
開催日程

開催期間中、東展示棟全館を使った横断スタンプ
ラリー企画を開催！  旅行券やクオカードなど
豪華景品が当たる抽選会にご参加いただけます。

東展示棟合同
スタンプラリー実施！
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徒歩約7分
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東京ビッグサイト

新橋駅 豊洲駅

東京ビッグサイト駅
約22分 約8分

徒歩約3分

ゆりかもめ

東京ビッグサイト

※混雑が予想されますので、交通機関をご利用ください。
※詳しくはJAPANTEX2022のホームページをご確認
　ください。（ https://www.japantex.jp） ジャパンテックス 検索
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社名／Company Name

事前登録後の案内メールのURLにアクセスし、引換券
を出力し、当日持参してください。

登録

引換券
出力

入場証
パスケース

JAPANTEX2022
入場証

JAPANTE
X2022

入場証

2.ご案内メールより引換券を出力

https://www.jma-onlineservice.com/
           10all/jp_jtx/registration.php

ご来場前の流れ

展示会当日の流れ

※登録の際は、ご案内のあった企業名の記入をお願いします。

開催
期間

開催期間

2022.10.26 [WED] 　28[FRI]

2022.11.9 [WED]   　2023.1.31[TUE]

会場東京ビッグサイト  東３ホール 10:00▶17:00

下記URLより事前登録フォームにアクセスし、
必要事項を登録してください。

1.JAPANTEXのホームページより事前登録

インテリアだからできる、暮らしの未来がわかる ̶̶ 注目の企業がここに集結！
「暮らしが変わる、インテリアの力」
日本最大級の国際インテリア見本市

「Japan Home & Building Show 2022」
「Asia Furnishing Fair 2022」

オンライン展示会

主催 一般社団法人 日本インテリア協会
一般社団法人 日本能率協会

注目企画 特別展示

デジタルプリントは創るインテリア
としてデザインや空間演出の可能性
を大きく拡げる画期的な技術です。
ぜひ多彩で色鮮やかなデジタルプリント
による意匠表現をご堪能ください。

デジタルプリントフォーラム  ブースNo :M08～

灯りを楽しむ時間が大事になって
きている今、住宅や商業空間に
おける改修需要に、ツカエル照明
デザインをご紹介致します。

アカリ・イマージュ  ブースNo : H17

当日は、引換券を提示するだけで簡単入場！
新型コロナウイルス感染症拡大防止のために事前登録をお願いします。

1.入場前に検温器で体温チェック
2.持参した引換券を受付カウンターに提示し、入場証を入手
3.入場証をパスケースにセット
　入場証を指定の通りに折り、会場に用意されたパスケースに
　入れ、首にかけてください。
4.入場口の係員に入場証を提示
　係員が入場証のQRコードを読み取りチェックイン。
　そのまますぐにご入場いただけます。

INTERIOR TREND SQUARE

国内外ファブリックメーカーの新作
が一堂に会する注目の展示エリア。
個性豊かなカーテンなど最新の
デザインが集結します。

最新ファブリックス
トレンド

これからの
窓装飾スタイル

（公社）インテリア産業協会［JIIA］
と（一社）日本インテリア協会［NIF］
による共同企画。新鋭コーディ
ネーター共演によるアイディアが
詰まった窓装飾は必見です。

デジタルプリントで、“選ぶ”
から“創る”インテリアへ

アカリノベーション
ツカエル照明デザイン
produce : 長根 寛╱照明デザイナー

「Japan Home & Building Show」は、
建材やインテリア製品、構造材・部材、
設備、サービスなど住宅から商業施設、
まちづくりにおける建築に関する幅広
い製品が出展する展示会です。

「アジア・ファニシング・フェア」は、７回目の
開催を迎える日本国内最大級の家具インテリ
ア専門見本市です。テーブルやソファ、ベッ
ド、収納家具などのいわゆる家具製品からイ
ンテリア雑貨、部材、建築材、ソリューション
テクノロジーまで家具に関連する製品や情報
が集まる展示会として開催しています。

