原石・墓石・石材加工技術が一堂に集まる石材産業専門展示会 ［ 同時開催：エンディング産業展2017 ］

ジャパンストーンショー2017
2017.8.23wed --25 fri

主催

開催時間 ▶10：00〜17：00

東京ビッグサイト 東5ホール
イベントに関するお問い合わせ

被災地支援
プロジェクト
8.23 wed - 25 fri

特設エリア

▶被災地写真展 東日本大震災・熊
本地震の際の倒壊した墓地の現場写
真をパネル展示します。
▶熊本物産展 熊本豚骨ラーメン・高菜
漬・黒糖ドーナツ棒・調味料・馬肉加工品
など熊本を代表する特産品を販売します。

TEL.03-3251-7671 FAX.03-3251-7681 Email：oﬃce@japan-stone.org

北木の石切り唄
パフォーマンス
8.23wed 16：00 -17：00

I - 3 イベント会場

■講師：北木島 石切り唄保存会
■担当：ジャパンストーンショー運営委員会

▶石切り唄 石材の丁場から切り出
すときと、切り出した大きな石を小
割するときの二つの唄があります。
歴史ある石工の仕事を作業実演とと
もに伝統民謡「石切り唄」を通じご紹
介。
（岡山県 北木島 石切り唄保存会）

全国お墓なん
でも相談室
8.25 fri 終日

一般消費者向
け！ お 墓 デ ィ
レクター１級資
格取得者によ
る、お墓に関す
る相談を受付
ます。

伝統工芸士
石材加工実演
8.23 wed - 25 fri

再発見！
日本の石
8.23 wed - 25 fri

特設エリア

▶ハローキティ石像 150cmサイズ
キティちゃんは広い会場でのランドマー
ク。キティちゃんと一緒に写真撮影！
▶採石現場と石材加工の動画上映
山から石を切り出すダイナミックな
仕事、加工現場の動画を上映。

石臼体験と
コーヒーサービス
8.23 wed - 25 fri

石は古くから食
文化においても
重要な役割を果
た し て き まし
た。石臼でコー
ヒー豆を引くこ
とでその豊かな
香りを体験して
ください。

コーヒーラウンジ

相談コーナー

石産協ブース

機械化に伴い職
人の技を見る機
会が減ってきて
い ま す 。若 手 石
工の育成と伝統
の技法を後世に
残すため、継承さ
れてきた石工の
技をまじかでご
覧いただきます。

日本石材産業
協会PR
8.23 wed - 25 fri

石産協ブース

▶入会受付・書籍販売
ぜひお立ち寄りください。

出展企業一覧

（株）
イシフク／いよせき
（株）
／
（株）
内田洋行ITソリューションズ／
（株）
EBiSU／岡崎Masons
（
（有）
丸吉吉田石材）
／
（株）
岡谷グラ
ニット／
（株）
冲セキ／小野石材工業
（株）
／梶原建設
（株）
／
（有）
亀川石材店／
（有）
川本商店／孔雀
（株）
／
（株）
クレア／
（株）
サイトウ
トイシ／
（株）
ジェイワックス／
（株）
新日本石匠／
（有）
セイコーステンレス／
（株）
石英社／
（株）
石文社／藤栄
（株）
／
（株）
東洋石材工
芸社／
（株）
ナイガイ／
（有）
中村節朗石材／日本石材センター
（株）
／
（有）
林田石材／
（株）
フクイシ／
（有）
藤井石材工業／
（有）
ボイス
／
（株）
ミマキエンジニアリング／八巻石材工業
（株）
／
（株）
ライズアンドカンパニー
（2017年6月現在）

8.25 fri

8.23 wed
B -1

11：00〜12：30

お墓の価値を高めるために
石材店ができること
〜市場創造への一里塚〜
■講師：佐野雅基(墓石部会長)
笹川敏男
（栃木県支部長）
■定員：40名 ■参加費：無料
■担当：墓石部会

地域の中で、イベントや講座を石材店が
開催することの意義を含め、事例の紹介
をします。また、当会墓石部会が取り組
んでいるイベントリストの目的とシス
テムについて説明します。

B -2

13：00〜14：30

セミナー

墓石の売れない時代に
あなたは何を売りますか？
〜石屋離れに立ち向かうために〜
■講師：川上明広
（顧客満足推進委員）
■定員：40名 ■参加費：無料
■担当：顧客満足推進委員会

墓離れが叫ばれて久しい現在、墓じまい
も含めた「供養離れ」が今後も予想され
ます。これからの厳しい時代に、今まで
とは違う石材店の在り方や時代の変化
に伴う小規模店が進化するべく方向性
について、消費者観点からお話します。
また、顧客満足委員会が作成している
様々なオリジナルツールについてもご
紹介します。

