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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を発信する建築材料・建築設備総合展】  

 本展示会は西日本の建築業・建設業会関係者を中心とした来場者を対象に、住宅・非住宅向けの

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します。本年で９回目の開催となる本展は、

前回2021年を上回る規模での開催となります。 

 会場内企画としてウッドショックにより注目を集める「木材」をテーマとした「建築木材ゾーン」

や、商空間やオフィス、こだわりの家づくりを実現するための「デザイン建材・アートゾーン」を

初開催。さらに、従来から開催している、建築・建設現場の環境改善をテーマとした「建築・建設

現場生産性向上フェア」を開催。深刻化する作業従事者不足改善の一翼を担うべく、業務効率化の

ツールやソフト、現場環境改善の製品が並ぶフェアを開催します。また、日本建築仕上学会 女性ネ

ットワークの会協力のもと“女性”の作業従事者の取り込みと定着を目指した「the power of woman

～輝く建築女子コーナー～」を展開し、女性用のトイレや作業着などの展示、体験、セミナーを開

催します。 

特別企画として「優良製品・技術表彰」を開催します。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月9日（木）です。 

 また、建築家や業界紙の代表、新進気鋭の若手建築家による、設計士、工務店、建材メーカー向

けなど幅広い内容の講演会も開催します。展示会のキーワードである「アート」「ウッドショック」

から全業界注目の「DX」「SDGs」に関連するセミナーなどを実施致します。 

 
開催概要 

名  称：建築材料・住宅設備総合展 KENTEN2022／建築・建設現場生産性向上フェア 

会  期：2022 年 6 月 9日〔木〕～10 日〔金〕 〔2 日間〕 

会  場：インテックス大阪 3 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・テレビ大阪・日本経済新聞社 

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 

特別協力：（一社）日本建築協会、（公社）大阪府建築士会、（公社）日本建築家協会 近畿支部、 

（一社）大阪府建築士事務所協会 

出展規模(2022 年 6 月 2 日現在)：104 社・団体、155 小間（展示面積 5,000 ㎡） 

同時開催：「防犯防災総合展2022」 

      (主催：防犯防災総合展実行委員会、（一財）大阪国際経済振興センター、テレビ大阪) 
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     「第15回関西エクステリアフェア2022」 

      (主催：「関西エクステリアフェア2022」実行委員会) 

  「バリアフリー2022」 

（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〕 
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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 

 
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 

 

出展製品 

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ます。 

 

■実施企画 

【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。 

 

 

 

 

 

 

 

【建築木材ゾーン】 

 ピンチをチャンスに！ウッドショックにより見直される「国産材」や、非住宅への活用も広

がる「CLT」など、注目度が高まる木材ならびに、工法など木材にスポットを当てたゾーンで

す。 
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【デザイン建材 / アートゾーン】 

商空間やオフィスの空間デザインや、こだわりを持った家づくりのためのデザイン建材や設備、

アートに関連する製品が並ぶゾーンです。初出展企業も多数出展！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【～the power of woman～輝く建築女子コーナー】 

 建築・建設業界の課題である人手不足。この問題を「女性」の作業従事者を増やし、定着さ

せることにより、解決することを目指し、「女性」が働きやすい環境を作るための製品やサービ

スの企画展示やセミナーを会場内で実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

【KENTEN オンライン】 

中国から 10 社の企業が出展。国内外の建材関連会社の製品紹介動画や、カタログをダウンロー

ドし放題。オンライン限定セミナーに、当日セミナーも一部を公開予定です。 

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

 

【特設休憩スペース supported by sixinch】 

ベルギー発祥の家具ブランド、sixinch（シックスインチ）協力の特設休憩スペースを設置しま

す。製品を体感しながら商談、休憩にご活用ください。 

 

創造性・デザイン性・多様性 を同時に表現する sixinch のファニチャーは、あらゆる側面で柔

軟性を持ち合せており、常に素材とデザインの調和、そこから生まれる可能性を探求していま

す。 
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主催者セミナー(一部) 

 

6/9（木） 

●特別講演 ホールＨ 

日 時：２０２２年６月９日（木）11：30～12：30 

テーマ：建築材料と心眼（観の目） 

講演者：松尾 和生氏  (株)日本設計 フェロー / 日本建築家協会 JIA 近畿支部支部長 

 

●特別講演 ホールＨ 

日 時：２０２２年６月９日（木）13:00～14:00 

テーマ：ピンチをチャンスに変えるこれからの工務店経営 

〜インフレ・集客受注難・利益減少の対応策〜 

講演者：新建新聞社 代表取締役社長 三浦 祐成 氏 

 

