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住宅ビジネスフェア／非住宅 木造建築フェア／マンション総合EXPO／賃貸住宅・アパートEXPO 実行委員会 

 

住宅ビジネスフェア 2021／非住宅 木造建築フェア 2021／ 
マンション総合 EXPO2021／賃貸住宅・アパート EXPO2021  

出展社情報公開 
 

 
 

住宅ビジネスフェア／非住宅 木造建築フェア／マンション総合EXPO／賃貸住宅・アパートEXPO 実行委員会

（実行委員長：株式会社イノベント 取締役代表執行役社長 堀 正人）は、2021 年 10 月 7 日（木）・8 日（金）の

2 日間、東京ビッグサイト青海展示棟にて「住宅ビジネスフェア２０２１」「非住宅 木造建築フェア 2021」「マンシ

ョン総合 EXPO2021」「賃貸住宅・アパート EXPO2021」を開催します。 

 

出展社情報公開 

 

公式ホームページにて、本展示会に出展する企業の情報を公開しました。 

出展社一覧：https://housing-biz.jp/exhibitors-list/ 

 

出展社による「専門セミナー」実施 

 

展示会場内の「専門セミナー会場」にて、出展社による専門セミナーを実施します。展示会来場者であればどなた

でも聴講可能で、最新工法の紹介や活用事例、不動産 DX 化に向けた新技術、開発秘話、VR 活用など、導入決

済に役立つ実践的な内容の 30 以上のセッションを聴講することができます。 

 

▼専門セミナー登壇者（登壇順） 

 
 

https://housing-biz.jp/exhibitors-list/


住宅ビジネスフェア 

 

10/7（木）11:40～12:10 

全国低住協が提案する、建設現場におけるエイジフレンドリーグッズ 

全国低層住宅労務安全協議会 顧問 大江 任氏 

 

10/7（土）12:30～13:00 

住宅現場における台風・強風対策、及び快適トイレ普及の取組み 

全国低層住宅労務安全協議会 快適トイレ環境分科会 熊本 好美氏 

 

10/7（木）13:20～13:50 10/8（土）13:20～13:50 

シラスに包まれた心地よい住まい 

伊礼智設計室 建築家 伊礼 智氏 

 

10/7（木）14:10～14:40  

リフォームの売上を爆増させる、ＡＲ動画集客革命 

(一社)日本自然災害ホワイト診断協会 代表理事 国城 辰彦氏 

  

10/7（木）15:00～15:30 

104 カ国 10 万人以上が利用する BoxBrownie の不動産に特化した画像編集をご紹介します 

BoxBrownie.com ビジネスデベロップメントマネージャー 上野 志帆氏 

  

10/8（金）11:40～12:10 

住宅現場における快適トイレ導入の効果 

日野興業（株） 営業企画部 北谷 亜由美氏 

  

10/8（金）12:30～13:00 

【工務店・不動産向け】反響来店・来場アポイント獲得の自動化構築セミナー 

(株)コンベックス 営業部 シニアチーフ 小尾 駿一郎氏 

  

10/8（金）14:10～14:40 

シャワーヘッドだけなんてもったいない！家中まるごとウルトラファインバブル? 

（株）絆ジャパン Be-life 事業部 部長 日下部 隆久氏 

  

10/8（金）15:00～15:30  

簡単リフォーム 上から貼るだけ！ リフォーム用フローリング施工説明会 

シンコールアイル(株) 特販事業部 課長 高島 宏之氏 

  

非住宅 木造建築フェア 

 

10/8（金）15:50～16:20 

現場生まれの施工管理システム 施工管理＋α 

(株)ブレイブ  取締役 営業部長 中川 裕太氏  

 

10/7（木）13:50～14:20 

日本文化の普遍性を目指す「組子耐力壁」 

(一社)高知県木材協会 株式会社 土佐組子 営業部長 上田 道秋氏 

 

