第449号

Ｉ
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Ｇ

-

アート

-

アイディーユー

不動産ソリューションフェア
平成17年10月10日（月4回・月曜日発行）（34）

週刊

平成6年月24日第三種郵便物認可
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不動産オークション

出入管理システム

IDUが主催するマザーズオークション
は、２０００年５月に初めて不動産専門
オークションを開催し、２００５年度ま
でに２，３４６件の落札実績を誇る不動
産オークションのパイオニアです。

今年11月に発売予定のASPサービスと
映像画像と取り入れた次世代出入管理シ
ステム『LOOKPASS』をメインに出展
致します。その他にも、今話題の非接触
IC技術「FeliCa」や電子マネー「Edy」
「おサイフケータイ」を利用した出入管理
システムのご紹介もさせて頂きます。

出展品目
●インターネット不動産オークション

出展品目
●管理センター連動型出入管理システム
『LOOKPASS』 ●「FeliCa」「Edy」対応ネットワ
ークリーダ『NW-L10』 ●おサイフケータイ（※）
で高セキュリティな認証を実現する「χｓｍａｒｔ」
サービス（ＮＴＴテレコン（株）提供）※（株）ＮＴ
Ｔドコモ製

①電力線通信技術(PLC) ②配管腐食抑制技術

当社はUd&Eco style（ユーデコスタイ
ル）を企業理念に掲げ環境新世紀におけるエ
コロジカルな数々のソリューションメニュー
を提供しております。廃棄物を出さずに再資
源化を目指したマテリアルリサイクルシステ
ムや環境負荷を低減した工法による外壁の汚
損除去を行うビル改修システムなど、ビル資
産価値向上のご提案を是非会場でご覧下さい。

①既設の電力線を通信線として利用することに
より、各種計測・制御システムの導入が低コスト
化、簡易化されます。本フェアではその応用シス
テムとして電力量、状態測定のデモを行います。
②鋼管における配管腐食（錆）は、配管を流れる
水に含まれる溶存酸素が配管表面の鉄を酸化させ
ることにより発生します。
「ステンレスウォーター
サーバーⅡ」は、配管の中を流れる水に含まれる
溶存酸素を効率よく除去することにより、赤水等
の発生を抑制します。

アトリウムグループは、創業以来１3年間、社
会資産の再生と流動化を目的として事業を展開し
てまいりました。
「不動産流動化事業」
「サービサ
ー事業」
「不動産ファンド事業」
「不動産融資保証
事業」の４つの事業を擁しております。
●不動産のご売却・ご購入をお考えの方●資金調
達をお考えの方●不動産の有効活用をお考えの方
など。アトリウムグループでは不動産に関するあ
らゆるサービスをワンストップにてご提供してお
りますので、お気軽にご相談ください。

不動産ソリューションフェア2005

不動産ソリューションフェア2005
出展品目

●事業説明パネル展示 ●バリューアップ事例展
示 ●不動産に関するご相談コーナー

イフマック

Ｈ
2

ＩＮＡＸ

Ｆ
2

-

Ｇ
８

-

インフィニティ

高層の再開発オフィスビルのフロアメンテ
ナンスをト−タル的に提案、サポ−トします。
資機材提供から床作りまで、幅広く対応した
アマノならではのソリュ−ションを提案しま
す。特に最近では「環境負荷低減」につなが
るシステム構築を考えており、
「環境に配慮し
たビル」作りの手助けとなるような提案を行
っておりますので、弊社ブ−スに是非お立ち
寄りください。

Ｉ
1

不動産ソリューションフェア2005

-

Ｇ
４

アトリウム

不動産ソリューションフェア2005
不動産再生ビジネス
フロアメンテナンス

●自動床面洗浄機（ＳＥ−４３０Ｎ）
●小型高速バフィングマシン（ＤＥ−５０１）
●カ−ペットスィ−パ−（ＣＷ−６６０Ｔ）

●PLCデマンド監視/負荷制御システム
●PLC状態測定・制御デモ
●ステンレスウォーターサーバーⅡ

-

エイチアンドエムコンサルタント

Ｃ
1

出展品目

出展品目

●イトーキ外壁改修システム
●イトーキマテリアルリサイクルシステム
●テナントリーシング支援システムなど

アマノ

-

ビル資産価値向上サービス

出展品目

「不動産ソリューションフェア出展企業一覧」は、50
音順に掲載しております。また、社名の右側に書か
れたアルファベットと数字の記号は、ブースナンバーになりますので、
28・29面の「不動産ソリューションフェア案内図」と照らし合わせてご
一覧の見方
利用下さい。※物販用ブースや共同出展企業名など、一部この一覧表に
掲載していない社名がございます。ご不明の際には、入り口脇の会場案
内係か、会場内のスタッフまでお問い合わせ下さい。

一覧の見方
一覧 見方

-

Ａ
１

イーズ

（５０音順）

-

Ｈ
1

-

イトーキ

不動産ソリューションフェア

ＣＭ（コンストラクション・マネジメント）

ビルメン用洗浄トータルシステム

オフィス移転パック

オフィスビルの資産向上

阪急電鉄の完全子会社としてＣＭ業務を
行う。阪急東宝グループにおける事務所や
商業施設の計画・工事発注・運営などの豊
富なプロジェクト実績とノウハウに基づき、
ビルオーナー様代行としてのコンサルティ
ングをご提供。ビル新築・リニューアルに
伴う多彩な業務メニューと約１０００件の
業務実績の一例をご紹介。

安全な純植物性洗浄液を使用する、ビル
メンテナンス用のあらゆる用途の洗浄シ
ステムをご紹介致します。従来、劇毒物
によって行われた洗浄も、安全快適に解
決できます。

オフィスの移転にも、ユニバーサルデザ
インとエコロジーの視点が不可欠です。計
画から設計、工事、アフターサービスま
で、オフィス移転をまるごとサポートイ
フマックならワンストップサービスで解
決します。
是非、弊社ブースにお越し下さい。

利用者にとっても大変関心の高いトイレ
を初期投資を押さえて快適なトイレにリ
ニューアルする節水ＥＳＣＯ。建物の外
壁をリニューアルしきれいな外観を取り
戻すファサードリニューアル推奨工法を
提案します。

出展品目

出展品目
●純植物性洗浄液シリーズＳＡＦＥＣＡＲＥとそ
の活用法である、ＳＡＦＥＣＡＲＥ ＴＯＴＡＬ
ＳＹＳＴＥＭ

●ＣＭ（コンストラクション・マネジメント）のＰＲ
新築・改修におけるビルオーナー様代行として、計画
立案支援、コスト管理、設計監修、発注マネジメント
を実施することにより、建物品質の確保とコストダウ
ンに貢献致します。

●オフィス移転パックのご案内
●さいたま新都心のＦビル事例紹介

ＳＥＣエレベーター

Ｇ
3

エイチイープロパティーコンサルタンツ

Ｊ
4

-

Ｂ
2

出展品目
●節水ＥＳＣＯトイレリニューアル推奨工法
●ファサードリニューアル外壁タイル
●省スペース洋風大便器ブース

-

エスパー

-

Ｄ
6

-

エレベータシステムズ

出展品目

ＥＬＥＶＡＴＩＯＮ ＩＮＮＯＶＡＴＯＲ

不動産業務支援管理システム

エレベーター新設・保守・改修

ビル収益拡大/レンタルオフィス

エレベータでお困りの事はございませんか？
老朽化したエレベータは安全性の低下だけで
なく、故障時の部品の調達が困難になったり、
修理のための停止期間が長時間になるなど、
ご不便をおかけすることが多くなります。建
物の寿命にあわせて、適切な時期にエレベー
タの改修工事を行うことをお勧めいたします。

