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住まいを創るうえで、
かかすことのできない
5つの要素をご紹介しています。

住まいの
耐震博覧会
木と住まいの
大博覧会

健康・快適健康・快適 木のぬくもりを感じられる内・外装材の展示や、省エネ住宅の情報など
快適に暮らすための情報を見て触れて頂けます。

「Gywood®」は針葉樹の表層部の密度を高め、傷つきにくいだけでなく、
軽くて、暖かく、衝撃吸収性があるといった今までになかった無垢の新素
材です。「Gywood®」を始めとした無垢材を使った木質内装及び家具に
ついて木材のプロがご提案いたします。また、木質空間や木材製品を通し
て木の特長や魅力なども体感できます。

「健康」につながる住まいづくり。この大切な考え方がわかります。
「スマートウェルネス（健康・省エネ）住宅」とは、安全・安心で、健康に暮らせて高齢
者が自宅でながく暮らしやすい住宅です。省エネで人にやさしい、ZEH（ゼロ・エネル
ギー住宅）より更に一歩進んだ健康につながる住まい。

内装材の違いによる光の反射を体感
木質内装材が、照明の光を柔らかく
反射し、目に優しい明るさを生み出
します。

素材の熱伝導率の違いを体感
住まいを構成する素材によって、体
感温度が違います！ぜひ、ご自身で
お確かめください。

木の香りを体感
木を取り入れて、人に優しい温もりが
感じられます。また木にはさまざまな
効能があります。木のアロマをご体感
ください。

会場では、大規模な森と木材製品のコラボレーション展示。幻の神大杉コー
ナーでは、森をイメージした神秘的な空間展示により、森林浴気分で身も心
もリラックスして頂けます。
エクステリアコーナーでは、国産針葉樹の
優れた防腐防蟻性能を発揮する赤身材のみ
を使用した「ObiRED™」シリーズをご紹介
いたします。
また、遊びながら木と触れ合うことで、木の
特長を学ぶ木育コーナーも充実しています。

進化した無垢材「Gywood®」と無垢の内装材提案ギュッド

スマートウェルネス（健康・省エネ）住宅

木育と木のエクステリア

飫肥杉赤身デッキ材
お び

じんだいすぎ

表面が硬く傷がつきにくい
ムクの新素材！

オリジナル加工技術

高級ムクインテリアブランド

木質化による、
より良い睡眠環境の
改善を提案

国産材で内装を木質化した
空間展示 BeMUKUテーブル

飫肥（おび）杉の
寝室空間

リフォーム、ちょっと待って！
実はリフォームする時が大チャンス！安全・安心安全・安心

「リフォーム時に耐震補強」がベスト！
リフォーム時に耐震補強をすると、コス
トを抑えて大地震へ備えることが出来ま
す。まずは動く耐震診断模型で我が家の
耐震チェックをしてみてください。

無料相談コーナー
（耐震、断熱、省エネ、バリアフリー）
新築、建て替え、リフォーム或いは住み替
えをご検討中の皆様の悩みや不安、資金の
ご相談など、住まい、地盤に関することな
ら何でもご相談ください。各専門家が無料
でご相談に応じます。

耐震・防災グッズ
いざというときにあなたや家族の命を守
る「ナイスホイッスル」と防災ブック
「東京防災」を耐震ブースにて無料で配
布いたします！

命を守る
ナイスホイッスル
命を守る
ナイスホイッスル

防災ブック
「東京防災」

いざというときに
あなたの命を守る

うちエコ診断 無料にて実施! !
皆様それぞれのご家庭の消費エネルギーを
見える化し、光熱費やCO2の削減につながる
ご提案をいたします。事前予約も賜ります。
全国うちエコ診断実施機関：
NPO法人住まいの構造改革推進協会
TEL：045-501-5614

交通事故で亡くなる方より自宅で亡くなる方が3倍も多いってご存知ですか。
また、幸いにも命が助かったとしても、その後介護になってしまう方も沢山
いらっしゃいます。
死ぬまで健康で元気、まさに「ピンピンころり」でありたいものです。
それには耐震、断熱、バリアフリー等の住宅の性能チェックが大事です。
相談コーナーでは、皆様のお悩みにお応えするだけでなく、皆さんが気づい
ていないありとあらゆるリスクとその対策について体験しながらわかりやす
く学んでいただけます。

住まいの相談コーナー

いずれは高齢
化。

いつやるの？
今でしょ！いずれは高齢
化。

いつやるの？
今でしょ！

ヒートショックと断熱には
大きな関係が！

これからの家づくりこれからの家づくり
2年後の2020年に標準的な新築住宅と言われる話題のゼロ・エネル
ギー住宅（ZEH）を分かりやすくご紹介！
「これからの住宅で太陽光が必要となる理由」「蓄電池のある生活の
メリット」など、「なぜゼロ・エネルギー住宅(ZEH)が良いのか」を
ご家族で楽しく学んでいただけるよう、省エネ生活についてわかりや
すく展示・解説しております! !