開催
期間2022.10.26 [WED] 　28[FRI]
会場東京ビッグサイト  東4・5ホール 10:00▶17:00

開催
期間2022.10.26 [WED] 　28[FRI]
会場東京ビッグサイト  東6ホール 10:00▶17:00

ジャパン ホーム ショービルディング

企画展
「日本の快適なトイレ」

学生プロジェクトデザイン
コンペティション2022開催！

おもてなしの心を伝える八芳園が考える
お茶の場コミュニティ

デザインファースト
コミュニケーションPROJECT

日本の商環境の未来を
提案する

各社が今、考える「快適なトイレ」
を知ることができます。住宅、公
共、災害時、建設現場、イベント
等、各シーン別の「快適なトイレ」
について展示を行います。

テーマは『社会とつながる私のビ
ジョン』です。会期中には応募作
品を展示します。フレッシュで斬
新な学生のアイディアをお楽しみ
ください。

プロジェクトスタッフの空間デザイ
ナーが、「デザイン」の拘りに丁寧
にお応えしていきます。人に優しく
社会に貢献できるイノベーション
をご提案します。

茶道をオフィスへ、今を生きる
人々の感性や対話が、新しい価
値や時間を作り出す。新たな発想
でオフィスの在り方を提案、令和
のお茶体験をお楽しみください。

JCDは60年以上に渡り様々な活
動を通して日本の商環境デザイン
を牽引。時代を創造する新たな価
値とともにデザインを通じて商環
境の未来を提案していきます。

約700社
1500ブースが
出展！

一般社団法人日本能率協会 TEL : 03-6809-2707

合同
開催

第19回  インテリアデザインコンペ
今年のテーマは「〇〇が変わる、インテリアの力」
ファブリックやインテリア素材を使用し、インテリアの可能性
を自由な発想で表現した作品の中から受賞作品をパネル展示し
ます。            【表彰式：26日［水］16：30～ステージにて開催】

ジェイシフ全国技能競技大会・
第33回ジェイシフ関東技能競技大会
床材仕上げ・壁装材仕上げのプロ技能士が日頃の技能を競う
技能大会を初開催。施工デモンストレーションも実施します。

NIF・YOUNG TEXTILE 2022
テキスタイルデザイン教育を行う全国の大学・
大学院の教育機関において製作された卒業制作、
授業などで製作された作品の中から優れた作品
を選考し展示します。

床 塩ビ
仕上作業

26日
［WED］ 壁 クロス

仕上作業
27日
［THU］

NEW

必見！

アジア・ファニシング・フェア2022

建築に関する
情報・技術・製品

が多数出展！

合同開催

合同開催

TEL : 082-231-5555一般社団法人アジア家具フォーラム

参加無料！ 豪華景品が当たる！

ブースNo :M05

ブースNo : A14

ブースNo : X13

28日
［FRI］ 施工デモンストレーション

Events & Awards
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を自由な発想で表現した作品の中から受賞作品をパネル展示し
ます。            【表彰式：26日［水］16：30～ステージにて開催】
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第33回ジェイシフ関東技能競技大会
床材仕上げ・壁装材仕上げのプロ技能士が日頃の技能を競う
技能大会を初開催。施工デモンストレーションも実施します。

NIF・YOUNG TEXTILE 2022
テキスタイルデザイン教育を行う全国の大学・
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参加無料！ 豪華景品が当たる！
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28日
［FRI］ 施工デモンストレーション
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Asia Furnishing
                 Fair 2022

東6ホール

ビルメンヒューマンフェア 
  ＆ クリーンＥＸＰＯ 東2ホール

ＨＯＳＰＥＸ 東1ホール

INTERIOR TREND SHOW
東3ホール

東4・5ホール

東7
東8

東 1

東 2

東 3

東 4

東 5

東 6

インテリアの力を広げよう！
ブランディングと発信で選ばれるICになる

これからは個人のブランド力が必要。トータル
提案力はもちろん、発信して仕事につなげて
いくビジネス目線も大切です。選ばれる強み
をつくり、インテリアの力を広げていくには？
私自身の取組みをあれこれお話します。

インテリアコーディネーター
「CHIC INTERIOR PLANNING」主宰。
住宅やマンションのコーディネート・
リノベーションを数多く手掛け、住まう人
に寄り添う心地よい空間づくりが人気。
町田ひろ子アカデミー講師・大学非常勤
講師。TV・ラジオ出演多数。

荒井 詩万

12:15→13:15

ARAI Shima

2030年に向けた
繊維産業の展望（繊維ビジョン）
繊維産業を取り巻く現状と課題、
将来の展望について
本年5月に公表した「2030年に向けた繊維産業
の展望（繊維ビジョン）」、「繊維技術ロードマッ
プ」の内容等を中心に、繊維産業を取り巻く現
状と課題、将来の展望についてご紹介します。

経済産業省製造産業局生活製品課長
1999年 通商産業省入省、2017年 中
小企業庁 事業環境部 企画課長、2019
年 産業保安グループ 電力安全課長、
2022年7月より現職。

田上 博道

11:00→11:45

TANOUE Hiromichi

出展企業の一押しのブランドや新商品をご
案内。海外ブランドにみるトレンドの方向性、
SDGsへの取り組みについて解説します。ま
た、スクエアー内のカフェ
スペースでの各種イベント
についても紹介致します。

