCグリーンエコプラザ
10：00～17：00
月曜、年末年始　月曜日が祝日の時は開館
大阪市住之江区南港北2-1-10
06-6615-5888
http://www.ecoplaza.gr.jp/

取扱いアイテム

循環型社会の形成を目指し環境
ビジネスに取り組む企業・団体の
最新情報を紹介しています。た
だいまエコな家、健康な家を考
える「エコごこちのいいおうち」
開催中です。多数の部材メー
カーが事例や実物を展示してい
ます。

ショールーム名

営業時間

定休日

住　所

TEL

URL

〔来場方法について〕

当日OK

アジア太平洋トレードセンター株式会社（ATC輸入住宅促進センター(IHPC)）
ATC輸入住宅促進センター(IHPC)
10：00～18：00
水曜日
大阪市住之江区南港北2-1-10
ATCビル ITM棟9階
06-6615-5432
http://www.atc-ihpc.com

取扱いアイテム

ATC輸入住宅促進センター
（IHPC)は、世界のバス、洗面、
キッチン、建材、部材等を扱う海
外および国内65社以上の企業
が一堂に集う日本最大級の総合
展示場です。

ショールーム名

営業時間

定休日

住　所

TEL

URL

〔来場方法について〕

当日OK

アジア太平洋トレードセンター株式会社（ATCエイジレスセンター）
ATCエイジレスセンター
10：00～17：00
月曜日（祝日は除く）、年末年始
大阪市住之江区南港北2-1-10
ATCビル ITM棟１１階
06-6615-5123
http://www.ageless.gr.jp/

取扱いアイテム

ATCエイジレスセンターは日本
最大規模の健康・福祉・介護の常
設展示場で、年齢やハンディに
関係なく、だれもが豊かな人生
を送るために開発された各種の
製品やサービスを展示する常設
展示場です。

ショールーム名

営業時間

定休日

住　所

TEL

URL

〔来場方法について〕

事前連絡希望
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株式会社サワヤ
株式会社サワヤ 大阪営業所
8:30～17:30
土日祝
大阪府東大阪市川田3丁目4-17　
072-943-2811
http://www.308-al.co.jp/
environment/

Booth No. 2092016建
展

取扱いアイテム

『冷えルーフ』の施工販売を行っ
ています。ご来場の際には屋根
上で冷えルーフに触れたり、屋
根裏からサーモグラフィにより
温度低減の様子をご覧いただ
き、実際の効果を確認いただく
ことが可能です。

ショールーム名

営業時間

定休日

住　所

TEL

URL

〔来場方法について〕

当日OK

株式会社エービーシー商会
株式会社エービーシー商会
大阪ショールーム
10：00～18：00
土曜、日曜、祭日、年末年始
大阪市中央区谷町2-6-4 谷町ビル1階
06-6944-4903
http://www.abc-t.co.jp/
showroom/osaka

※技術的なご相談の場合は
　事前のご予約をおすすめします。

取扱いアイテム

セラミックタイル、デッキ材、長
尺シート、ゴムタイル、塗り床な
どの各種床材をはじめ、洗面カ
ウンター、天井材、外装ルー
バー、EXP.J.C.などの総合建
材を一堂に展示。約500アイテ
ムの素材感を見て、触れて、機
能を実感してください。

ショールーム名

営業時間

定休日

住　所

TEL

URL

〔来場方法について〕

当日OK

株式会社建築資料研究社・日建学院
日建学院　梅田校
10：30～20:00
土曜日・日曜日
大阪府大阪市北区鶴野町１－９
梅田ゲートタワー3F
06-6377-1055
http://www.sekisankk.com/

Booth No. 1242016建
展

取扱いアイテム

「せきさん係長」
ここまで拾える積算ソフトは無
い！　建築積算のことならお任せ
ください。
タイミングを逃さない「手拾いが
いらない」自動積算システム

ショールーム名

営業時間

定休日

住　所

TEL

URL

〔来場方法について〕

完全予約制

株式会社サンゲツ　関西支社
sangetsu design site
サンゲツ大阪ショールーム
10：00～17：00
水曜日
大阪市北区梅田2-5-25　
ハービスOSAKA4F
0570-055-136
http://www.sangetsu.co.jp/
showroom/osaka/

Booth No. 3092016建
展

取扱いアイテム

壁紙・カーテン・床材・椅子生地
など13,000点のオリジナル商
品を展示。空間イメージを実像
化するモデルブースや、見やす
く機能的な展示方法を取り入
れ、インテリアをトータルにコー
ディネートしていただけます。