10/7（木）14:40～15:10 

工務店が取り組む、低コストで地域貢献度が高い非住宅木造 地産木造ビル推進本舗 

(株)リヴ 市川 宣広氏 

 

10/8（金）13:50～14:20 

カナダ産構造材を取り巻く環境 

APA エンジニアード・ウッド協会／ 

カナダ林産業審議会 沿岸グループ APA カナダプログラム日本代表 アンダーソン スコット氏 



 

10/8（金）14:40～15:10  

愛媛県の多種多様な製品供給体制と愛媛ブランド材「媛すぎ・媛ひのき」の紹介 

愛媛県産材製品市場開拓協議会 愛媛県林業政策課 担当係長 上村 宗三氏 

 

マンション総合 EXPO 

 

10/7（木）11:20～11:50 

安価な水道管赤錆・漏水対策「酸化被膜工法?」 

都市拡業(株) 代表取締役 田尻 惠保氏 

 

10/7（木）12:10～12:40 

パナソニックインターホンとの共創によるマンション管理 DX の開発と活用 

(株)テンフィートライト マーケット開発・広報 ユニットマネージャ 城戸 学氏 

 

10/7（木）13:00～13:30 

「ヨーロッパ・不動産テック」最新トレンドと事例を紹介 

（株）プライスハブルジャパン 日本代表取締役社長 廣澤 祥生氏 

 

10/7（木）14:00～14:30 

【対談】コロナ禍でも資産価値を上げていくマンション管理のあるべき姿とは  

LIFULL HOME’S 総研 中山 氏 x 日本でいちばん有名なマンション管理組合理事 はるぶー氏 

 

10/7（木）15:30～16:00 

熊本地震から生まれた分譲マンション再建方法 

(株)リュックスグループ 代表取締役 陣内 哲也氏 

 

10/8（金）11:20～11:50  

外装修繕について 

ADBENTO BL WORK’S 株式会社 執行役員 営業部長 前川 秀樹氏 

 

10/8（金）12:10～12:40 

アフターコロナ時代に求められる空室対策ワクチン 

(株)Wiz インフラ事業部・取締役員 大西 貴広氏 

 

10/8（金）13:00～13:30 

高性能な制震工法による住みながらの耐震改修事例 

青木あすなろ建設(株) 東京建築本店 耐震事業部 山﨑 裕明氏 

 

賃貸住宅・アパート EXPO 

 

10/7（木）11:30～12:00 

マンションエントランスのスマート化から考える、多様化する入居者ニーズへの応え方 

(株)ライナフ 取締役 営業部 部長 杉村 空氏 

 

10/7（木）12:20～12:50  

漏水の技術的解説 ～漏水を化学的視点で捉え、その原因と効果的な対策を解説します～ 

カスター・ピー・エヌ・ジャパン(株) (一社)日本防水協会 会員企業 代表取締役 尾﨑 晴彦氏 

 

10/7（木）13:10～13:40  

賃貸管理会社向け 電話対応の DX 化で月間１５０分のクレームの削減方法 

(株)シンカ 代表取締役社長 江尻 高宏氏 

 

10/7（木）14:50～15:20  

事業開始 1 年。失敗の連続で見えた GMO 賃貸 DX の未来 

GMO ReTech（株） マーケティングアライアンス部 マネージャー 中村 秀造氏 



 

10/8（金）12:20～12:50 

テーマは不動産業界の DX の進め方 ～デジタル時代に求められる実践編～ 

WealthPark(株) 執行役員  SaaS 事業部 営業部長  石村 裕樹氏 

 

10/8（金）13:10～13:40 

空室率 30%時代に向けて、訴求すべきマーケットは？ 

(株)アイテム ソリューション営業本部・副本部長 新田 高志氏 

 

10/8（金）14:00～14:30 

不動産 DX による業務自動化 賃貸管理・斡旋会社の生産性向上セミナー 

SS Technologies(株) 不動産ソリューション部 平城 日和氏 

 