●建築プロフェッショナルセミナー 

日 時：２０２２年６月９日（木）14:30～16:00 

テーマ：住宅外皮マイスターへの可能性と役割 

～耐久性の最上位資格“住宅外皮マイスター”が 2 月に 140 名誕生～ 

講演者：東京大学名誉教授 工学博士 坂本 雄三氏 

近畿大学 副学長・建築学部長 岩前 篤氏 

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 宮村 雅史氏 

(有)第一浜名建装 代表取締役 久保田 仁司氏 

泉北ホーム(株) 経営企画室 商品企画設計 主務 藤田 剛氏 

(株)ハウゼコ 代表取締役社長 神戸 睦史氏 

 

●日 時 ２０２２年６月９日（木）11：00～11：40 

（協力：(一社)日本建築協会） 

テーマ：「長門市本庁舎 -積層型大規模木造のモデルプロジェクトを目指して-」 

講演者 (株)東畑建築事務所 設計室 主管 下田 康晴 氏 

 

●日 時 ２０２２年６月９日（木）14：00～14：40 

（協力：(公社)大阪府建築士会） 

テーマ：「建築物の省エネについて（仮題）」 

講演者：(株)イワギシ 取締役 岩岸 克浩 氏 

 

●日 時 ２０２２年６月９日（木）15：00～15：40 

（協力：(公社)日本建築家協会 近畿支部） 

テーマ：「設計で考える８つのこと」 

講演者：長谷川ワタル建築研究所 長谷川 渉 氏 
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●日 時 ２０２２年６月９日（木）16：00～16：40 

（協力：(一社)大阪府建築士事務所協会） 

テーマ：「地震による木造住宅の被害の実例から見るリフォーム時における耐震補強対策」 

講演者：(株)古木屋 代表取締役社長 立野 弘憲 氏 

 

●日 時：２０２２年６月９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 

「建設業界の女性定着について話そう、SDGs や DX の活用事例も交えて」 

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 

日野興業(株) 営業企画部 チーフ 熊本 好美氏 

(株)マツミ 専務取締役 宮脇 美紀氏 

(有)クレアールソシオ 代表 宮原 悦子氏 

トーヨー科建(株) 取締役 営業部長 森嶋 順子氏 

(株)マナベ 取締役 松尾 晶子氏 

(一財)建設業振興基金 経営基盤整備支援センター 人材育成支援課 主任 小原 一将氏 

 

 6/10（金） 

●基調講演 国際会議ホール 

日 時:２０２２年６月１０日（金）13：00～14：00   

テーマ：パフォーマティブなパブリックスペース 

講演者：ALTEMY 代表 津川 恵理氏 

 

●日 時:２０２２年６月１０日（金）11：00～12：00  

テーマ:やっぱりスゴイ！逆＆速描きパース実演【手描きパースの巨匠による貴重な実演】 

講演者：(株)コラムデザインスクール コラムデザインスクール学長 宮後 浩氏 

 

●日 時:２０２２年６月１０日（金）11：00～12：00  

テーマ:アフターコロナを見据えた、建設業界におけるＤＸ活用のポイントと取組事例 

講演者：(株)タナベ経営 ストラテジー＆ドメインコンサルティング事業部 

ストラテジー＆ドメイン大阪本部 部長 大裏 宙氏 

 

●日 時:２０２２年６月１０日（金）13：00～14：00 

テーマ: デザイン業界とメーカーで取り組む循環型の社会システムづくり 

～廃番品利活用の可能性と空間づくりにおける建材活用の現在地～ 

講演者：(株)丹青社 デザインセンター プリンシパルクリエイティブディレクター 

田中 利岳氏 

(株)丹青社 企画開発センター事業開発統括部 ２部シニアプランニングディレクター 

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

大光電機(株) 経営戦略室・リビング営業部部長 伊藤 敏之氏 

 

●日 時 ２０２２年６月１０日（金）14：00～14：40 

テーマ 「香港・グレーターベイエリアにおける「和空間」と今後の展望」 

（協力：香港貿易発展局） 

講演者：香港貿易発展局 大阪事務所長 リッキー・フォン氏 

 

●日 時 ２０２２年６月１０日（金）15：00～15:40 

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」 

（協力：日本金属サイディング工業会） 

講演者 日本金属サイディング工業会 代表幹事 嶋貫 孝氏

 

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

●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 

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