(有)ジェイ･ファブリック代
表取締役、インテリアコー
ディネーター、窓装飾プラ
ンナー、日本工学院専門
学校デザイン科講師

林 準也

13:45→14:45

HAYASHI Junya

＜インテリアスタイリングプロ・セミナー＞
心を充たすインテリア
～自然と共生する  
   熱海のシニア施設と軽井沢の山の家～
人生100年時代。シニア世代はリタイア後の充
実した生活プランを、現役世代はリモート機能を
駆使した2拠点生活や地方移住など自由なライ
フスタイルを模索しています。海と山という正反
対の自然環境を活かしてプランされた、シニア
施設と別荘のインテリアデザインを紹介します。

Studio Ma 代表
インテリアデザイナー
(公社)日本インテリア
デザイナー協会（JID）
理事、英国インテリア
デザイン協会（BIID）
上級会員

（有）デコラボ 代表
空間デザイナー
【アートワークを取り
入れた唯一無二の
デザインに取り組む】

安藤 眞代

15:30→16:30

ANDO Masayo SASAKI Tomomi
佐々木 智美

＜IDMエシカルなインテリア研究会セミナー＞
エシカルなインテリアのすすめ
インテリアファブリックスのリサイクル調査からみた
サステイナブルへの取り組みとこれからの課題
最近メディアで取り上げられる「エシカル」という
言葉。ファッションや食品に比べ、エシカルかどうか
が見えにくいインテリアにおいて、サステイナブ
ルな社会に貢献するインテリアとはなにか、消費
者である一般生活者は何を求めているのかを、エ
シカルという視点で共に探ってみませんか？

（一社）日本フリー
ランスインテリア
コーディネーター
協会(JAFICA)会長
／日本エシカル推
進協議会(JEI)会員
／IDMコアメンバー

IDMエシカルなイン
テリア研究会代表／
公益社団法人日本イ
ンテリアデザイナー
協会(JID)理事

江口 惠津子
EGUCHI Etsuko TOMITA Keiko

冨田 恵子

＜町田ひろ子アカデミー・セミナー＞
コロナで変わる世界のインテリア
神経美学の新しい出会い
バイオフィリックデザイン
スイスで出産、米国ボストンでの育児を経て
帰国した町田ひろ子の夢のひとつが、世界で
活躍する子供達を育てる事。コロナ禍で、子
供達を育てる環境が厳しい中、実現できた「子
ども園のインテリアとアート」。

（株）町田ひろ子アカデミー 代表取締役
（公社）インテリア産業協会 関東甲信越
支部 支部長、（一社）全国産業人能力開
発団体連合会 会長

町田 ひろ子

15:00→16:00

MACHIDA Hiroko

「日本人の美意識が生み出した
  箔文化を現代に生かす」
100年以上世界で愛される歴清社の金銀
箔押し紙「金銀壁紙」施工例などご紹介。

皆さんの思う金箔や銀箔のイメージはどのよ
うなものですか？神仏的なイメージ、豪華絢
爛、派手？全部正解かもしれませんが、全部違
うというお話を展開できればと思います。本セ
ミナー終了後、金箔や銀箔に対するイメージ
が180度かわります。

広島経済大学経営学部卒、広島の制作会社
に勤務、2006年歴清社入社、製造→営業→
常務→専務、2016年2月六代目代表取締
役社長に就任

久永 朋幸

12:30→13:30

HISANAGA     
Tomoyuki

＜日本インテリアコーディネーター協会セミナー＞
インテリアは生き方
変わる!? インテリアコーディネーター

モノや空間の提案にとどまらず、インテリアを
通して住まい手の「生き方」をより豊かなもの
に変えていくことが求められるようになりまし
た。インテリアコーディネーターの今、そして
未来とは。北谷新会長と経験豊かな会員たち
が語ります。

北谷 明日香（KITATANI Asuka）
Interior Design  Luce
icon（一社）日本インテリア
コーディネーター協会 会長

飯沼 朋子（IINUMA Tomoko）
（株）デコール東京 代表取締役

中西 八枝佳（NAKANISHI Yaeka） 
RA -CREA 
一級建築士事務所 主宰

モデレーター：
奥田 治美（OKUDA Naomi） 
紙屋谷スタジオ
icon（一社）日本インテリア
コーディネーター協会 副会長

11:00→12:00

「医療×インテリア」から考える
 空間価値の高め方
インテリア健康学「ACTIVE CARE®」とは
人生100年時代といわれる今、暮らしにおい
て「健康」は最も重要な課題です。急速なテレ
ワーク普及など、住まいにも大きな変化が求
められる中、インテリア提案にも異なる視点
が必要です。片頭痛や睡眠ケアなど、医療と
の融合から考える「インテリアの可能性」につ
いてお話します。

（株）菜インテリアスタイリング・(一社)日
本インテリア健康学協会 代表／インテリ
アデコレーター／ (地独) 東京都健康長
寿医療センター研究所・帝京大学大学院 
公衆衛生学研究科 所属