ショールーム名

営業時間

定休日

住　所

TEL

URL

〔来場方法について〕

事前連絡希望
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福井コンピュータグループ
福井コンピュータグループ
梅田ショールーム
9:00～18:00
土日祝日（弊社休業日）
大阪府大阪市北区梅田1丁目12-17
梅田スクエアビルディング11F 
06-6963-5310
（福井コンピュータグループ関西営業所）
http://archi.fukuicompu.co.jp/
other/showroom_osaka.html          

Booth No. 1262016建
展

取扱いアイテム

弊社CAD製品の実体験コー
ナーをはじめ、大型スクリーンや
タッチパネルによるデモンスト
レーション、3Dプリンターで出
力した建築物の展示等、建築業
界における最新のICT(情報通
信技術)を気軽に体験していた
だけます。

ショールーム名

営業時間

定休日

住　所

TEL

URL

〔来場方法について〕

完全予約制

大建工業株式会社
DAIKEN 大阪 ショールーム
10：00～17：00
水曜日
大阪府大阪市北区角田町8-1
梅田阪急ビルオフィスタワー 20F
06-6452-6100
https://www.daiken.jp/sr/osaka/

取扱いアイテム

TDY（TOTO・DAIKEN・YKK 
AP）３社によるコラボレーション
ショールームです。当社ショー
ルームは体感型ショールームと
なっており、室内ドア・床材・畳・
収納・床暖房・耐震商品などを取
り揃えております。是非ご来館く
ださい。

ショールーム名

営業時間

定休日

住　所

TEL

URL

〔来場方法について〕

事前連絡希望

株式会社サンワカンパニー
株式会社サンワカンパニー
大阪ショールーム
11:00～19:00
無し(年末年始は休業)
大阪府大阪市北区大深町3-1
グランフロント大阪北館ナレッジキャピタル5F
06-6359-2930
http://www.sanwacompany.co.jp/
          

Booth No. 4062016建
展

取扱いアイテム

オリジナルのキッチン、浴室、洗
面台、内装建具をはじめ、世界
中から輸入したタイルやフロー
リングなど様々な商品を直接見
て触れて確かめることが出来ま
す。 

ショールーム名

営業時間

定休日

住　所

TEL

URL

〔来場方法について〕

当日OK

株式会社ダイケン
ダイケン本社ショウルーム
9:00～17：00
土・日・休日
大阪市淀川区新高2-7-13
06-6392-5556
http://www.daiken.ne.jp

取扱いアイテム

自転車ラック、ひさし、外装ルー
バー、集合郵便受、クローザー
システム、点検口、ゴミ収集庫、
ピクチャーレール、キー保管ボッ
クス、玄関マットなど

ショールーム名

営業時間

定休日

住　所

TEL

URL

〔来場方法について〕

完全予約制

完全予約制

Booth No. 4192016建
展

Booth No. 1042016建
展



マツ六株式会社
マツ六株式会社
9：00～17：15
土曜・日曜・祝祭日
大阪府大阪市天王寺区四天王寺
1-5-47
06-6774-2255
http://www.mazroc.co.jp

Booth No. 4152016建
展

取扱いアイテム

弊社オリジナルブランドの
BAUHAUS、たよレールシリー
ズを展示しております。
【展示商品】
たよレール／たよレールhigh／
フリーRレール／セレクトシリー
ズ／アクアレール／ハイブリッ
ドレール 等

ショールーム名

営業時間

定休日

住　所

TEL

URL

〔来場方法について〕

当日OK
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ショールームガイド
発行日 : 2016年5月19日
発行者 : 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）

T  e  l  : 06-6944-9916
F  a  x  : 06-6944-9912
E-mail  : kenten@tvoe.co.jp
U  R  L  : http://www.ken-ten.jp

p

株式会社ユニオン
アトリエユニオン/大阪
9：00～18：00
土曜日・日曜日・祝日
大阪府大阪市西区南堀江2-13-22 
06-6532-8920
http://www.artunion.co.jp/

Booth No. 3132016建
展

取扱いアイテム

ドアハンドル、レバーハンドル、
消火器ケースなど、さまざまな
建築金物を実際に手に取って見
ていただけるショールームで
す。ビル用だけでなく、住宅用の
レバーハンドル、スライドドアな
ども充実した品揃えです。

ショールーム名

営業時間

定休日

住　所

TEL

URL

〔来場方法について〕

当日OK
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