プロパティマネジメントシステム「ＥＢ
ＵＩＬＳⅢ」のご紹介です。弊社が考え
るＰＭ業務の中心は、新規顧客開拓と交
渉活動。煩雑なレポーティングや部署間
連携等の事務作業を効率的に動かすコン
サルティングを致します。収支管理はも
ちろんの事、変動費の按分自動計算、建
物管理といった業務全般を網羅した最新
システムをご提案致します。

ビル・マンション経費削減のパイオニアであるＳＥＣ
エレベーター。
「安心と信頼」のメンテナンスは日本全
国３０，０００台を保守するまでになりました。創業
以来、積み重ねてきたメンテナンスシステムは、昨今
の大地震にも素早く対応し、お客様から好評を得てお
ります。最近では、エレベーターの改修・新設工事も
大変好評で、製造部門も非常に高い評価を頂き、エレ
ベーターメーカーとしても急速に成長しております。ブ
ースでは、お客様納得の多くの事例を紹介し適切なソ
リューションをご案内致します。◎御見積り依頼を頂
いたお客様には、粗品をプレゼント!!

ビル再生に、収益拡大に。ニーズの高いレンタ
ルオフィスへのリノベーション（付加価値改修工
事）によりビル収益を極大化いたします。リノベ
ーション費用は概ね坪15万円程度。実施後の賃
料は坪3〜4.5万円程度に飛躍的に向上。都心11
拠点のレンタルオフィスを運営する弊社がこれか
らの中小ビルのテナント戦略を公開いたします。

出展品目
●エレベータのリニューアル（改修工事・入替工
事） ●エレベータの新設工事（ホームエレベー
タ・荷物用エレベータ・乗用エレベータ・他）
●資産価値の向上、安全・安心の向上、コストの
削減をご提案いたします。

出展品目

出展品目
●プロパティマネジメントシステム
（エビルススリー）

EBUILSⅢ

●エレベーター・エスカレーターのメンテナンス
●改修工事事例・取扱いエレベーター操作盤展示
●各種エレベーターソリューション

出展品目
●レンタルオフィス転用PR
テナント向けビジネス支援サービス等の付加価値付き
レンタルオフィスへの転用により、必要とされるオフ
ィスへのリノベーションを実現してます。リノベーシ
ョンン費用も20か月間程度の短期回収。投資として
捉えた場合の利回りは20％以上となるオフィス戦略
をご紹介いたします。

（ 3 5 ） 平成17年10月10日（月4回・月曜日発行）

出展品目
●ミニチュア岩盤浴(体験用）

Ｆ
7

大

Ｆ
6

成

データセンターのマネージメントパートナー

不動産ソリューション

ビルメン＆ソリューション

ダブル・アイ・テー・ジャパンは、地球
に優しいIT環境作りをテーマに掲げ、
『デ
ータセンターのマネージメントパートナ
ー』として、環境対策、セキュリティー
対策、高効率化対策を通じてIT事業者と
IT利用者双方の利益を創造し、IT環境の
発展を支援して参ります。

不動産ディベロッパーとして30年の歴史を
持つダイドーサービスから、仲介部門として
独立発足した当社は、グループの総合力を活
かして当初、関西エリアを中心に収益不動産
の売買、仲介、および資産形成についてのコ
ンサルティングのほか、分譲マンションの企
画販売を手がけてきましたが不動産ソリュー
ションビジネスへの進展の一環として04年6
月にはファンド事業部を創設。金融商品とし
ての不動産ビジネスの全局面に積極的に取り
組んでまいりました。設立以来の投資実績も
711億円を超えた今さらなる飛躍を目指して
おります。

六本木ヒルズや丸の内ビル、名古屋では愛
知万博など、数々のランドマーク物件の管理
実績をもつビルメンの大成が、新たに不動産
ソリューション事業へチャレンジを始めまし
た。半世紀の間に培ったビルメンノウハウや
ＷＡＲＣＳ（遠隔監視システム）を武器にビ
ル運営の低コスト化と資産価値の維持改善を
フレキシブルに提案してまいります。是非当
社ブースにお越しいただき大成の いぶき
を感じてください。

出展品目
●データセンター空調省エネ機器『パワーセーブプロ.
４０（PSP.４０） ●データセンター電源・ラック
内環境監視システム ●高機能サーバーラック、セキ
ュリティケージ、サーバーラック免震装置

東急リバブル

Ｅ
3

出展品目
●ビルメンの実績

●ＰＭのＰＲ

●ＷＡＲＣＳのＰＲ

駐輪・駐車場情報センター

D
０

-

Ａ
７

-

東京エネシス

10

-

Ａ

-

東京計器工業

ダイドー住販

第449号

-

岩盤浴のプロデュース
北海道から日本全国に広がり続けている岩
盤浴は室温・床温は３５℃〜４０℃、湿度７
０〜８０％に抑えた体に負担のかからない定
温サウナです。岩盤浴に使用される鉱石は北
海道上ノ国産のブラックシリカが最適とされ
ています。当社は北海道上ノ国産ブラックシ
リカにいち早く注目し、他社に先駆けてブラ
ックシリカ岩盤浴のシステム開発に携わって
参りました。岩盤浴の導入をお考えの際は、
当社の元祖ブラックシリカ岩盤浴システムを
是非ご検討下さい。

Ｃ
5

-

ダブル・アイ・テー・ジャパン
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-

デンシン

週刊

子メーターのノウ・ハウ

ビル・工場のエネルギーソリューション

不動産ソリューション／仲介

駐輪・駐車場ソリューション

ビル経営者の皆さまに、貸しビルには欠
かせない証明電気計器（通称：子メータ
ー）の交換の必要性等をご案内いたして
おります。
弊社は、東京電力グループ会社として、
東京電力の電力量計の修理ならびに交換
工事の技術をフルに活用して子メーター
交換工事を行っております。

省エネ・環境型からオール電化、コージ
ェネ，ＥＳＣＯ、又これらに関連する建
築、電気、ＩＴネットワークなど、どん
なことでもご相談下さい、お客さまに最
適なご提案をいたします。

当社「ソリューション事業本部」は、お客
様が直面している個別の問題やニーズに合わ
せたオーダーメイドなソリューションを提供
し、不動産の処分・取得の迅速な仲介業務、
売却・購入のアドバイザリー業務など幅広い
不動産マネジメントをお手伝いします。また
不動産の運営・管理に関してもプロパティ・
アセット・リーシングマネジメントなど幅広
い業務に対応します。

当NPO法人は自転車・バイク、自動車
の駐車場建設、運営、助成と融資、不採
算駐車場の診断、また遊休土地の活用相
談、コインパーク事業、一括借上げ方式
駐車場、リース、ＰＦＩ事業、放置自転
車の撤去相談等を行っています。駐輪・
駐車場に関わる様々な相談に応じますの
で、どうぞ、お気軽にお立ち寄り下さい。

出展品目
●子メーター（実機）サンプル展示 ●子メータ
ーに関わるＱ＆Ａ等をパネル掲示

シティホテル複合用途建物リニューアル
氷蓄熱システムへの更新紹介
省エネルギー診断紹介
エネルギー回収システム
断熱塗料（クールサーム）デモ機展示
遮熱フィルム（ウィンドフィルム）

出展品目

東京電設サービス

Ａ
９

●自転車個別ロックシステム
●バイクロックシステム 他

東京建物

Ｊ
1

-

Ａ
３

出展品目
●ノンリコースローンを活用した不動産投資のご提案
（返済リスクが担保不動産に限定されるローンです）
●当社の投資・事業用不動産サイト『Biz-Solution』
のご紹介