「AIスピーカーで家電をコントロール」
コネクティッドホームのご提案
実際の生活をイメージしたリビングルー
ムなどで、話題の「コネクティッドホー
ム」が体験できます。これは、家電をは
じめとした 日常生活で使用する機器を
ネットワークで接続し、音声で操作した
り、外出先から住まいの状況を把握でき
るようにするものです。
ここでは、テレビや照明、エアコンなど
の家電製品をAIスピーカーで繋げて、実
際に操作・実演をさせていただきます。
是非、ブースにお立ち寄りいただき「未
来の家」を体感してください。

ZEHパッケージ
高性能なZEHの家づくりをご予算・快
適性に合わせてパッケージ化しまし
た。断熱材・サッシ・省エネ創エネ機
器もそれぞれ特徴・性能の違いを比較
できますので、新築住宅をご検討の
方、必見です！

ZEH（ゼロ・エネルギー住宅）

IoTを駆使した家づくりや、ゼロエネルギー住宅の情報など
最先端の家づくりを体験出来ます。　

●暖冷房
●給湯
●換気
●照明

●高性能エアコン
●高効率給湯器
●省エネ型換気システム
●LED照明
●節水水栓・シャワー
●節水トイレ
●食器洗い乾燥機※

●高断熱化（構造・窓・浴槽）

●太陽光発電

夢メッセみやぎ 仙台市宮城野区港3丁目1-7会　場



※写真はイメージです。実際の展示とは異なる場合がございます。

●詳しい情報・ご来場予約は… www.nicefair.com耐震博

会場 夢メッセみやぎ お問い合わせ先

●主催:ナイス株式会社　●協賛：木材・建材・住宅設備機器有力メーカー
●後援：宮城県、ナイスパートナー会連合会、ナイスわくわくクラブ、素適木材倶楽部、（一財）強靭な理想の住宅を創る会、（一社）木と住まい研究協会、（一社）ステキ信頼リフォーム推進協会、
 NPO法人 住まいの構造改革推進協会、（一社）宮城県建築士事務所協会、（一財）宮城県建築住宅センター、（一社）岩手県建築士事務所協会、（一社）福島県建築士事務所協会、住宅金融支援機構 東北支店、河北新報社

住まいの耐震博覧会

●主催：（一社）木と住まい研究協会、（一財）木構造建築研究所、ナイス株式会社　●協賛:木材有力メーカー
●後援：林野庁、宮城県、（公社）国土緑化推進機構、美しい森林づくり全国推進会議、（一社）全国木材組合連合会、全国森林組合連合会、（一社）日本木材学会、（公社）日本木材加工技術協会、（公社）日本木材保存協会、
 （公社）日本建築士会連合会、（一社）日本建築士事務所協会連合会、（公社）日本建築家協会、（一財）日本木材総合情報センター、ナイスパートナー会連合会、素適木材倶楽部、
 （一財）強靭な理想の住宅を創る会、（一社）ステキ信頼リフォーム推進協会、NPO法人 住まいの構造改革推進協会、（一社）宮城県建築士事務所協会、宮城県木材協同組合、宮城県森林組合連合会、
 （一社）岩手県建築士事務所協会、（一社）福島県建築士事務所協会、河北新報社

木と住まいの大博覧会

住宅の耐震化を
キーワードに
木材、建材、
住宅設備機器などを
紹介する総合展示会

住まいの情報住まいの情報 国内の住宅設備機器メーカーが多数出展。
今注目の新商品も多数展示されます。

信頼のブランド

ハンガーレール 室内物干し

工法・設計 等工法・設計 等
近年、中大規模建築の木造化が進められていく中、改めて国産材
や地域産材の品質とそのトレーサビリティ※にこだわり、お施主様
のご希望に寄り添った、木材の調達から内外装木質化、資材物流
コーディネート、構造計算、施工までをご提案いたします。
また、さまざまな大スパン工法を一目で比較できる躯体展示と用
途に沿った内外装展示をいたします。
※産地や流通経路を明らかにすること。