尾田 恵

14:00→15:00

ODA Megumi

15:30→16:30

14:00→15:00

12:30→13:30

＜日本テキスタイルデザイン協会セミナー＞
2022・最新ヨーロッパ・インテリアトレンド
世界が急に遠くなった今、インテリアテキスタイルトレンドは
どの様に変化しているのか？

コロナ禍、SDGｓなど社会が大きく変わる中、イン
テリアテキスタイルも例外なく変革が求められて
います。それぞれの立場で出来る事は何か？欧州
展示会の実例を見ながら日本のインテリアテキス
タイルの差別化について考察したいと思います。

（一社）日本テキスタイルデザイン協
会代表理事株式会社Fab・4・Works
代表インテリアファブリックに関する
企画・デザイン海外展示会の取材、セ
ミナー等多数

大場 麻美
OOBA Asami

11:00→12:00

（五十音順）10.26 [WED] 10.27 [THU] 10.28 [FRI]

＜RoomClipセミナー＞
SNSで話題の暮らしと
住まいのトレンド最前線
家事の効率化で変わった住まい

海外ブランドによる空間展示・
トレンド情報の発信

＜Interior Trend Square 2022＞

コロナ禍を経て生まれた新しいライフスタイル
により、暮らしが変わり、住まいへと反映され
ていっています。
RoomClipの500万枚の実例データをもと
に、今回はとりわけ変化の大きい「家事」に
フォーカスし、注目のポイントをご紹介します。

ルームクリップ（株）
RoomClip住文化研究所 
主任研究員

水上 淳史
MIZUKAMI Atsushi

＜日本壁装協会セミナー＞
壁紙の知識（防火・シックハウス・機能性）
と業界の取組み
壁紙で安全・快適な住環境をご提供します。

室内の多くを占める壁・天井の仕上げに使用され
る壁紙は、防火性能、シックハウス対策など安全性
や様々な機能性で快適な住環境をご提供します。
壁紙を選ぶ際のポイントもわかりやすく説明しま
す。また、業界としての取組みをご紹介させてい
ただきます。

一般社団法人日本壁装協会
専務理事

平田 航城
HIRATA Koushiro

オンラインセミナー ＜11月9日 13：00～（予定）＞
<日本流行色協会セミナー＞
アッパージェネレーション
  ̶変わる色彩感覚̶
単なるトレンドでは語れない、身体感覚
から生まれる色彩
今後ますます大きくなる高齢者市場で求めら
れる色とはどのような色なのでしょうか。日本
流行色協会の「U.Ge研究会」の活動を通し、
高齢者が幸せ生きていくために必要なカラー
の要素をお伝えします。

一般社団法人日本流行色協会（JAFCA）
カラートレンドR&D カラープランナー
2016年より、自動車に関する調査やイ
ベントを主に、アパレルやプロダクト・イ
ンテリアのカラートレンド調査・分析・予
測、カラー戦略策定、色彩教育に携わる。

武田 里美
TAKEDA Satomi

ライフスタイルに合わせて仕事の時間と場
所を選択する「ABW」という働き方が注目
されています。今年は異なる場所での個性
的な暮らし方を紹介します。
もう一つは「窓から始まる
物語」様々なスタイルをお
楽しみください。

ダルクデコ(株)取締役、イ
ンテリアコーディネー
ター、窓装飾プランナー、
心理カウンセラー

木村 さちこ
KIMURA Sachiko

Windows Paradise 2022／
ニューノーマル(非日常)な
暮らし＆窓辺の装い

インテリアトークセッション＆セミナープログラムの案内 ■会場╱セミナー会場　■定員100名　■入場無料
※都合により講師及びテーマが変更になる場合があります。予めご了承ください。
※席には限りがありますので、お早めにご来場ください。
※感染防止対策のため、会場では間隔を空けて着席いただきます。

東京ビッグサイト  東３ホール 会場レイアウト ※都合により変更になる場合があります。予めご了承ください。

ご来場登録はオンラインでの事前登録により、並ばずご入場いただく方法を導入することで、
会場受付での混雑緩和、対面接触の低減に取り組んでいます。「JAPANTEX2022」公式
サイトから、お早めに来場事前登録をお済ませください。

ご来場の際は感染拡大の防止にご協力お願い致します。

展示場内の
マスクの着用

消毒液による
手指消毒

入場時の
体温測定

ソーシャル
ディスタンス

イベント等の
人数制限

ア

タ

ナ

ハ

マ

ヤ

ラ

カ

サ

［E12］株式会社アーキスケッチジャパン
［U22］株式会社イオニア
［T08］有限会社インテリア情報企画
［S12］株式会社WIS
［S06］エスケー化研株式会社
［S14］OXO（オクソー）
［S17］株式会社川島織物セルコン
［K09］きぬ川畳店
［U15］ギャラックス貿易株式会社
［H08］Kiyarn
［S05］Qingdao QingQingFang Import 
                             & Export Co., Ltd
［V12］CLARKE ＆ CLARKE
［S11］株式会社クレバー
［C11］桑デザインスタジオ
［S15］株式会社ケイテック
［U14］杭州和通家庭用紡績品有限公司
［S22］株式会社コルティナ
［G14］栄レース株式会社
［V14］嵯峨商事株式会社
［M08］株式会社サンゲツ