-

東京電力

パネル展示
パネル展示
パネル展示
パネル展示
パネル展示
パネル展示

-

Ａ
4

-

東光電気

出展品目
①
②
③
④
⑤
⑥

省エネ対応の施設エネルギー管理システム

ソリューション

電気設備のメンテナンス

東京建物のビル事業における受託管理業務

「Web対応施設管理システム」「エネルギー
計測＆解析システム」「施設セキュリティ管理
システム」などをご紹介し、効率的な省エネを
実現するための製品群とシステムやオープンネ
ットワーク技術による省エネトータルソリュー
ションシステムの信頼と実績を提案します。

「東電におまかせ!!」電気システムの環
境性・経済性はもちろん、電気以外の様々
なメニューも含め東京電力グループ会社
によるソリューションサービスをご紹介
致します。

当社は、1979年に東京電力株式会社の電力流
通設備の保守管理を目的に設立されました。以来、
26年にわたり東京電力の全ての水力発電所、変
電所、架空送電線、地中送電線など多岐にわたる
電力流通設備の保守・管理に携わり電力の安定供
給の一翼を担ってまいりました。豊富な経験、確
かな技術力と地域密着の保守体制を敷いて、一般
のお客さまに「電気設備の保守・管理・改修工事」
の、コスト削減と事業リスク軽減をご提案してい
ます。確かなクオリティーを持った電力設備総合
サービスカンパニーです。

東京建物は百十年に渡る実績に基づき、平成
不動産不況の中にあっても、ビル事業において
高い収益性を実現して参りました。オーナー様
からご依頼を頂いておりますＰＭ業務におきま
しても、
「運営管理」
「募集」
「工事管理」
「売却
に伴う仲介・補助業務」等の各業務に専門スタ
ッフを配置し、総合的且つ的確なソリューショ
ンをご提供する事により、オーナー様の収益最
大化を実現しております。

出展品目

出展品目
●ｴｺ.Web：エネルギー使用量の簡易表示、データ収
集＆データ解析ユーティリティ） ●施設監視システ
ム（PLC対応 小規模システム[デマンド監視対応]）
●icTouch（FeliCaカード対応 入退管理 セキュリテ
ィ＆省エネ)＊FeliCaはソニー株式会社の登録商標で
す。●オフィスビル向けシステムの実績紹介（DVDデ
モ）

出展品目

東電設計

Ａ
２

●東京建物㈱のＰＭ・サブリース
●東京不動産管理㈱の管理システム

東電工業

Ａ
８

-

Ｃ
6

出展品目
●当社ＰＲパネル ●受電設備点検ビデオ ●電
力設備総合サービスのご案内

-

東邦レオ

-

Ｊ
3

-

トラスト･リンク

●電気システムの環境性・経済性の紹介
●蓄熱システム採用事例紹介、エネルギー・省エ
ネ診断紹介、ビル用自動検針装置、建物診断紹介、
デマンドコントロール、子メータ取替紹介、セキ
ュリティーシステム紹介、受変電保守・点検紹介、
非常用自家発電機メンテナンス紹介 他

ソリューションプロバイダー

・最新の屋上緑化・壁面緑化

防災・保全技術

ディーゼル発電機メンテナンス

本来のポテンシャルを発揮できない不動
産の再生プロセスには、あらゆる分野の
専門家による迅速かつ効率的な結びつき
が不可欠です。弊社は不動産の持つ能力
を最大限に引き出すことに尽力し、全て
の個人・法人様に魅力的な空間を提供す
るという命題を実現するため、柔軟かつ
大胆に問題解決に挑みます。

新築・既存を問わず本格的な屋上緑化を
実現できる「薄型・軽量」の新型・屋上
緑化システムをご紹介します。生育基盤
の中に「嵩上げ部」を設けることで、荷
重制限の厳しい屋上でも「土壌の厚み」を
確保し、多様な地被植物を導入できるよ
うになりました。このほか、壁面緑化の
最新情報も展示します。

東電設計は電力施設の設計等で培った技
術力に基づき、建物の耐震診断などの防
災ソリューション、建物の健全度診断な
どの保全ソリューションを御提案してい
ます。さらに、地球環境に配慮しながら
も快適に過ごせる省資源・省エネルギー
施設の御提案もしております。

弊社は、昭和２９年の創立以来、東京電
力との緊密なパートナーシップのもと火
力・原子力発電所をはじめとする電力関
連設備のメンテナンス工事や建設工事に
取り組んでまいりました。
この５０年にわたり蓄積してまいりま
した幅広い技術技能を、電力とは違った
お客さまにご提供する一つとして、ディ
ーゼル発電設備のメンテナンスサービス
を平成１５年より開始いたしました。
是非弊社ブースにお立ち寄りいただき、
お話をうかがわせてください。

出展品目
●１０月１０日に新発売する屋上緑化システム
「Ｒ−パレットシステム」
●壁面緑化システム

出展品目
●地震防災技術のＰＲ
建物の耐震診断だけではなく建物の建築設備・非構造部材など
の耐震診断も御提案します。さらに、弊社保有の「地震防災情
報システムInfoRisk」を用いて建物周辺敷地の揺れの強さや液
状化発生危険度などの地震想定被害情報もご提供します。

第449号
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補修・改修・耐震補強

石材・タイルのメンテナンス商品

私どもは環境クリーニング機器をトータ
ルに取り揃えているほか、商社であるが
ゆえに特定のメーカーに縛られずに真に
優れた製品だけを選別して取り扱うこと
ができます。また研究開発機能を併せ持
ち、ユーザーの現場からニーズを吸い上
げ、メーカーにフィードバックすること
で、商品の品質向上、初期トラブルの防
止、新商品開発につなげていることが大
きな強みとなっております。

石材やタイルは建物の顔というべき箇所
に使用されておりますが、その美観維持
のメンテナンスはその場しのぎが現状で
す。
弊社は20年以上に亘る豊富な実績と経
験をもとに体系的なケミカルメンテナン
スを提案いたします。

三水会

Ｄ
1

●石材・タイル用保護剤
●石材・タイル用洗浄剤
●石材・タイルのメンテナンス提案

佐山製作所

Ｄ
7

-

Ｈ
7

-

ＣＴ−１

出展品目

出展品目
●アスベスト除去工法（AG-Jシステム） ●地
震に強い壁（リアネット工法） ●強くて環境に
易しい（リアルーフ工法） ●診断から施工（総
合的耐震補強）

-

Ｅ
8

紺

長年弊社は、コンクリート建物の調査・診
断から改修工事、また耐震診断から耐震補強
工事を一貫して手がけてまいりました。近年
は環境問題として注目されていますアスベス
ト対策には、建築審査証明を取得した安全・
安心工法でお応えしています。アスベスト除
去現場のモデルを再現しましたので、ぜひブ
ースにお立ち寄り下さい。

●ビルメンテナンスマシン

-

ジオ・アカマツ

Ｅ
1

環境クリーニング機器

出展品目

●不動産レポートなどを配布

コンステック

-

出展品目

Ｃ
1

-

不動産証券化コンサルティング
不動産証券化手法は、 企業の財務戦略にとって
きわめて重要な位置を占めるとともに、開発型の
プロジェクトなどでは、頻繁に活用されるように
なってきました。一方で、投資的な観点からは、
J-REITや不動産投資私募ファンドがそれぞれ一兆
円を超えて、三兆円の市場規模に成長するなど、
不動産は、投資単位の小口化を通じ、多くの投資
家にとって魅力的な金融商品としてのポジション
を獲得しつつあります。当社では、下記の6つの
アプローチから、お客様の不動産証券化ビジネス
の取組みに対し、最良のパートナーとなるべくお
手伝いして参ります。

