
北海道ブースにて

1117
［金曜日］

パネルトーキング

本州以西では省エネ基準が義務化することに戸惑う業者もいれば、世界基準レ
ベルを実践する業者もいて右往左往しています。
断熱とは何か、省エネとは何かを改めて問わなければいけない今、厳寒地の
パッシブシステム研究の第一人者である福島明教授と出展企業代表に対して、
積雪寒冷地が育んだ技術を温暖地域でどのように受け止めればよいのか……
大いに問い、大いに議論したいと思います。

｜公 ｜開 ｜講 ｜座 ｜

11
15
［水曜日］

・（地独）北海道立総合研究機構森林研究本部林産試験場
　「道産材の活用とその魅力」
・網走西部流域森林・林業活性化協議会
　網走東部流域森林・林業活性化協議会
　紋別木材協同組合
　「北海道オホーツクの魅力とポテンシャル
　 ～雄大な自然がはぐくむ日本一の森林認証地域から～」
・本別町・CANONA JAPAN㈱
・★★★未定

1日目 午後1時45分～

「木材関係団体公開講座」
北海道の豊かな森林資源を活用した快適な暮らし

「北海道の断熱・省エネ技術を
 温暖地にどう活かすのか」

｜特 ｜別 ｜講 ｜演 ｜

11
16
［木曜日］

北海道で始まった断熱や気密を中心とした環境建築技術は、大きな発展を遂げ、日本全体で
無くてはならない基盤技術になりつつあります。
そして今、地球環境への対応が求められるなか、新たなステップを踏もうとしています。
その一端と共に、この間に生み出されてきた材料や設備など、ユニークで価値の高い北海道
の建築関連技術について紹介いたします。

2日目 午後 2時00分～

北海道科学大学　工学部　建築学科　福島　明  教授｜講 ｜師｜

住宅技術は北から
～積雪寒冷が育んだ北海道技術

住宅技術評論家

南　雄三  氏

北海道科学大学 工学部 建築学科

福島　明  教授

北海道では、2017年11月15日から17日まで東京ビッグサイト（有明・東京国際展
示場）で開催されるJapan Home&Building Show 2017「第12回ふるさと建
材・家具見本市」に北海道パビリオンを出展します。
北海道パビリオンでは、北海道立総合研究機構（建築研究本部北方建築総合研
究所、森林研究本部林産試験場）をはじめ、道内企業と協力し、厳しい自然条件
の下で培った優れた住宅関連技術·製品を一体的にPRするほか、各企業・団体によ
るプレゼンテーションや大学教授による特別講演・パネルディスカッションを実施
します。北の大地で鍛えられた北海道の住宅産業界の技術・製品をご紹介します
ので、是非、会場へお越しください。
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ふるさと建材・家具見本市第12回

住を育む、北海道の豊かな四季。

広大で豊かな自然が育んだ

「住まいの北海道ブランド」。

住宅関連技術・製品を厳選してご紹介します。

北海道建設部 住宅局 建築指導課北海道パビリオン主催

出展企業・団体・組織

［企業ブース］
●岩倉化学工業・あいもり ●美幌町・美幌町森林組合 
●網走西部流域森林・林業活性化協議会　網走東部流域森林・林業活性化協議会　紋別木材協同組合 
●本別町・CANONA JAPAN㈱ ●（地独）北海道立総合研究機構森林研究本部林産試験場 
●㈱ダンネツ ●コーナー札幌㈱ ●㈲グッドマン　㈱日浦 ●日本システム機器㈱ ●音熱環境開発㈱ 
●㈱アサヒ特販 ●㈱ KARVI JAPAN
［北海道総合コーナー］
◆NPO法人パッシブシステム研究会 ◆㈱アサヒ ◆ジェイベック㈱札幌支店 ◆ダイアックス㈱
◆旭イノベックス㈱ ◆㈱ゼンワールド北海道 ◆㈱から屋 ◆㈱光合金製作所 ◆黒田ハーブ農園北海道㈱
◆㈱北海道環境バイオセクター ◆北海道気密販売㈱ ◆北海道電機㈱【北海道パビリオン主催者】北海道建設部住宅局建築指導課 建築企画グループ

TEL：011-204-5577（直通）  FAX：011-232-0147
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ふるさと建材・家具見本市第12回