［J11］株式会社三方舎
［G09］サンローズ テックスビジョンミカワ 開催委員会
［A02］株式会社絨毯ギャラリー
［M01］シンコールインテリア株式会社
［X01］住江織物株式会社
［D13］ダイセン株式会社
［S01］立川ブラインド工業株式会社
［T14］有限会社テキスタイルカノウ ╱ 
　              　　 五洋インテックス株式会社
［E10］TELAS DESIGN
［N19］株式会社テシード
［G11］東亜コルク株式会社
［X07］東リ株式会社
［G01］トーソー株式会社
［D12］DOMOTEX
［C01］株式会社ニチベイ
［G08］日東紡績株式会社
［G05］日本カーペット工業組合
［T15］日本建設インテリア事業協同組合
                                    連合会（ジェイシフ）
［S08］日本室内装飾事業協同組合連合会
［Q14］日本省力機械
［R22］NORDISKA TYGER
［U05］白寿株式会社
［C10］有限会社ファインアート
［P21］FABRISTA
［E11］藤井制作室
［C13］フロイデンベルグ・スパンウェブ・ジャパン株式会社
［S09］株式会社北洋交易
［N18］有限会社ホームデコア
［U08］益子町商工会
［H12］MURUI（ムルイ）
［G15］株式会社メイワインターナショナル
［N17］メサテックスジャパン株式会社
［C12］株式会社モナーク・メディア（エンジェルディア）
［G12］もりさん
［E09］ユニオンデザイン合同会社
［E13］ユニチカ株式会社
［J14］株式会社米澤物産
［V09］ラセンス株式会社
［C06］LIBOLON
［U17］リリカラ株式会社
［M12］リンテックサインシステム株式会社
［M14］ルノン株式会社

主な出展申込者 ［　　オンライン展示会併用出展］ ※9月9日現在
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３年振りのリアル開催に併せて、ニューノーマルの時代へ対応したメタバース
型バーチャル展示会『JAPANTEX2022オンライン展示会』を開催いたし
ます。お客様はアバターを通じて会場内を自由に歩き回ることができるので、
リアル展示会のような臨場感でご覧いただけます。コミュニケーション
ディズにはオンラインセミナーの開催など、お客様との交流をさらに拡大
いたします。                                （詳しくはホームページをご覧ください。）

ブラウザで利用可能です（専用アプリは不要）

メタバース型
バーチャル展示会として初開催！

オンライン展示会
開催期間 2022.11.9 [WED]   　2023.1.31[TUE]

■コミュニケーションディズ
　                 第1回：2022年11月9日～11日
　                 第2回：2022年12月7日～  9日

事前登
録

INTERIOR TREND SHOW ×

■コミュニケーションディズ
　第1回：2022年11月9日～11日 ╱ 第2回：2022年12月7日～9日

参加費 :無料 登録アクセス　   ホームページより

INTERIOR TREND SQUARE

R22 S22 U22

U17S17

P21N19

N18

N17

オンライン展示会
11月9日～2023年1月31日

10月2022年 2023年11月 12月 1月

リアル展示会
10月26日～28日

遠方で来場できない方やリアル展示会を見逃した方にも、各ブースの様子
をご覧いただけます。

臨場感を体験
多彩なプレゼン

相互会話が可能

ビルメンヒューマンフェア＆クリーン EXPO、HOSPEX（東1～2ホール）



Asia Furnishing
                 Fair 2022

東6ホール

ビルメンヒューマンフェア 
  ＆ クリーンＥＸＰＯ 東2ホール

ＨＯＳＰＥＸ 東1ホール

INTERIOR TREND SHOW
東3ホール

東4・5ホール

東7
東8

東 1

東 2

東 3

東 4

東 5

東 6

インテリアの力を広げよう！
ブランディングと発信で選ばれるICになる

これからは個人のブランド力が必要。トータル
提案力はもちろん、発信して仕事につなげて
いくビジネス目線も大切です。選ばれる強み
をつくり、インテリアの力を広げていくには？
私自身の取組みをあれこれお話します。

インテリアコーディネーター
「CHIC INTERIOR PLANNING」主宰。
住宅やマンションのコーディネート・
リノベーションを数多く手掛け、住まう人
に寄り添う心地よい空間づくりが人気。
町田ひろ子アカデミー講師・大学非常勤
講師。TV・ラジオ出演多数。