地域・国産材を使った木造・木質化の提案

メーカー紹介（商品紹介）メーカー紹介（商品紹介）

大学による様々な木材・木造建築の研究に関
する紹介を展示します。
各自治体による木材利用の取り組みや地域材
活用の提案、行政の様々な取り組みも紹介い
たします！！

木の可能性～産・官・学・自治体連携木の可能性～産・官・学・自治体連携プライベートブランド

玄関収納

水鉢・水栓

物置・物干し・収納

水まわり

軟水器「軟太郎ソフティナ」杉スリットHGW 水電柱

物置

収納システム

ぐにゃぐにゃ木材を作ってみよう！

開催日：7月8日（日）
時　　間：①11：00～12：00　②14：00～15：00
所要時間：15分～30分程　
定　　員：各回先着10名
対象年齢：小学生以上

たくさんの薄い板と軟らかい接
着剤で貼り合わせると、ぐにゃ
ぐにゃと曲がる不思議な木材の
できあがり～。何に使うかは、あ
なたのアイディア次第です☆

無料

木の可能性を探り、木の未来を考えるコーナー

お 楽しみ イベ ント＆ゾーンお 楽しみ イベ ント＆ゾーン

 場  所   お楽しみステージ

仮面ライダービルドショー

キャラクターショーについて
※観覧スペースは、各ショー終了後、総入れ替え制となります。次の
ショーを観覧ご希望のお客様は、再度入場口にお並びください。 ※各種 軽食、デザート、お飲み物等を取り揃えております（有料）

有料

①10：30～
②13：30～

①10：30～
②14：30～

バルーンアートショー お楽しみステージのご案内

お楽しみステージ会場

パフォーマー 
「風船の国のアリス」

7/7
（土）

7/7
（土）

7/8
（日）

7/8
（日）

無料

7/7
（土）

①12：00　
②15：00

7/8
（日）

①12：00　
②15：00

三井アウトレットパーク

カインズホーム

中央公園
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線
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中野栄駅前

夢メッセみやぎ
仙台市宮城野区港3-1-7
TEL 022-254-7111

建築物への木材活用シンポジウム
「建築物への木材活用シンポジウム」を開催し、資源循環型社会の形成に
向けた木材活用に関する様々な情報を設計者や施工者、発注者、行政関係
者等に対して提供するシンポジウムを開催致します。7/7（土）13：00～15：00

シンポジウム会場
夢メッセみやぎ会議棟 1F

参加費
無料
定員120名

第二駐車場

展示棟
本館

西館
（1,2F部分）

バス停(宮城交通・仙台市営)
※宮城交通：仙台駅方面行き乗場

屋外展示場
第一駐車場 753台

西館駐車場

(内 障がい者専用 1 0台 )

東洋製罐

夢メッセみやぎ敷地図

会議棟
本館

都合により変更する場合がございます。
あらかじめご了承願います。

日時

10：30 バルーンアートショー「風船の国のアリス」
11：00 EXPG STUDIO SENDAI
12：00 仮面ライダービルドショー
13：00 「伊東洋平」ワンマンライブ
13：30 「クラップスチアリーダーズ」親子チアリーディング教室
14：30 バルーンアートショー「風船の国のアリス」
15：00 仮面ライダービルドショー

10：30 バルーンアートショー「風船の国のアリス」
11：00 仙台の大道芸人もんたくん
12：00 仮面ライダービルドショー
13：30 バルーンアートショー「風船の国のアリス」
14：00 仙台の大道芸人もんたくん
15：00 仮面ライダービルドショー

福幸
グルメ

展示ホール内大学ブースにて
７／７（土）
15：00～16：30

（予定）

大学
ブース

大学ブースミニセミナー
ー最新の木材に関する研究を、分かりやすくご紹介しますー

学大立県田秋、学大立県田秋 ：学大加参  木材高度加工研究所、岩手大学、山形大学

講 演 者
パネリスト 林野庁　東北森林管理局長　　　　　　　　　　　　　　　  小島　孝文　氏
パネリスト 東京都市大学 工学部 建築学科 教授 大橋　好光 氏
パネリスト 南三陸町建設課 課長 三浦　孝 氏
パネリスト 協和木材株式会社 代表取締役 国産材製材協会 会長 佐川　広興 氏
パネリスト ナイス株式会社  代表取締役社長 平田　恒一郎 氏
パネリスト 東京大学 名誉教授 （一社）木と住まい研究協会 代表理事  氏

第二部  サステナブルな木造建築の新たな潮流に向けて
第一部  基調講演　林野庁　東北森林管理局長　小島　孝文　氏


