
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

募集要項  

「みらいのたね賞」は、 

これまで一般社団法人 HEAD 研究会が開催してき

た「HEAD ベストセレクション賞」の流れを継承し、

優れた建築を生みだすことに貢献しうる優れた製

品、未来への布石となる製品に与えられる、建築家、

ハウスメーカーをはじめとする業界関係者により選

ばれる賞です。 

ぜひ本募集要項をご一読いただき、ご応募をご検討

ください。 

主  催：Japan Home & Building Show 事務局 

  （一般社団法人日本能率協会内） 

企画協力：一般社団法人 HEAD 研究会 
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選考委員長からのメッセージ                         

建築設計、施工産業と、その部分としての建材、部品を製造する産業は、これまで日本産業の発展とと

もに大いに飛躍を遂げてきました。国際的に見ても日本の建築市場におけるものづくり技術は、世界に誇

り得る実力を有していると言っても過言ではないでしょう。 

しかし、現在の日本ではこれらの産業が十分な実力発揮をしているとはとても言えません。個々にはよ

くデザインされているかもしれない建材、部品は、住宅および建築物として構成されたとき、その実力を

十分に発揮しているとはとても思えません。世界に通用する実力を持ちながら、国際的な建築市場での日

本企業の活躍は実に控えめなものに留まっており、とても残念なことです。 

今回、我々がみらいのたね賞を開催することは、この賞の創設を通して、建築産業をより一層発展させ

るとともに、エンドユーザーである一般市民の皆様のより良い生活に寄与することを目指すものでありま

す。高次元の未来を予見させる萌芽的なプロダクト、施工システム、ビジネスモデルなどを探り当て、業

界の皆様と共有することにより日本の建築とその建材、部品の潜在能力をとき放ちます。関係各位におか

れましては奮ってのご応募をお願い申し上げます。 

「みらいのたね賞」選考委員長  

一般社団法人 HEAD 研究会理事長  

松永安光 

 

 

 

開催趣旨                                  

日本最大級の建築展示会「Japan Home & Building Show※1」において、新たに「みらいのたね賞」を

開催いたします。「みらいのたね賞」は、優れた建築を生みだすことに貢献しうる、優れた製品、未来へ

の布石となる製品に与えられる賞です。今回で 39 回目の開催を迎える「Japan Home & Building Show」

は、毎年、建材、部材、サービスを展示する多くの出展者と、工務店・ハウスメーカー、建築設計事務所

をはじめとする多くの来場者のマッチングの場として開催されてきました。 

しかし、近年、出展者からはなぜ売れないのかわからない、来場者からは思い通りの製品が見つからな

いといった声が多く寄せられます。個々に見ると素晴らしい建材、部材、サービスが、来場者の意図と違

うことがあるのです。「みらいのたね賞」は、「Japan Home & Building Show」の出展者ならびに建築に

関わるメーカーを広く支援するために、これまで「一般社団法人 HEAD 研究会※2」（ http://www.head-sos.jp/ ）

が 2011 年より毎年実施してきた「HEAD ベストセレクション賞」を継承し、「Japan Home & Building 

Show 事務局」が運営、「一般社団法人 HEAD 研究会」が企画協力を行い開催されます。通常、展示会は

出展者から来場者への情報発信の場ですが、ユーザーが未来の布石となる建材、部材、サービスを選ぶこ

とにより、来場者からのメッセージを出展者ひいては建築に関わる全てのメーカーへと伝えていくことを

目的としております。本賞が今後の製品開発の突破口となることを願い、新たに開催いたします。 

 

 

 

 

http://www.head-sos.jp/
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※1 Japan Home & Building Show とは 

      住宅および建築、屋外景観などの建材・部材・設備・サービスが一堂に会する日本最大級の建築関
連専門展示会です。工務店、ハウスメーカーおよび建築設計事務所のほか、建設会社やリフォーム
業、マンション管理会社や官公庁、自治体、公共施設管理者、不動産オーナーの方々が来場されま
す。 

       39 回目の開催を迎える本年度は、下記内容にて構成します。 
       第 39 回ジャパンホームショー    

第 12 回ふるさと建材・家具見本市 
第  2 回トイレ・バス・キッチン空間・設備フェア 

       第 1 回団地・マンションリノベーション総合展 ＜NEW＞ 
       第 1 回景観・ランドスケープ総合展 ＜NEW＞ 

 

   ※2 一般社団法人 HEAD 研究会とは 

     「日本の建築と部品の潜在能力をとき放つ」ことを目標に掲げ、建築家、研究者、施工者、建材メー
カーなど、業種の枠をこえたメンバーが集い、建築産業の「次」のあり方を創り、発信する団体で
す。主な研究・活動内容は以下のようなものです。 