荒井 詩万

12:15→13:15

ARAI Shima

2030年に向けた
繊維産業の展望（繊維ビジョン）
繊維産業を取り巻く現状と課題、
将来の展望について
本年5月に公表した「2030年に向けた繊維産業
の展望（繊維ビジョン）」、「繊維技術ロードマッ
プ」の内容等を中心に、繊維産業を取り巻く現
状と課題、将来の展望についてご紹介します。

経済産業省製造産業局生活製品課長
1999年 通商産業省入省、2017年 中
小企業庁 事業環境部 企画課長、2019
年 産業保安グループ 電力安全課長、
2022年7月より現職。

田上 博道

11:00→11:45

TANOUE Hiromichi

出展企業の一押しのブランドや新商品をご
案内。海外ブランドにみるトレンドの方向性、
SDGsへの取り組みについて解説します。ま
た、スクエアー内のカフェ
スペースでの各種イベント
についても紹介致します。

(有)ジェイ･ファブリック代
表取締役、インテリアコー
ディネーター、窓装飾プラ
ンナー、日本工学院専門
学校デザイン科講師

林 準也

13:45→14:45

HAYASHI Junya

＜インテリアスタイリングプロ・セミナー＞
心を充たすインテリア
～自然と共生する  
   熱海のシニア施設と軽井沢の山の家～
人生100年時代。シニア世代はリタイア後の充
実した生活プランを、現役世代はリモート機能を
駆使した2拠点生活や地方移住など自由なライ
フスタイルを模索しています。海と山という正反
対の自然環境を活かしてプランされた、シニア
施設と別荘のインテリアデザインを紹介します。

Studio Ma 代表
インテリアデザイナー
(公社)日本インテリア
デザイナー協会（JID）
理事、英国インテリア
デザイン協会（BIID）
上級会員

（有）デコラボ 代表
空間デザイナー
【アートワークを取り
入れた唯一無二の
デザインに取り組む】

安藤 眞代

15:30→16:30

ANDO Masayo SASAKI Tomomi
佐々木 智美

＜IDMエシカルなインテリア研究会セミナー＞
エシカルなインテリアのすすめ
インテリアファブリックスのリサイクル調査からみた
サステイナブルへの取り組みとこれからの課題
最近メディアで取り上げられる「エシカル」という
言葉。ファッションや食品に比べ、エシカルかどうか
が見えにくいインテリアにおいて、サステイナブ
ルな社会に貢献するインテリアとはなにか、消費
者である一般生活者は何を求めているのかを、エ
シカルという視点で共に探ってみませんか？

（一社）日本フリー
ランスインテリア
コーディネーター
協会(JAFICA)会長
／日本エシカル推
進協議会(JEI)会員
／IDMコアメンバー

IDMエシカルなイン
テリア研究会代表／
公益社団法人日本イ
ンテリアデザイナー
協会(JID)理事

江口 惠津子
EGUCHI Etsuko TOMITA Keiko

冨田 恵子

＜町田ひろ子アカデミー・セミナー＞
コロナで変わる世界のインテリア
神経美学の新しい出会い
バイオフィリックデザイン
スイスで出産、米国ボストンでの育児を経て
帰国した町田ひろ子の夢のひとつが、世界で
活躍する子供達を育てる事。コロナ禍で、子
供達を育てる環境が厳しい中、実現できた「子
ども園のインテリアとアート」。

（株）町田ひろ子アカデミー 代表取締役
（公社）インテリア産業協会 関東甲信越
支部 支部長、（一社）全国産業人能力開
発団体連合会 会長

町田 ひろ子

15:00→16:00

MACHIDA Hiroko

「日本人の美意識が生み出した
  箔文化を現代に生かす」
100年以上世界で愛される歴清社の金銀
箔押し紙「金銀壁紙」施工例などご紹介。

皆さんの思う金箔や銀箔のイメージはどのよ
うなものですか？神仏的なイメージ、豪華絢
爛、派手？全部正解かもしれませんが、全部違
うというお話を展開できればと思います。本セ
ミナー終了後、金箔や銀箔に対するイメージ
が180度かわります。

広島経済大学経営学部卒、広島の制作会社
に勤務、2006年歴清社入社、製造→営業→
常務→専務、2016年2月六代目代表取締
役社長に就任

久永 朋幸

12:30→13:30

HISANAGA     
Tomoyuki

＜日本インテリアコーディネーター協会セミナー＞
インテリアは生き方
変わる!? インテリアコーディネーター

モノや空間の提案にとどまらず、インテリアを
通して住まい手の「生き方」をより豊かなもの
に変えていくことが求められるようになりまし
た。インテリアコーディネーターの今、そして
未来とは。北谷新会長と経験豊かな会員たち
が語ります。