蔵王産業

-

Ｉ
3

-

サタスインテグレイト

平成17年10月10日（月4回・月曜日発行）（36）

商業施設のトータルプロデュース

フロアーコーティング

不動産経営無料相談コーナー

給水油圧ポンプ／給水タンク

弊社は創業以来、商業施設の専門家として
多様な商業施設づくりに携わり、経験・ノウ
ハウを蓄積してきました。その分野は、各市
町村の街作り、市街地再開発、民間商業施設
開発と多岐に渡ります。また、企画・調査、
テナントリーシング、環境設計から開業後の
運営・管理に至るまでトータルに事業推進業
務をおこなえるのが弊社の強みです。

今の清掃コストに満足されていますか？
コーティングは従来のワックスに比べ、定
期清掃を大幅にカットできるシステムです。
防汚性、防水性、スリップ耐性に優れ、従
来のワックスでは不可能な床表面の長期美
観維持や保護が可能となり、日常清掃の手
間も簡素化できるようになりました。また、
食品衛生基準法の規格基準に適合しその安
全性は立証されています。

「元気の良い」企業家と、弁護士・会計士・
税理士・司法書士・行政書士・不動産鑑定
士・ファイナンシャルプランナーなどの専門
家が集まるプロ集団「三水会」では、メンバ
ーによる無料経営相談コーナーを開設します。
資金調達から法務・税務、不動産経営に関す
る悩みを全て解決します。ブースにいらして
くれた方には、三水会オリジナルタオルをプ
レゼントします。

貯水槽、給水ポンプを主とした給水シス
テムのメーカーです。給水設備の改善提
案から施工、保守点検、緊急対応迄の業
務を行っています。水の出が悪い、赤水
が出る、水槽設置場所のスペースを有効
活用したい等何でもお気軽にご相談下さ
い。もちろん見積無料です。

出展品目
●弊社過去の実績
弊社の実績を紹介させていただき、商業施設の新
規開発、再生、プロパティマネジメントをご提案
いたします。

ジャパンメンテナンス

Ｆ

11

地震リスク・マネジメント研究会

Ｇ

-

Ｂ
1

●法務・税務・不動産コンサルティング
●各種セミナービデオ上映 等

-

昌平不動産総合研究所

-

Ｂ
8

-

住友スリーエム

出展品目

出展品目
●シリコン・アクリルウレタン・アルコキシシラ
ン・ＵＶ 各コート

出展品目
●給水油圧ポンプ ●磁力活水ユニット
既存給水設備の改善、提案パネル、増圧給水設備
への改修、受水槽、高架水槽の取替、既存給水設
備の老朽化パネル

11

シートで簡単に、ビル・リニューアル！

中小ビル経営支援

総合ソリューションパートナー

地震リスク・マネジメント

３Ｍは多岐をわたるテクノロジープラッ
トフォームを基盤として、５万種に及ぶ
製品を生みだしてきました。 今後、成熟
していく豊かで文化的な、未来の社会か
らも評価されるような、ユニークな製品
をご紹介していきたいと思います。

弊社は賃貸ビルオーナーとして蓄積した
ノウハウをカタチにして提供します。不
動産流動化が盛んな今日、不動産を所有
し自ら運営管理することにこだわり、そ
の為に収集した情報や経験を書籍、講演、
研修、ソフトウェアというカタチにして
ご紹介します。

ＰＭ・ＬＭ支援並びにＣＭ対応など、ビ
ルメンテナンスをベースに時代の新しい
ニーズに対応いたします。
ビルメンテナンスに関するトータル・
ソリューションパートナーととして、総
合コンサルティングを行います。

最新の地震リスク・マネジメント技術を
活用して、ビル経営力を強化する方法を
紹介します。ブースでは、ご来場者様の
建物を対象とした簡易地震リスク診断（無
料体験）も実施しています。
是非、お立ち寄りください。

出展品目
●フィクサル／外壁改修用フィルム接着工法 ̲
ダイノック／内装仕上げ材 ●ホワイトボードフ
ィルム／プロジェクター投影タイプ ●ネオック
ス／水廻りのリフォームシート ●スコッチティ
ント／窓用フィルム ●ファサラ／ガラスシェー
ドフィルム ●ニューラックス／蛍光灯反射板

Ｂ
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●耐震、制振（震）、免震の実施例（パネル、
DVD） ●耐震、制振（震）、免震の震動実験
●制振（震）ダンパーの模型 ●簡易地震リスク
診断（無料体験）

全国ビルメンテナンス協会

Ｄ
5

住友セメントシステム開発

Ｂ
4

-

ソフト・ボランチ

出展品目

出展品目
●ＰＭ支援
●ＰＦＩ実績、指定管理者対応
●建築・設備診断内容、修繕計画策定内容
●総合メンテナンス業務
●コケ緑化工法、配管洗浄方法 など

-

10

●長期修繕計画＆マンション管理ソフト ●ＰＭ
（中小ビル向けプロパティマネジメント）ソフト
●「不動産ビジネスのカタカナ語」ほか書籍販売
●ＰＭ（プロパティマネジャー）養成講座の紹介

-

Ｂ

-

ダイキンエアテクノ関東
ダイキンエアテクノ東京

出展品目

ビル空調リノベーション

ITソリューション

ビル管理関連図書

ファシリティマネジメント

空調更新の時機を迎え、工期、費用でお
悩みのオーナー様も多いと思います。ダ
イキンは現状の冷媒管を再利用し、
『テナ
ント居ながら』、『工期半減』を実現する
画期的な更新専用機を開発、また資金面
では『リース制度』を新設しご提案させ
ていただいております。
是非、ブースにお立ち寄り下さい。

弊社は，不動産業界向けソフト『PMボランチ』の
開発販売を行なっております。昨年のフェアではマ
ンスリーレポート発行をメインとしたPMマネージ
ャー支援システムをご紹介させて頂きましたが、今
年はお客様のご要望やご意見を活かし、更に不動産
業界の急激な変化を捉え、より幅広いお客様にお使
い頂ける、グレードアップした『PMVolante for
RealEstate』をご紹介しています。また弊社は、不
動産業界向けのITコンサルティングも行なっており
ますのでITの活用でお困りのビルオーナー・ビル管
理会社様はお気軽に弊社ブースにお立ち寄り下さい。

清掃従事者研修用テキストなどビルメン
テナンス企業必携の協会発行書籍を展示
します。

施設、設備、機器等「ファシリティ」と
呼ばれる資源は、企業経営に於いて重要
な経営資源となっていますが、資源の所
在や活用方法が属人化し、企業の情報資
産としてデータが一元化されていないた
め、有効活用されておりません。
「ファシ
リティ」を最適化し、蓄積されたデータ
を経営戦略に反映し、問題解決するソリ
ューションをご提案致します。

出展品目
●更新専用ビル用マルチ
●集中管理システム
●屋上遮熱塗装
●分煙室 空気清浄機

「ＶｅーＵｐＱ」
「Ｄ−ＢＩＰＳ」
「ゼッフル」
「ＡＣＭ７５Ｆ−Ｗ」

出展品目
●プロパティマネジージャー支援システム『PMVolante』
●次世代不動産管理システム『PMVolante for RealEstate』

出展品目
●「新版 建築物清掃技術基準」「病院清掃の基
本と実務」「清掃管理業務 インスペクションガ
イドブック」「防災センター勤務員の災害行動マ
ニュアル」etc.