     （1）日本の建築技術をベースとした海外展開とその研究 
（2）優れた建築部品の選定・開発とその広報活動 
（3）新しいリノベーション手法の研究と普及活動 
（4）工務店の新しい業態の開発と研究活動 
（5）新しい建築、建築産業を作り出す人材の育成・教育活動 
（6）建築マーケットを支えるプラットフォームの研究と構築 
（7）建築及び建築産業に関わる起業支援活動 
（8）建築及び建築産業に関わる既存制度の研究と改善活動 

 

 

開催概要                                  

1．選考委員会構成（敬称略・順不同） 

選考委員長：松永 安光 一般社団法人 HEAD 研究会 理事長 

            （株式会社近代建築研究所 代表取締役） 

選考委員 ：穐本 敬子 積水ハウス株式会社 技術部 部長 

逢坂 達男 住友林業株式会社 住宅事業本部 設計推進部 技師長 

藤田 雄介 キャンプデザイン株式会社 主宰 

      山本想太郎 山本想太郎設計アトリエ 代表 

 

2．選考対象 

    ①Japan Home & Building Show 出展者からの応募製品・サービス 

    ②本賞選考委員からの推薦製品・サービス 

    ③関連メーカーからの公募製品・サービス 

    

3．賞の表彰・授賞製品の展示 

表彰式・シンポジウム：Japan Home & Building Show 内特設講演会場にて、本賞の表彰式ならびに選

考委員によるシンポジウムを 11 月 17 日（Japan Home & Building Show 開

催期間最終日）に開催する。 

製 品 展 示   ：Japan Home & Building Show 会場内（東京ビッグサイト）にて、授賞製品の

製品体験型展示の要素を取り入れた展示、および製品説明パネル（1 枚、A1

縦）の展示をおこなう。 ※展示製品、製品説明パネルのご準備に関する詳細

は、授賞企業に別途ご案内します。 
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募集内容                                  

1．募集テーマ 

・優れた建築を生みだすことに貢献しうる、他の製品に影響を与えうる特長ある製品・サービス 

・未来への布石となる優れた製品・サービス 

 

2．応募資格 

「建築に関する製品・サービスをお持ちの企業」 

※1 社当たり 5 製品までのご応募といたします。 

 

   3．募集対象 

    ・「みらいのたね賞」の趣旨に沿った製品    ・他製品にない特長があること 

    ・他製品に広く影響を与える可能性があること ・感動する製品 

 

※建材、部材、サービス、ソフトウェア等、様々な製品を募集します。 

「○○シリーズ」などのように一連の製品でのご応募でも結構です。 

ご応募に迷った際は、お気軽に事務局までお問い合せください。 

※「旧：HEAD ベストセレクション賞」授賞製品一覧は P4、5 をご参照ください。 

 

4．応募料金 

無料  

 

5．応募条件 

下記の項目をご了承のうえ応募ください。 

・提出物に不備のあるご応募は、審査の対象外といたします。 

・授賞製品は、本賞指定の方法（製品展示+説明パネル 1 枚、A1 縦）にて Japan Home & Building Show 

2017 開催期間中に会場（東京ビッグサイト）に展示をしていただきます。授賞製品の展示設置は、

授賞企業様にてお願いいたします。事務局から専門の作業員を派遣することはいたしません。 

※展示製品、製品説明パネルのご準備に関する詳細は、授賞企業に別途ご案内します。 

・授賞された場合、授賞製品の概要、画像データ（版権使用条件の無いもの）のご提出をお願いいたし

ます。プレスリリース、Japan Home & Building Show 公式 HP 等への掲載に使用します。また、今

後、本賞を紹介する際に過去授賞製品として使用させていただきます。 

・展示期間終了後、会場で展示した製品は原則として、撤去・廃棄いたします。 

 返却、引き取りをご希望の場合は、別途お知らせください。 
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6．応募方法 

下記、ご提出ください。 

●メールでのご提出 

・応募用紙（P6）   ・プレゼンシート（P7） 

●郵送でのご提出 

・製品サンプル ・パンフレットまたは補足説明書（任意）※メールでのご提出も可 

※選考に関わりますので、原則として製品サンプルを必ずご提出ください。 

※重量、サイズが大きい製品は写真でも可。その場合は、できるだけ製品の全体像が把握できるよ

う、多方向から撮影された写真を複数枚お送りください） 

※提出いただいた製品サンプルは、原則として返却いたしません。 

 

7．応募締切 

2017 年 8 月 18 日（金）必着 

 

   8. 授賞製品 

     10 製品を予定 

 

 