北谷 明日香（KITATANI Asuka）
Interior Design  Luce
icon（一社）日本インテリア
コーディネーター協会 会長

飯沼 朋子（IINUMA Tomoko）
（株）デコール東京 代表取締役

中西 八枝佳（NAKANISHI Yaeka） 
RA -CREA 
一級建築士事務所 主宰

モデレーター：
奥田 治美（OKUDA Naomi） 
紙屋谷スタジオ
icon（一社）日本インテリア
コーディネーター協会 副会長

11:00→12:00

「医療×インテリア」から考える
 空間価値の高め方
インテリア健康学「ACTIVE CARE®」とは
人生100年時代といわれる今、暮らしにおい
て「健康」は最も重要な課題です。急速なテレ
ワーク普及など、住まいにも大きな変化が求
められる中、インテリア提案にも異なる視点
が必要です。片頭痛や睡眠ケアなど、医療と
の融合から考える「インテリアの可能性」につ
いてお話します。

（株）菜インテリアスタイリング・(一社)日
本インテリア健康学協会 代表／インテリ
アデコレーター／ (地独) 東京都健康長
寿医療センター研究所・帝京大学大学院 
公衆衛生学研究科 所属

尾田 恵

14:00→15:00

ODA Megumi

15:30→16:30

14:00→15:00

12:30→13:30

＜日本テキスタイルデザイン協会セミナー＞
2022・最新ヨーロッパ・インテリアトレンド
世界が急に遠くなった今、インテリアテキスタイルトレンドは
どの様に変化しているのか？

コロナ禍、SDGｓなど社会が大きく変わる中、イン
テリアテキスタイルも例外なく変革が求められて
います。それぞれの立場で出来る事は何か？欧州
展示会の実例を見ながら日本のインテリアテキス
タイルの差別化について考察したいと思います。

（一社）日本テキスタイルデザイン協
会代表理事株式会社Fab・4・Works
代表インテリアファブリックに関する
企画・デザイン海外展示会の取材、セ
ミナー等多数

大場 麻美
OOBA Asami

11:00→12:00

（五十音順）10.26 [WED] 10.27 [THU] 10.28 [FRI]

＜RoomClipセミナー＞
SNSで話題の暮らしと
住まいのトレンド最前線
家事の効率化で変わった住まい

海外ブランドによる空間展示・
トレンド情報の発信

＜Interior Trend Square 2022＞

コロナ禍を経て生まれた新しいライフスタイル
により、暮らしが変わり、住まいへと反映され
ていっています。
RoomClipの500万枚の実例データをもと
に、今回はとりわけ変化の大きい「家事」に
フォーカスし、注目のポイントをご紹介します。

ルームクリップ（株）
RoomClip住文化研究所 
主任研究員

水上 淳史
MIZUKAMI Atsushi

＜日本壁装協会セミナー＞
壁紙の知識（防火・シックハウス・機能性）
と業界の取組み
壁紙で安全・快適な住環境をご提供します。

室内の多くを占める壁・天井の仕上げに使用され
る壁紙は、防火性能、シックハウス対策など安全性
や様々な機能性で快適な住環境をご提供します。
壁紙を選ぶ際のポイントもわかりやすく説明しま
す。また、業界としての取組みをご紹介させてい
ただきます。

一般社団法人日本壁装協会
専務理事

平田 航城
HIRATA Koushiro

オンラインセミナー ＜11月9日 13：00～（予定）＞
<日本流行色協会セミナー＞
アッパージェネレーション
  ̶変わる色彩感覚̶
単なるトレンドでは語れない、身体感覚
から生まれる色彩
今後ますます大きくなる高齢者市場で求めら
れる色とはどのような色なのでしょうか。日本
流行色協会の「U.Ge研究会」の活動を通し、
高齢者が幸せ生きていくために必要なカラー
の要素をお伝えします。

一般社団法人日本流行色協会（JAFCA）
カラートレンドR&D カラープランナー
2016年より、自動車に関する調査やイ
ベントを主に、アパレルやプロダクト・イ
ンテリアのカラートレンド調査・分析・予
測、カラー戦略策定、色彩教育に携わる。

武田 里美
TAKEDA Satomi

ライフスタイルに合わせて仕事の時間と場
所を選択する「ABW」という働き方が注目
されています。今年は異なる場所での個性
的な暮らし方を紹介します。
もう一つは「窓から始まる
物語」様々なスタイルをお
楽しみください。

ダルクデコ(株)取締役、イ
ンテリアコーディネー
ター、窓装飾プランナー、
心理カウンセラー

木村 さちこ
KIMURA Sachiko

Windows Paradise 2022／
ニューノーマル(非日常)な
暮らし＆窓辺の装い

インテリアトークセッション＆セミナープログラムの案内 ■会場╱セミナー会場　■定員100名　■入場無料
※都合により講師及びテーマが変更になる場合があります。予めご了承ください。
※席には限りがありますので、お早めにご来場ください。
※感染防止対策のため、会場では間隔を空けて着席いただきます。