出展品目
●簡易資産管理システム 「移da転」

（37） 平成17年10月10日（月4回・月曜日発行）

出展品目
●エムユニット（流体磁気処理装置）マンション150戸用の
M-UNITを1台展示。
●関連資料 M-TOC・黒錆化サンプル・他資料。

出展品目
●ＯＢＩＣ７exビルマネジメントシステム、ＯＢＩＣ
７exビルメンテナンスシステム●ＯＢＩＣ７ex管理組
合会計システム、ＯＢＩＣ７ex会計情報システム●Ｏ
ＢＩＣ７ex給与情報システム

大崎電気工業

Ａ
6

業務用空気清浄機

Ｗｅｂ対応集中検針システム

オーデンは業務用空気清浄機の専門メー
カーです。独自技術によるユニークなニ
ードル放電方式を採用し、集塵効率・耐
久性・安全性を高次元で実現しておりま
す。豊富な納入実績で高い評価を得てい
ます。オフィス・店舗などでの空気浄化
にお役に立つご提案をさせていただきま
す。是非、弊社のブースへお立寄りの上、
一声お掛け下さい。

複数あるビルの検針業務を、まとめて行い
たいと考えている方へ。今回の展示製品は、
インターネットが接続できるパソコンがあれ
ば、Ｗｅｂブラウザ経由で複数のビルの電気、
ガスなどの使用量を見ることができ、ビルの
群管理には、最適なシステムです。今回が初
の出展となりますので、是非ブースにお立ち
寄り下さい。

出展品目
●天井埋込型空気清浄機 ●テーブル型空気清浄
機 ●パッケージ型空気清浄機 ●除菌脱臭装置

環境エンジニアリング

Ｇ
2

出展品目
●Ｗｅｂ対応集中検針装置 ●マルチメディア端
末 ●デマンドコントロール装置 ●ワットチェ
ッカー ●ＬＥＤ ＳＩＧＮ

カルモア

Ｂ
6

-

Ｌ
2

Ｃ
2

-

環境新聞社

-

-

Ａ
３

コンサルティングから、システム構築、
導入、運用サポートまで、最適なソリュ
ーションをワンストップで提供します。当
社ブースでは、不動産管理業に精通した
アドバイザーが、豊富な経験や実績をも
とに貴社情報システム構築に際してのご
要望や疑問点について、個別に応対させ
ていただきます。

オーデン

第449号
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不動産管理業向けサポートシステム

「エムユニット」はマンション等、水周り
の設備費を軽減して安全で健康な水を提供し
ます。赤水の問題を解消し、配管内の腐食を
止めるので配管の交換は要りません。又、高
架槽や配管内のヌメリを抑制し、常に衛生的
な水を保ちます。ファラデーの理論を基に製
作しているので、磁化力が強く信頼性が高い
商品です。商品・資料等を展示して居ります
ので是非お立ち寄り下さい。

関電工

Ｂ

-

水と水設備の保全

オービック

平成6年月24日第三種郵便物認可

-

Ｃ
3

-

神威産業

週刊

省力化／防災・防犯

環境経営関連の新聞・書籍

ビル再生ソリューション

脱臭製品・サービス

「お客様にご満足いただける高品質の設備と
最高のサービスを提供すること」が関電工の使
命です。電気設備、情報通信設備、環境設備、
電力設備の広い分野で高い技術力と豊富な実績
を背景に、みなさまのニーズに応える生活空間
を創造し、社会に貢献する企業として、ビル建
設、運用・管理に関するソリューション技術に
ついてご紹介いたします。

「環境新聞」は今年で創刊40周年。建
築物の省エネ技術や光触媒建材、土壌汚
染対策、廃棄物処理、ESCO事業など、建
設・不動産業界における環境経営の情報
も豊富に取り扱っております。
ブースでは「環境新聞」最新号を無料
配布するほか、小社新刊「地価汚染」
（不
動産鑑定士・足立良夫著）など関連書籍
も展示致します。

無勾配排水に象徴される不可能を可能とする
技術力とアイデア・デザイン・管理能力を以っ
て、ビルオーナーのニーズに応じる事業展開を
図ります。BRS共同事業体はビル再生ソリュー
ションを診断調査（耐震診断・法令適否・地域
市場調査・等）・企画・設計・施工・管理まで
一貫してお役に立てるよう、エキスパート集団
のネットワークを活かします。
BRS共同事業グループ：㈱環境エンジニアリ
ング/㈱エイテックス/東光電気株式会社/川崎
設備工業株式会社/第一工業株式会社/ロイヤル
機器株式会社/ BRSネットワーク各社

創業以来、においにおける測定から脱臭対策ま
でをトータルに手掛ける総合脱臭メーカーとして
発展して参りました。激しく変化する社会の動
き、においにおける市民の価値観の変化、そして
近年における環境問題に、カルモアは積極的に向
き合い、これまで永年培ってきた豊富な知識と経
験、そして優れた技術と設備を駆使して、より魅
力ある商品の開発を行っております。今回は新開
発の脱臭装置「マグセライド」など脱臭に関する
製品・サービスを展示いたします。

出展品目
●トヨモジュールブランチ（分割・接続型屋内電力ケーブルを用
いた、工期と工区に合わせたケーブル布設省力化工法） ●セキ
ュリティシステム（ＪＡＶＡ言語にて独自開発したセキュリティ
システム） ●スモークガード（改正建築基準法に適合したエレ
ベーターシャフト用防火システム） ●アイ・ＥＹＥネットシス
テム（遠隔監視・制御が可能な防犯・監視システム）

出展品目

ＣＵＢＥ

Ｇ
５

企画ビルディング

Ｅ
2

-

Ｇ
1

-

共同カイテック

出展品目
●マグセライド ●マイクロゲル ●プロサービ
ス ●防カビ対策業務

●無勾配排水システム

-

Ｆ
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-

クリエイティブサービス

出展品目
●環境新聞」
（無料配布）
●不動産鑑定士・足立良夫著「地価汚染」

不動産管理事業者向け勤怠管理

１０年保証ＯＡフロア

商業施設の企画/デザイン/プロデュース

プロパティ＆ファシリティマネージメント

たった１〜２人しかいない派遣先従業員の
勤怠管理どうされていますか？電話連絡や書
類の郵送、もしくは完全に現場任せのところ
も多いのではないでしょうか。今回は、低コ
ストで導入可能な「携帯電話を利用した勤怠
管理システム」を紹介させていただきたいと
思います。
また、相手の顔を見ながら会話ができるＩ
Ｐテレビ電話「Luksee」を展示。実際に体
験していただくこともできます。ぜひ、当社
のブースにお立ち寄り下さい。

発売から１８年・納入３万３千件・納入実
績８００万㎡突破の、確かな実績をもつＯＡ
フロアのロングセラー商品 "ネットワークフ
ロア"の人気の秘密をご紹介します。優れた実
績と製品性能から１０年保証を実現し、また
ＯＡ業界では画期的な、地球環境にやさしい
リユース・リサイクルシステムを確立したＯ
Ａフロアです。

『未体験の空間の創造』をテーマに、マ
ーケティングを含めた空間コンセプトの
立案から、デザイン、設計施工、さらに
プロモーション活動を含めた運営プラン
迄、
『活きた空間創り』をトータルにお手
伝いさせて頂きます。

ビルディンググループは、２０余年の仲介
実績を持つビルディング企画を核に賃貸ビル
仲介、プロパティマネジメント、並びにファ
シリティマネジメントサービスを提供してお
ります。
展示では、リニューアル工事・管理・
SOHOなど企画提案、レイアウト及び内装工
事・オフィス家具・通信・OA機器・セキュ
リティのご提案、賃貸市場レポート（AMサ
ポート）
、ネット活用のヴァーチャル内覧（ビ
ルみる）といった弊社サービスについてご案
内します。また、オフィス家具の展示即売会
を実施。ぜひお立寄りください。