プレゼン・特別講演プログラム
プログラム 15日 1日目 16日 2日目 17日 3日目

10：30～
午前の部
出展者
セミナー

10：30-10：45
㈲グッドマン・㈱日浦

10：30-10：45
★★★未定
本別町・CANONA JAPAN㈱

10：30-10：45
『住宅性能表示　気密・換気の測定技術』
コーナー札幌㈱

10：55-11：10
『住宅性能表示　気密・換気の測定技術』
コーナー札幌㈱

10：55-11：10
『住宅性能表示　気密・換気の測定技術』
コーナー札幌㈱

10：55-11：10
『「雪」の悩みを解決しませんか？』
㈱アサヒ特販

11：20-11：35
『「イージーラメラ付加断熱工法」「BIB工
法　壁吹き込み」のご案内』
音熱環境開発㈱

11：20-11：35
『（仮）北海道産カラマツを用いた高強度
積層材の開発』
（地独）北海道立総合研究機構
森林研究本部　林産試験場

11：20-11：35
『「イージーラメラ付加断熱工法」
「BIB工法　壁吹き込み」のご案内』
音熱環境開発㈱

11：45-12：00
『「雪」の悩みを解決しませんか？』
㈱アサヒ特販

11：45-12：00
『北海道オホーツクの魅力とポテンシャル
～雄大な自然がはぐくむ日本一の森林認
証地域から～』
網走西部流域森林・林業活性化協議会
網走東部流域森林・林業活性化協議会
紋別木材協同組合

11：45-12：00
『20年以上の研究と実績を重ねた塗り壁
材「北のやすらぎ」』 日本システム機器㈱

12：00-
昼休み 休憩・北海道技術紹介

13：00
午後の部
出展者
セミナー

13：00-13：30
『（仮）ZEHの性能を実現する 
「ブローイング工法」のご案内』
㈱ダンネツ

13：00-13：15
『20年以上の研究と実績を重ねた塗り壁
材「北のやすらぎ」』 日本システム機器㈱

13：00-13：45
建築家　小室大輔氏　講演
『ドイツから学び、未来へ向けて日本で
取り組むべきこと』 岩倉化学工業・あいもり13：30-13：45

㈲グッドマン・㈱日浦

14：00
特別講演

木材関係団体公開講座
北海道の豊かな森林資源を活用した快適
な暮らし

①14：00-14：30
（地独）北海道立総合研究機構
森林研究本部　林産試験場
　「道産材の活用とその魅力」
②14：30-14：45
網走西部流域森林・林業活性化協議会
網走東部流域森林・林業活性化協議会
紋別木材協同組合
　 「北海道オホーツクの魅力とポテンシャル～雄大
な自然がはぐくむ日本一の森林認証地域から～」
③14：45-15：00
本別町・CANONA JAPAN㈱
　「★★★未定」

14：00-14：45
特別講演
「住宅技術は北から～積雪寒冷が育んだ
北海道技術」
北海道科学大学工学部建築学科　　福島　明　教授

14：00-15：00
公開講座
福島　明　教授＆南雄三氏
「北海道の断熱・省エネ技術を温暖地にどう活
かすのか」

15：15
午後の部
出展者
セミナー

15：15-15：30
『20年以上の研究と実績を重ねた塗り壁
材「北のやすらぎ」』 日本システム機器㈱

15：15-15：30
『「雪」の悩みを解決しませんか？』
㈱アサヒ特販

15：15-15：30
『（仮）北海道産カンバ類の利用拡大への取組』
（地独）北海道立総合研究機構
森林研究本部　林産試験場

15：45-16：00
『サハリンで高いシェアを誇る高断熱・
高気密サッシ』
㈱KARVI JAPAN

15：45-16：00
『「イージーラメラ付加断熱工法」「BIB工
法　壁吹き込み」のご案内』
音熱環境開発㈱

15：45-16：00
『北海道オホーツクの魅力とポテンシャル
～雄大な自然がはぐくむ日本一の森林認証
地域から～』
網走西部流域森林・林業活性化協議会
網走東部流域森林・林業活性化協議会
紋別木材協同組合

16：00
北海道技術
紹介

北海道技術紹介

16：15-16：30
『サハリンで高いシェアを誇る高断熱・
高気密サッシ』 ㈱KARVI JAPAN

16：15-16：30
★★★未定 ㈲グッドマン・㈱日浦

16：40-16：55
『 サハリンで高いシェアを誇る 
高断熱・高気密サッシ』 ㈱KARVI JAPAN
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