東京ビッグサイト  東３ホール 会場レイアウト ※都合により変更になる場合があります。予めご了承ください。

ご来場登録はオンラインでの事前登録により、並ばずご入場いただく方法を導入することで、
会場受付での混雑緩和、対面接触の低減に取り組んでいます。「JAPANTEX2022」公式
サイトから、お早めに来場事前登録をお済ませください。

ご来場の際は感染拡大の防止にご協力お願い致します。

展示場内の
マスクの着用

消毒液による
手指消毒

入場時の
体温測定

ソーシャル
ディスタンス

イベント等の
人数制限

ア

タ

ナ

ハ

マ

ヤ

ラ

カ

サ

［E12］株式会社アーキスケッチジャパン
［U22］株式会社イオニア
［T08］有限会社インテリア情報企画
［S12］株式会社WIS
［S06］エスケー化研株式会社
［S14］OXO（オクソー）
［S17］株式会社川島織物セルコン
［K09］きぬ川畳店
［U15］ギャラックス貿易株式会社
［H08］Kiyarn
［S05］Qingdao QingQingFang Import 
                             & Export Co., Ltd
［V12］CLARKE ＆ CLARKE
［S11］株式会社クレバー
［C11］桑デザインスタジオ
［S15］株式会社ケイテック
［U14］杭州和通家庭用紡績品有限公司
［S22］株式会社コルティナ
［G14］栄レース株式会社
［V14］嵯峨商事株式会社
［M08］株式会社サンゲツ

［J11］株式会社三方舎
［G09］サンローズ テックスビジョンミカワ 開催委員会
［A02］株式会社絨毯ギャラリー
［M01］シンコールインテリア株式会社
［X01］住江織物株式会社
［D13］ダイセン株式会社
［S01］立川ブラインド工業株式会社
［T14］有限会社テキスタイルカノウ ╱ 
　              　　 五洋インテックス株式会社
［E10］TELAS DESIGN
［N19］株式会社テシード
［G11］東亜コルク株式会社
［X07］東リ株式会社
［G01］トーソー株式会社
［D12］DOMOTEX
［C01］株式会社ニチベイ
［G08］日東紡績株式会社
［G05］日本カーペット工業組合
［T15］日本建設インテリア事業協同組合
                                    連合会（ジェイシフ）
［S08］日本室内装飾事業協同組合連合会
［Q14］日本省力機械
［R22］NORDISKA TYGER
［U05］白寿株式会社
［C10］有限会社ファインアート
［P21］FABRISTA
［E11］藤井制作室
［C13］フロイデンベルグ・スパンウェブ・ジャパン株式会社
［S09］株式会社北洋交易
［N18］有限会社ホームデコア
［U08］益子町商工会
［H12］MURUI（ムルイ）
［G15］株式会社メイワインターナショナル
［N17］メサテックスジャパン株式会社
［C12］株式会社モナーク・メディア（エンジェルディア）
［G12］もりさん
［E09］ユニオンデザイン合同会社
［E13］ユニチカ株式会社
［J14］株式会社米澤物産
［V09］ラセンス株式会社
［C06］LIBOLON
［U17］リリカラ株式会社
［M12］リンテックサインシステム株式会社
［M14］ルノン株式会社

主な出展申込者 ［　　オンライン展示会併用出展］ ※9月9日現在
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３年振りのリアル開催に併せて、ニューノーマルの時代へ対応したメタバース
型バーチャル展示会『JAPANTEX2022オンライン展示会』を開催いたし
ます。お客様はアバターを通じて会場内を自由に歩き回ることができるので、
リアル展示会のような臨場感でご覧いただけます。コミュニケーション
ディズにはオンラインセミナーの開催など、お客様との交流をさらに拡大
いたします。                                （詳しくはホームページをご覧ください。）

ブラウザで利用可能です（専用アプリは不要）

メタバース型
バーチャル展示会として初開催！

オンライン展示会
開催期間 2022.11.9 [WED]   　2023.1.31[TUE]

■コミュニケーションディズ
　                 第1回：2022年11月9日～11日
　                 第2回：2022年12月7日～  9日

事前登
録

INTERIOR TREND SHOW ×

■コミュニケーションディズ
　第1回：2022年11月9日～11日 ╱ 第2回：2022年12月7日～9日

参加費 :無料 登録アクセス　   ホームページより

INTERIOR TREND SQUARE

R22 S22 U22

U17S17

P21N19

N18

N17

オンライン展示会
11月9日～2023年1月31日

10月2022年 2023年11月 12月 1月

リアル展示会
10月26日～28日

遠方で来場できない方やリアル展示会を見逃した方にも、各ブースの様子
をご覧いただけます。

臨場感を体験
多彩なプレゼン

相互会話が可能

ビルメンヒューマンフェア＆クリーン EXPO、HOSPEX（東1～2ホール）