10/8（金）14:50～15:20 

コロナ禍でも売上 1.89 倍！賃貸仲介管理で効果を上げる VR の活用法とは！？ 

(株)スペースリー 営業・マーケティング 吉崎 太一氏 

 

都合により内容が変更になる場合がございます。 

 

賃貸住宅・アパート EXPO の国土交通省による「特別講演」登壇者変更 

 

賃貸住宅・アパート EXPO の基調講演登壇者が、9 月 15 日配信のプレスリリース情報から変更になりました。 

［変更後登壇者］ 国土交通省 不動産・建設経済局 参事官 竹内 重貴 氏 

 

展示会における新型コロナウイルス対策 

 

本展示会は、下記すべてを遵守し、対応策を講じ、安全・安心に開催いたします。 

1. 政府/厚生労働省の定める「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」 

2. 会場のある東京都の定めるガイドライン 

3. (一社)日本展示会協会の定める「展示会業界における COVID-19 感染拡大予防ガイドライン」 

4. 東京ビッグサイトの定めるガイドライン 

 

開催概要 

イベント名 ： 住宅ビジネスフェア 2021／非住宅 木造建築フェア 2021／ 

   マンション総合 EXPO2021／賃貸住宅・アパート EXPO2021 

会期／会場  リアル展示会 会期：2021 年１０月 7 日（木）・８日（金） 10:00～17:00 

    会場：東京ビッグサイト 青海展示棟 

   オンライン展示会 会期：2021 年 10 月 18 日（月）～22 日（金） 

    会場：オンライン展示会 特設サイト 

入場    ： 無料（リアル／オンラインいずれも、公式ホームページより来場事前登録が必要） 

公式 HP ：  https://housing-biz.jp/ 

主催    ： 住宅ビジネスフェア／非住宅 木造建築フェア／ 

   マンション総合 EXPO／賃貸住宅・アパート EXPO 実行委員会（(株)イノベント 内）） 

https://housing-biz.jp/


ご取材を希望される報道関係者の方は、プレス登録フォームよりお申込みください。 

プレス登録フォーム 
http://housing-biz.jp/press/ 

 
・ 会期中取材をご希望される方には、当日の受付方法等を会期前に改めてご連絡差し上げます。 
・ 下記書式にて、FAXでのご登録も可能です。メールアドレスを必ずご記載ください 

プレス登録 FAX書式 〈返信 FAX：03-5413-8830〉 

撮影のご希望 □ スチール   □ ムービー   □ ペンのみ 参加人数    名 

取材会場 
□リアル展示会 10/7（木）・８（金） 

□オンライン展示会 10/18（月）～22（金） 

企業名 媒体名 

所在地   

部署 役職 

氏名 電話番号 

FAX番号 携帯電話 

E-MAIL                  ＠  

 
【オンライン展示会をご取材いただく場合】 

会期：10月 18日（月）～22日（金）※会期以外はログインできませんのでご注意ください。 
ご登録いただいたメールアドレス宛に、下記タイトルのメールをお送りします▼ 

「【住宅ビジネス／非住宅 木造建築フェア／マンション総合／賃貸住宅・アパート EXPO_2021】 
オンライン展示会・来場申込完了メール」 

▼ 
そちらのメールに記載されているログイン URLをブラウザで表示していただき、同じくメールに記載されて

いるログイン ID（メールアドレス）とパスワードを使用してログインしてください。 
 

リアル展示会／オンライン展示会いずれも、出展社、及び出展製品を取材する場合、 
出展社の許可を得た上で取材・記事掲載を行ってください。 

 

【報道関係者からのお問合せ先】 
TEL：03-6812-9422 FAX：03-5413-8830 

mail：v-housing-biz@innovent.co.jp 担当：加藤（080-6973-4968） 

PRTimes 

mailto:v-housing-biz@innovent.co.jp