出展品目
●携帯電話を用いた勤怠管理システム
●IP TV電話「Luksee」

構造品質保証研究所

Ｈ
3

建設設備維持管理協会

Ｂ
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-

Ｃ
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-

コクヨエンジニアリング＆テクノロジー

-

Ｂ
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-

コンサルトファーム

出展品目
●ネットワークフロアの主な納入実績紹介 ●ネ
ットワークフロアのリユース・リサイクルシステ
ムの紹介 ●新発売 モールドタイプコンセント
の紹介 ●屋上緑化システムの紹介

出展品目
●商業施設の企画・デザイン・プロデュースのPR
●移動個室
●移動オフィス
●HAKONIWA
●作品写真パネル

業務支援ソフト

ビル・バリューデザイン

耐震補強・SRF工法

空気質管理

ビルメンテナンス業務の生産性向上を実
現するe-ビルメンテ工程管理システムは、
作業実施状況やインスペクションの結果
データを本社に自動集信。離れた現場の
実態をデータで把握し、品質の平準化や
仕様の見直しに科学的な分析結果を提供
します。業績管理や就業管理を中核とす
るe-ビルメンテ・シリーズも好評展示中！

弊社のオフィスづくりのノウハウを活用
し、テナント様に選ばれるビルリニュー
アルをご提案しています。
オフィスの快適性や創造性、効率や生
産性を知りつくしたコクヨがビルセキュ
リティ、建築改修工事からテナント誘致
サポート、テナント様ご移転サポートま
でワンストップでお応えいたします。

当社の開発した柱補強のSRF工法は伸縮性
に富んだ補強材を用いるため、従来の鉄板巻
き補強や炭素繊維補強と異なり、柱の内部が
粉々になっても柔軟に対応してビルを支える
効果があります。今回のブースでは、訪れた
皆さんにその工法の秘密に触れていただきた
いと思っています。また、両日ともに、セミ
ナーを開催します。首都圏に訪れると言われ
ている大型地震が現実のものとなる前に、耐
震補強の重要性とSRF工法の有用性を、是非、
皆様に知っていただきたいと思います。

私どもはオーナーの立場で建物設備の維
持、管理、運営方法を研究している協会
です。今回は建物内の空気質をテーマに、
①CO2対策、②シックハウス、アスベス
ト対策、③脱臭対策、④カビ菌対策、⑤
コスト削減、についての研究と展示品を
ご紹介致します。

出展品目
●e-ビルメンテ・シリーズ・・・・「工程管理システ
ム」「業績管理システム」「就業管理システム」「人事
オプション：人事労務管理」「人事オプション：有休
管理」
「人事オプション：工数管理」

出展品目
●バリューデザイン（テナント視点の発想）
●グリッド天井 ●ビルセキュリティ実演
●モデルプラン紹介 ●新喫煙ブース紹介

出展品目
●SRF工法、模型等

出展品目
●ゼロエミッションを目標とした一般空調用フィ
ルタ ●マグセライド脱臭テスト機 ●酸素クラ
スター殺菌脱臭装置 ●ＶＯＣ吸着シート ●カ
ビ菌対策用薬剤他
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●事業案内、会員募集、各種教育研修事業
●SC業界唯一の専門誌 SC JAPAN TODAY
●SC業界唯一の一大イベント SCビジネスフェア2006の開催
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ニチアス

Ｆ
1

エンジニアリングレポート

オフィスビルリニューアル

当社は世界最大の自動車メーカー、米国
ゼネラルモーターズ社傘下の商業用不動
産金融会社です。不動産投融資に関する
最先端のサービスを日本およびアジアの
お客様に提供しています。その内容は融
資業務、投資業務、サービシングと多岐
にわたり、皆様のあらゆるご要望に、よ
り高度な投融資ソリューションの提供で
お応えしています。

日本の証券化・流動化市場において、ます
ます重要性を高めている建物・環境に関する
調査診断報告書＝エンジニアリングレポート。
日本管財では、ＬＣＭ（ライフサイクルマネ
ジメント）の概念に基づき、独自に蓄積した
データやノウハウを駆使して、現実的で客観
性の高いエンジニアリングレポートを提供し
ています。

当社は長年の実績と信頼性の高い技術で最
適なビル環境づくりと最新のオフィス空間の
創出を提供しています。本展示会では、建物
の機能性と安全性を向上させるため、オフィ
スビルのリニューアルソリューションをご提
案します。また、現在問題となっているアス
ベストについての無料相談も受付ていますの
で、ご相談ください。

ノンリコースローンを中心とした各種融資業務をはじ
め投資業務、サービシング等、当社のビジネスをご案
内しております。

日本ファシリティマネジメント推進協会

Ｄ
2

出展品目
●リニューアル用ＯＡフロア「ニチアスデルタフ
ロアＶ」 ●巻き付け耐火被覆材「マキベエ」
●不燃化粧板「アスラックス」シリーズ

日本ビルヂング協会連合会

Ｄ
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-
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出展品目
●PRMプロパティリスクマネジメン
実績・データに基づいたエンジニアリングノウハ
ウで、不動産経営で不可欠なリスクを予測
●フィージビリティスタディ
●デユーデリジェン
スレポート ●バックアップサービス

-

ネコン

-

Ｈ
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-

バイオミミック

Ｆ

不動産金融サービス

出展品目

出展品目

日本管財

-

1973年4月、わが国SCの発展を通じて豊かな生活
づくりと地域社会の振興に貢献することを目的に設立
された、経済産業省の認可団体です。2003年には創
立30周年を迎え、会員数は1,000を超えるまで成長。
またSC数も2,700を超え、SCにおける小売売上額は
わが国小売業総売上高の2割を占めるまでになりまし
た。
主な活動内容としては、全国7つの支部組織と12の
専門委員会を設け、会員企業の様々なニーズに応え、経
営課題の克服に向けた支援体制をつくり、SC経営に役
立つ多様なサービスメニューの提供や社会貢献事業、ま
ちづくり等々積極的に取り組んでおります。

Ｆ
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-

ショッピングセンター(SC)の業界団体

ＧＭＡＣコマーシャル・ホールディング・アジア

-

Ｄ
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-

日本ショッピングセンター協会

平成17年10月10日（月4回・月曜日発行）（38）

可視光応答型光触媒

空気環境測定／エコプラント

ファシリティマネジメント

ビル経営者の集合体

バイオミミック社とエースネット社の共
同開発により地下室、厨房などの太陽光
が届かない場所において、消臭、防汚、殺
菌の効果をだす光触媒「バイオミミック
コート」の商品化に成功しました。蛍光
灯、白熱灯でも効果出せ実用範囲の広が
った光触媒「バイオミミックコート」を
是非皆様のお役に立ててください。

当社では、ビルの設備管理業務、空気環境測定
業務、消防設備点検業務、照度・騒音・ホルムア
ルデヒド・アスベスト等の測定業務を行っていま
す。ビルの環境保全業務に携わる当社では、新規
事業として室内のエコプラント（環境植物）とそ
の付属品の販売業務を紹介いたします。電力を使
わずに、プラントの育成・管理上問題になる水遣
りを自動化しましたので、不動産ソリューション
フェアに来駕のお客様は、ぜひ当社のブースで実
物を見てください。