「旧：HEADベストセレクション賞」授賞製品          （敬称略）             

（詳細 HP： http://www.atyam.net/head/head_best.html ） 

●2011 年度 

選考委員：松永安光（近代建築研究所）、渋田一彦（日建ハウジングシステム）、大島芳彦（ブルースタジオ）、村口峡子（村口峡子

デザイン事務所）、本間美紀（住宅ジャーナリスト）、三沢亮一（ミサワアソシエイツ）、中村研一（中村研一建築研究所）、木島千

嘉（木島千嘉建築設計事務所）、山本想太郎（山本想太郎設計アトリエ） 

授賞製品：「ARM-S」（三協立山アルミ）、「Agaho146」（ウエスト）、「NK シリーズスイッチ」(神保電器)、「ガルスパン」（アイジ

ー工業）、「SATIS」（LIXIL）、「ジョリパット」（アイカ工業）、「ハーフバスルーム」（TOTO）、「ホームペア A／BM」（旭硝子）、「UDM

プロジェクト」（UDM プロジェクト実行委員会）、「浴室排水 FT-6BL-B 型」（福西鋳物） 

●2012 年度 

選考委員：松永安光（近代建築研究所）、難波和彦（東京大学名誉教授、難波和彦＋界工作舎）、大野二郎（日本設計）、宮崎浩（プ

ランツアソシエイツ）、村上晶子（明星大学教授、村上晶子アトリエ）、加茂紀和子（みかんぐみ）、山本想太郎（山本想太郎設計ア

トリエ） 

授賞製品：「アクアレイヤー」（株式会社イゼナ）、「ラムダスタンダードパネル」（昭和電工建材株式会社）、「スマートエコウィンド

ウ」（キマド株式会社）、「フラットロック」（株式会社ベスト）、「ワイヤーシステム」（荒川技研工業株式会社）、「非溶接工法」（YKK 

AP 株式会社）、「点手摺ハンドバーHG-1」（株式会社ユニオン）、「パネリードⅡ＋」（東日本パワーファスニング株式会社）、「ネオ

マフォーム」（旭化成建材株式会社）、「ガルバリウム雨とい HACO/H6 号」（タニタハウジングウェア） 

●2013 年度 

選考委員：松永安光（近代建築研究所）、松村秀一（東京大学）、山代悟（ビルディングランドスケープ）、山本想太郎（山本想太郎

設計アトリエ）、宮部浩幸（株式会社スピーク）、大澤一実（株式会社エコハウス）、青木純（株式会社メゾン青樹）、嶋田洋平（ら

いおん建築事務所） 

授賞製品：「スカイプロムナード」（株式会社 栄住産業）、「R 不動産 toolbox」（株式会社 スピーク）、「いものホーロー浴槽『CASTIE』」

（大和重工 株式会社）、「ミッチャクロン」（株式会社 染め Q テクノロジー）、「マタハルくん」（株式会社 フィル）、「ルナファー

ザー」（日本ルナファーザー 株式会社）、「古色塗料『久米蔵』」（ヤブ原産業 株式会社）、「ポーターズペイント」（株式会社 NENGO）、

「ユカハリ・タイル」（株式会社 西粟倉・森の学校） 

 

 

 

 

http://www.atyam.net/head/head_best.html
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●2014 年度 