B -3

15：00〜16：30

B -5

セミナー

セミナー

『まだまだ出来る！
石材店のネット活用術！
〜若手石材人の皆さん、
今だからこそHPのことを
勉強しましょう！』
〜
■講師：寺田良平
（福岡県支部長）
■定員：40名 ■参加費：無料
■担当：次世代共育委員会

これからの石材店経営を考える上で
ネット活用 は顧客に選ばれる石材店
になるための大切な要素となるもの。
ネット社会を生きる今の若手石材人に
とっては特に注目すべき取り組みだと
考 え ま す。 このセミナ ー では ネット・
ホームページを活用した墓石販売・集
客、情報発信における様々なポイント・
注意すべき点・成功事例等をご紹介しま
す。若手石材人の皆さん、ぜひご参加く
ださい！

「ジャパンストーンショー2017」
開催にあたって
ジャパンストーンショー2017運営委員会 委員長

10：30〜11：30

セミナー

実感！
！お墓物語

■定員：40名 ■参加費：無料
■担当：ジャパンストーンショー運営委員会

井口健二

私たちの石材業界はいま、他業種と同
じく多様な価値観と社会の早い流れの
中で、
とても先の見えにくい状況にあり
ます。
社内では、
何にチャレンジすべきか、
ど
の様な変革が必要か、考えてもなかなか
良いアイディアが浮かばないものです。
「ジャパンストーンショー2017」
では、
石材業と関連業者によるアイディア一
杯の出展はもちろん、ためになるセミ
ナー・イベントを当会運営委員会で企画
しました。そして
「エンディング産業展」
と共催することで同業とも言える葬儀・
仏壇・それに係る様々な企業の現況を知
ることができます。きっと、なにかのヒ
ントを持ち帰り、
自社への活力に反映さ
せていただけると思います。
是非ご都合をつけてのご来場をお待
ち申し上げます。

エレクトーン奏者：中村麻由 氏

一般の方から公募で寄せられた お墓に
まつわる感動的なエピソード
（体験談）
を冊子にまとめました。選りすぐりの作
品をエレクトーンの生
演奏にのせ、
朗読し、
描
かれるお墓参りの情景
を頭に広げて、物語の
作者が感じたお墓参り
を体験してください。
「祈り鶴」
を折るワーク
ショップも併設。
＊ご参加いただいた方に小冊子プレゼント

B-6

13：00〜16：00

12：00〜13：00

セミナー

業界変革シナリオプランニング

8.24 thu
B -4

MC：樹原ゆり 氏

セミナー

石材加工講習会

電動工具を用いた石材加工体験
■講師：大川弘展（加工部会長）
岡本俊之／山田佳伯／松原和樹
■定員：実技体験申込み先着12人
（見学可）
■参加費：非会員10,600円
会員8,600円 傷害保険料込み
（見学のみ無料）
■担当：加工部会（関連部会・採石原石部会）

電動式のグラインダーにダイヤモンド
工具を装着し、石材を面取り加工、粗削
り〜艶出し工程までの研磨作業を行い
ます。加工職人から技を直接学び、日々
の仕事にお役立てください。人気の石
材加工講習会を特別開催するため、どな
たでもご参加いただけます。
＊機械と工具数に限りがあるため定員になり次第
締切りとさせていただきます。
（見学希望の方は、室
外から作業の様子をご覧いただけます。申込み不要）

セミナー申込みについて ●各セミナーに定員数がありますので、ご希望の方はお早めにお申込みください。申込み後のキャンセル・取
消しはお断りいたします。●別途招待券に掲載されている申込書または、WEB（www. Ifcx.jp）からの申込みも可能です。
（申込み窓口
は石産協と異なりますのでご注意ください。）●石材加工講習会にご参加される方への確認事項がありますので、受講前に日本石材産
業協会からご連絡させていただきます。●セミナー・イベント内容は予告なく変更いなる場合がございます。予めご了承ください。

■講師：新井宏征
（㈱スタイリッシュ・アイデア 代表取締役）
竹ノ内壮太郎
（関連部会長）
■定員：40名 ■参加費：無料
■担当：関連部会

欧米で注目をあびてい
るシナリオプランニン
グの手法を用いて作成
した石材業の10年後
新井宏征 氏
の未来について、複数
のシナリオ動画を発表します。これを出
発点として、業界の未来のためになにを
すべきか、わが社はどのような備えをし
ていくのかを考える場にします。

B -7

13：30〜15：00

セミナー

震災から学ぶ
接着剤と補強施工の基礎知識
■講師：玉置貴光（関連部会）
■定員：40名 ■参加費：無料
■担当：ジャパンストーンショー運営委員会

首都圏に起こると言われている大地震
への備えとして、
いかに墓石を地震に対
処させるか。お墓の耐震構造が騒がれ
る中、施工現場で使われる接着剤のメカ
ニズムや使用方法を説明、
アンカー工法
の施工手順や要領を解説。