社団法人 日本ファシリティマネジメン
ト推進協会（ＪＦＭＡ）は、わが国にお
けるＦＭの普及定着を図り、ファシリテ
ィマネジャーの育成を推進する機関です。
今回のフェアでは、
「総解説ファシリティ
マネジメント」「FM財務評価ハンドブッ
ク」「FMベンチマーキング調査報告書
2005年度版」「FMベンチマーク調査報
告書2005年度版」「最新5年間のFMキ
ーワード」など書籍類を展示いたします。

ビル事業の改善、発展を図るため、建
設、経営、管理に関する調査研究を行う
とともに、税制、法令、金融等諸政策に
ついて政府及び官公庁に対し働きかけを
行っています。無料講演会、機関誌、各
種レポートの配布等、会員メリットは多
大なものがあります。常時、正会員、賛
助会員を受け付け中です。

出展品目
●BM-ハイコート ●BM-ブイコート ●BMユーコート ●BM-ジーエスコート ●BM-ア
ンダー

Ｇ
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廣瀬商会

Ｃ
1

出展品目
●協会のご案内
●機関紙「びるぢんぐ」
、
「BUILDING TOKYO」
●「オフィスビル標準賃貸借契約書」（展示即売）

日立ビルシステム

Ｇ

-

ファイバーゲート

●書籍類の展示・予約受付

-

13

出展品目

●エコプラント（環境植物）
●空気環境測定 他

-

Ｂ

-

富士通ビジネスシステム

出展品目

13

業務支援システム／ITコンサル

ビルブロードバンド化／映像化

業務用床洗浄機

セキュリティ／省エネ／省コスト

昨今、不動産流動化が活性化してきており、業界全体での勝
ち組と負け組の差がどんどん激しくなってきております。そこ
で、弊社致しましては、皆様の勝ち組へ飛躍のためのITコンサ
ルタントパートナーとして選択して頂ける様、この度、弊社独
自開発によるWEB-ASコンポーネントシリーズの一環として
建物サービス業務シリーズ（PM/BM/CM/LM）新製品を開
発することになりました。そこで、今回は、業務の効率化や原
価管理を正確にとらえるための販売管理システムと人と時間の
有効活用ということにおいての就業管理システムを発表致しま
す。また、それらシステムを導入するために無料による簡易IT
コンサルサービスを実施することも可能となっております。是
非、この機会にお立ち寄り、ご覧頂き相談して頂ければ幸いに
存じます。

ご自分のビルは既に光ファイバーが設備さ
れていると勘違いされてませんか？ビルの地
下まで光ファイバーが来ていても、テナント
様は利用開始まで2ヶ月お待ち頂く事になり
ます。弊社がご提案するサービスをご利用頂
く事によって、テナント様のお申し込みから
2週間での利用開始を実現致します。また、ネ
ット上での事務所探しをよりリアルにイメー
ジして頂けるよう不動産物件の映像化をご提
案させて頂きます。

2002年3月、世界的トップメーカーで
あるドイツHAKO社との日本における独
占販売契約締結を機に新たに各種清掃機
器の販売をスタートいたしました。主製
品は床洗浄用のスクラバー機、物流拠点・
倉庫等の清掃に活躍するスイーパー機で、
中でも大型（搭乗式）スイーパーは根強
い人気とご支持をいただいています。今
後も他社の追随を許さない製品をご提供
いたします。

オフィスの付加価値向上のために、セキ
ュリティ・省エネがキーワード。既存ビ
ルに「すぐに」
「簡単に」導入可能な月々
２万円からのセキュリティ。また空調省
エネを初期投資「０」で実現し、さらに
削減電気料金を補償する画期的商品をご
提案します。ぜひ当社ブースにご来場下
さい。

出展品目
●WEB-ASコンポーネント（仮称）建物サービス販売管理システム
（契約管理・販売管理・業務管理・仕入管理・原価管理等） ●WEBASコンポーネント（仮称）建物サービス就業管理システム（出退勤
管理・シフト管理・工数管理等） ●建物サービス業向けフリーITコ
ンサルティングサービス

●VDSL装置設置による、ビルのブロードバンド
化 ●ビル、マンション等不動産物件の映像化

プロデュース＆パブリッシュ

Ｌ
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出展品目
●インターネット型入退室管理システム＜ネット
ACS＞̲防犯カメラ ●パッケージエアコン省コ
ストシステム＜ネット・エネケア＞

ブルースタジオ

Ｊ
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-
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出展品目
●業務用床洗浄機

-

ヘルツ化学

-

Ｅ
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-

ベル・ファニチァー

出展品目

商業用家具／営業用椅子・テーブル

パーマシールド,パルス

室内を無臭空間にする新技術

バリューアップコンサルティング

1965年創業の飲食店等商業施設の椅
子・テーブルの専門商社です。
別注品、輸入品、張替修理等、幅広く
対応できます。

パーマシールドは、地球環境と人体の健康を考
慮し、国土交通省と厚生労働省の外部機関から、
国内で唯一認証を取得した塗料タイプの高度樹脂
です。コンクリート、タイル、レンガ、石材、金
属、木材、樹脂などあらゆる製品に塗布すること
で、劣化、腐食等を防ぎます。パルスは、各種電
子機器、高機能医療機器等の電磁波シールド材で
す。低周波領域から、高周波領域における高性能
電磁波シールド材として、電子工業界から特段の
評価を得ております。また、ISO14001、グリ
ーン購入法、HACCP,PRTR法、ROHS法などに
も対応出来ます。

室内の空気をまったくの無臭空間にし、さ
らには瞬時の除菌もできる技術が確立され、
介護施設や病院で採用されているシールド方
法。室内でのタバコの臭いや飲食店の排気問
題などは、この技術を取り入れると、室内の
空気をまったくの無臭化にさせることができ
ます。建物の条件や対策目的に応じて設備が
導入できるのでぜひご相談ください。

収益物件の付加価値最大化に不可欠なも
の。それは的確なマーケティングとター
ゲットテナントの設定です。
８０００名を超えるテナント情報を抱
え、２００プロジェクトを超える収益物
件バリューアップ実績を持つブルースタ
ジオの、マーケティング手法、デザイン
ノウハウをご紹介します。

出展品目
●商業施設用椅子・テーブル

出展品目
●パーマシールド ● 光触媒 ● 防錆材 ● パルス
（電磁波の遮蔽、吸収材）

出展品目
●ミニシールダー：スプレータイプの移動型シールダ
ー ●施設型シールダー：天井に取り付けるなど施設
条件に応じて設置するシールダー ●ファミリーシル
ダー：10畳程度までの部屋に置くタイプのシールダ
ー ●トイレ用シールダー：トイレに設置する自動感
知型シルダー
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ボーズ感性工学リサーチ
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松下電工エンジニアリング

平成6年月24日第三種郵便物認可
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マルタカ

週刊

マッサージ器

ビル・トータル・リノベーション

ＩＴ企業が提案するテナント誘致支援サービス

一体型サラウンドシステム

オフィスでリラクゼーションを。一時間
に5分の休息タイムで心も体もリフレッシ
ュ。グッドデザイン賞受賞のセレヴィス
なら洗練されたオフィス空間にもマッチ
すること間違いなし。
小さな空間に置けるフィットフットキ
ュットは痛気持ちいい足裏指圧。体験し
たことのないキュット感で女子社員の人
気者になるでしょう。

ビル・リノベーションにおいては、いかに建物
価値、しいては資産価値を高めるかが最重要課題
ではないでしょうか。松下電工エンジニアリング
は、
「建物価値を高めるリノベーション」のために
取組むソリューションとして「内装・外装バリュ
ーアップ」
「セキュリティ」
「省エネルギー・省コ
スト」の３つのテーマをブース内のセミナーによ
るご説明とシステム展示にてご提案いたします。
当日はご質問ご要望等も承りますのでぜひお越し
ください。