選考委員：松永安光（HEAD 研究会理事長、近代建築研究所）、古市徹雄（建築家。古市徹雄都市建築研究所）、宮崎浩（建築家。

プランツアソシエイツ）、早草睦惠（建築家。セルスペース）、竹内昌義（建築家。みかんぐみ）、山本想太郎（山本想太郎設計アト

リエ） 

授賞製品：「高性能トリプルガラス樹脂窓 APW430」（YKKAP 株式会社）、「全熱交換型 24 時間第一種換気装置 SE200R」（ロ

ーヤル電機株式会社）、「Duette ハニカムシェード」（ハンターダグラスジャパン株式会社）、「HSS 金物構法」（株式会社グランド

ワークス）、「木質ペレット焚冷温水発生器アロエース」（矢崎エナジーシステム株式会社）、「アームス アタッチメント」（三協立

山株式会社）、「ルーチ パワーフレックス」（株式会社プロテラス）、「ガーデンスケープライティング 12V」（株式会社タカショー）、

「アンタレスミニ」（株式会社ハウゼコ）、「空調服」（株式会社空調服） 

●2015 年度 

選考委員：松永安光（HEAD 研究会理事長、近代建築研究所）、元倉真琴（建築家。東京藝術大学名誉教授。スタジオ建築計画）、 

山本圭介（建築家。東京電機大学教授。山本・堀アーキテクツ）、 山梨知彦（建築家。日建設計）、 坂東幸輔（建築家。坂東幸輔

建築設計事務所）、山本想太郎（建築家。山本想太郎設計アトリエ） 

授賞製品：「クローザーシリーズ」（株式会社川上板金工業所）、「タケイ進化コンクリート法防水」（タケイ工業株式会社）、「藍染杉

『凛』」（大利木材株式会社）、「3Ｍ™スコッチティント™ウインドウフィルム」（スリーエム ジャパン株式会社）、「PS HR シリー

ズ」（ピーエス株式会社）、「ドルマ ドアクローザ」（杉田エース株式会社）、「レーザー距離計 Leica DISTO™ S910」（ライカ ジオ

システムズ株式会社）、「廃棄物に関するシステム、および『モノ：ファクトリー』」（株式会社ナカダイ）、「Akerun（アケルン）」

（株式会社フォトシンス）、「耐震リフォーム工法『アラテクト』」（株式会社 LIXIL）、（特別賞）「スタッフレスショップ」（株式会

社日本エイジェント） 

●2016 年度 

選考委員：松永安光（HEAD 研究会理事長、近代建築研究所）、宮崎浩（プランツアソシエイツ）、村上晶子（明星大学、村上晶子

アトリエ）、鈴木弘樹（千葉大学）、木島千嘉（OFDA、木島千嘉建築設計事務所）、藤田雄介（キャンプデザイン）、山本想太郎（山

本想太郎設計アトリエ） 

授賞製品：「荒壁パネル」（株式会社丸浩工業）、「加茂サッシ」（加茂建具協同組合）、「コーナーボード」（チヨダウーテ株式会社）、

「JOWER」（株式会社水生活製作所）、「Zライト」（山田照明株式会社）、「アートスティール（耐候性鋼板製品）」（株式会社フロン

ト）、「ネットワークフロア」（共同カイテック株式会社）、「吸音ブラインド『フェルトーン®』」（東京ブラインド工業株式会社）、「ラ

イトシェード」（日東紡績株式会社）、「ワーロンシート」（株式会社ワーロン） 

 

 

スケジュール（予定）                               

●2017 年 8 月 18 日（金） 応募締切日【必着】 

●2017 年 8 月下旬～9 月上旬   審査（審査終了後、授賞企業へ随時連絡） 

●2017 年 10 月中旬  授賞製品展示方法等連絡 

●2017 年 11 月 15 日（水）～17 日（金）10：00～17：00 

Japan Home & Building Show 2017 会期（授賞製品の製品展示） 

●2017 年 11 月 17 日（金）     「みらいのたね賞」表彰式・シンポジウム 

 

お問合せ・応募資料ご提出先                        

Japan Home & Building Show 事務局 

一般社団法人日本能率協会 産業振興センター内 

〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋 1-2-2 住友商事竹橋ビル 14 階 

TEL：03-3434-1988 FAX：03-3434-8076 

E-mail：jhbs@jma.or.jp 

担当：栗橋、山口 
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No.       

 

Japan Home & Building Show 2017 

 

 

応募締切日: 2017 年 8 月 18 日(金) ※必着 

※1 製品につき、1 応募用紙としてください。(2 製品以上参加申込の場合は、別々に応募のこと) 

 

会社名 

 

Japan Home & Building Show 出展者の場合は、出展者名 

部署 担当者名                                               

住所 〒 

           都 道 

           府 県 

TEL 

 

FAX 

携 帯（展示期間中に連絡可能な番号）※必須 

 

E-mail 

 

応募製品・サービス名（※シリーズ名等でも結構です） 

 

製品ホームページ（ある場合） 

サンプル送付 

□可能  □不可能 

サンプル送付が不可能な場合は重量を記入ください 

  

サンプル送付が不可能な場合はサイズを記入してください 

 W：            H：            D： 

 

【お問合せならびに郵送先】 

Japan Home & Building Show 事務局 

一般社団法人日本能率協会 産業振興センター内 

〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋 1-2-2 住友商事竹橋ビル 14 階 

TEL：03-3434-1988 FAX：03-3434-8076 

E-mail：jhbs@jma.or.jp 

担当：栗橋、山口 

 

 

「みらいのたね賞」応募用紙 
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No.       Japan Home & Building Show 2017 

 

 

応募締切日: 2017 年 8 月 18 日(金) ※必着 

※1 製品につき、1 応募用紙としてください。(2 製品以上参加申込の場合は、別々に応募のこと) 

 

 

 

「みらいのたね賞」プレゼンシート 

製品名、会社名 

＜記載内容＞ 

 ・必須 

製品使用時の様子がわかる写真、用途、他社との差異点、アピールポイント、 

製品が導入された場合のイメージ（例：これまで課題であった●●が解決する） 

 

・その他任意 

 