「空室がなかなか埋まらない」
「希望の業種
からの引き合いが無い」などお困りのオーナ
ー様を、ＩＴを駆使し借りたい情報を豊富に
抱える『イー店舗』がサポートします。ＩＴ
企業ならではの集客で多くの出店希望者と迅
速、確実な情報のやりとりが可能な『イー店
舗デザインドットコム』のご紹介と空室相談
コーナーではテナント付け、建物価値の向上
等あらゆるご相談にお応えいたします。

VIAはBOSE社のサウンドテクノロジーを最大限に結
集したコンセプトモデルとして開発され、一般市場で
は販売されておりませんが、各界で主催の会議場のホ
ワイエ、展示場の休憩コーナー等で直接ご視聴をいた
だくデモンストレーションを展開しております。
コンサートホールの生演奏さながらの深みと臨場感
のある間接音効果を存分にお楽しみいただけます。場
所をとらない一体型でテレビに接続してホームシアタ
ーとして、単独でCD・MD演奏（MD録音記録あり）
FM・AM放送、カラオケ機能、マイクミキシング機能
を備え、アウトドアでも楽しめる充電バッテリー、車
載用コードも用意されており、まさにユビキタス時代
にふさわしい画期的音響システムとして民生用、業務
用を問わず大好評を頂いております。

出展品目
●セレヴィス（マッサージチェア）
●フィットフットキュット
（フットマッサージ器）

の有効活用や売買の仲介といった不動産
に関する知識・ノウハウを豊富に持って
おります。お客様の不動産に対して、コ
ンサルティングからベストソリューショ
ンまでをグループ一丸となってご提供さ
せて頂きます。是非ブースにお立ち寄り
ください。

出展品目
●自動床洗浄機 Rook17H
●スイーパー RS−５０
●アップライトバキューム スイングバック12
●各種ケミカル製品

リファイン建築研究会
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三井情報開発
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アセットコンサルティング

不動産総合ソリュ−ション

弊社は、ビルマネジメントやテナントリー
シングはもとより、収益不動産のデューデリ
ジェンスや不動産鑑定、売買仲介など幅広い
対応力・決定力を保持しています。また、ビ
ルオーナーの方へは、不動産価値の維持・向
上のご提案もさせていただいております。不
動産に関しお悩みをお持ちの方は、是非当社
のブースにお越し下さい。

不動産業界内における各プレ−ヤ−の情報共有・
一気通貫型業務支援ソリュ−ションをご紹介いた
します。昨今、不動産業界では、不動産の証券化・
流動化が促進しJ-REITへの相次ぐ上場、不動産フ
ァンドの組成が今後ますます多様化、活発化する
状況下において、不動産と金融の融合化が顕著に
あらわれてきております。そうした中、不動産業
界の各プレ−ヤ−のありとあらゆるニ−ズに、幅
広いラインナップで弊社がお答えいたします。尚、
ブ−スでは各種システムのデモをご覧いただけま
すので、お気軽にお立ち寄り下さい。

出展品目

出展品目

●プロパティマネジメント ●テナントリーシン
グ ●リーシングマネジメント ●弊社アセット
コンサルチィングシステム

モルガン・スタンレー証券
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●プロパティ−マネ−ジャ−（不動産管理会社、ビルメンテナン
ス会社向けシステム） ●ARGUS（不動産投資・運用会社向け
システム） ●Eaglet（複数法人対応管理会計システム）
●MAPⅡ（予算・実績・将来経営シミュレ−ションシステム）

ミラクルスリーコーポレーション

Ｆ
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-

ビルメンテナンス環境の変化・多様化に
伴い、各種ケミカルとともに、状況に応
じた「メンテナンスマシン」の重要性が
ますます高まっています。
「お客様の声を
カタチに」を基本コンセプトに、独自の、
真に価値のあるメンテナンスマシンを実
演展示いたします。

出展品目
●プロパティマネジメントのＰＲ
運営・管理、リーシング、長期修繕工事計画（Ｌ
ＣＣ）などの分野で、ビルそれぞれの特性に合わ
せた戦略のご提案。
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マシン＆メンテナンス資機材

当社は、三井不動産グループのネットワー
クを活用したリーシング力により、圧倒的な
テナント誘致をご提供します。また、中長期
修繕工事計画（ＬＣＣ）
、グレードアップ工事
計画を提案・実施し、ビルの競争力を維持・
向上させます。これらソフト・ハードの両面
から、ご所有のビルの収益を最大化させるた
めの戦略をご提案いたします。

-
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-

リンレイ

ＰＭ（プロパティマネジメント）

三井不動産販売

出展品目
●ヴァーチャル・イメイジング・アレイシステム（VIA）

-

三菱地所グループは、丸の内での再開
発・ビルの管理運営を始めとし、不動産
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出展品目
●オーナーが希望する業種の店舗テナントをマッチング
させます。（空室相談コーナーの設置）●店舗テナント情
報の提供サイト「e-tenpodesign.com」のご案内

-

コンサルティング＆ソリューション

三井不動産ビルマネジメント

-
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三菱地所グループ

出展品目
●内装 ： ＯＡフロア・リニューアル用照明器具 ●セキュリテ
ィ ： 入退室管理システム・ネットワークカメラシステム ●省
エネ・省コスト ： ビルコントローラ・リモート監視システム
●その他 ： 屋外用LEDカラー演出器具 ●松下電工東京田町ビ
ルのリノベーション事例紹介

リファイン建築

不動産投資相談会

アセットマネジメントの解決策！

「リファイン建築」とは、老朽化した建物の８
０％を再利用しながら、新耐震に適合し、６０〜
７０％のコストで、まったく新しい顔と用途を持
った建物に生まれ変わらせることを可能にする、ま
さに２１世紀をリードする先進の建築技術です。高
齢化など新たな行政ニーズへの対応が迫られてい
るにもかかわらず、自治体の財政は厳しくなる一
方です。リファイン建築こそ、こうした諸問題を
見事に解決する画期的な手法となることでしょう。

昨今の不動産ブームを受け、これから不動
産投資をお考えの方、既にご経験のおありの
方、この機会に不動産投資の基礎知識から、
応用まで様々なご相談をお受けいたします。
また、ノンリコースローンへの既存ローンの
借換等についてもお気軽にお尋ね下さい。な
お、個別相談とさせていただきますのでご来
場に際、ご遠慮なく弊社職員にお申しつけ下
さい。

資源循環型社会に最もふさわしく全く新
しい発想から生まれた、住みながら、営
業しながら「増築＋リフォーム」を実現
したプランです。既存建物を残すため工
事日数も建築費もおよそ半分。解体撤去
費用、引っ越し費用も不要。新耐震設計
のため地震に強く二重壁外断熱工法によ
る長寿命化につながる画期的工法。

※ノンリコースローン：ノンリコースローンとは、従
来の融資とは異なり、融資対象となる物件の収益力に
対して融資されるローンのこと。安定した収益が見込
める物件であれば、リスクを限定しながら不動産の投
資効率を高めることができる画期的なローンです。

●ミラクル・スリー（特許取得） ●ミラクル・
ツー ●ミラクル・セブン ●ミラクル畑

出展品目
●IPSE都立大学／神田町NFビル／福岡市農業協同組合本店
ビル／佐伯市蒲江 海の資料館／日田農機ビル／ヌーヴェル・
ONE／PARK SIDE GARDEN／八女市多世代交流館／宇
目町役場庁舎／鉄輪バーデンハウス

出展品目

