
木造関連セミナー①

【セミナー協力】

（一社）九州木質建物協議会

永大産業㈱ ショールーム配信

      セミナーチャンネル

地震対策対応商品
＜ご紹介メーカー＞

エヌビーエル㈱／コニシ㈱／

新栄合板工業㈱／吉野石膏㈱

非住宅商品
＜ご紹介メーカー＞

旭ファイバーグラス㈱／

㈱ＮＣＮ／住友林業㈱／

㈱平川木材工業

特価商品紹介

　　    メーカーショールーム

    　　イチオシ商品提案
        特価市チャンネル

昼休憩

パナソニック㈱ショールーム配信

トクラス㈱ショールーム配信

　新生活様式対応商品①
＜ご紹介メーカー＞

西部ガス㈱／㈱コンピュータシステム研究所／

日本治水販売㈱／

ダイキンＨＶＡＣソリューション九州㈱／

チヨダウーテ㈱／東洋テックス㈱／

クリナップ㈱ショールーム配信

タカラスタンダード㈱
ショールーム配信

感染予防商品
＜ご紹介メーカー＞

㈱アルシステム／㈱イクタ／㈱ツツミ

10

11

12

13

12

10

11

13

特価商品紹介
／越智産業㈱　福岡センター

　　　　メーカー

　　　　カテゴリー別商品提案

「非住宅の木造・木質化」ご提案のすすめ
／越智産業㈱　主催

【セミナー協力】

ポラテック西日本㈱／吉野石膏㈱／

ケイミュー㈱／高原木材㈱

「九州木質建物協議会について」
・「木構造設計手法について」

【セミナー協力】

TOTO㈱ショールーム配信

15

16

㈱ウッドワン  ショールーム配信

14

省エネルギー商品

＜ご紹介メーカー＞

旭化成建材㈱／コイズミ照明㈱／

JFEロックファイバー㈱／長州産業㈱／

デュポン・スタイロ㈱／フクビ化学工業㈱／

マグ・イゾベール㈱

ケイミュー㈱ 商品紹介

「建てる前に揺らす！？」
倒壊解析ソフト『Wallstat』を活用した

新しい構造設計のかたちをご提案！

【セミナー協力】

（一社）耐震性能見える化協会

㈱LIXILショールーム配信

大建工業㈱ ショールーム配信

㈱ニチハ  ショールーム配信

非住宅木構造メーカーのご紹介

【セミナー協力】

特価商品紹介
／越智産業㈱　福岡センター

新生活様式対応商品②

南海プライウッド㈱／㈱ノーリツ／

三菱電機住環境システムズ㈱／

大和銘木㈱／リンナイ㈱

14

15

16

LIVE商談会 配信番組表

２０２１年１月２０日（水） ＤＡＹ1

その他商品

10:40-11:40

10:00-10:30

福岡限定配信

10:00-10:20

10:30-10:50

11:00-11:20

11:30-11:50

13:00-13:20

13:30-13:50

14:00-14:20

14:30-14:50

15:00-15:20

15:30-15:50

16:00-16:20

11:00-12:00

15:00-16:00

2021.1.15発行

14:20-15:00

13:00-14:10

15:10-15:50

16:10-17:00

〈ご紹介メーカー〉城東テクノ㈱

15:50-16:00

YouTubeライブ配信
メーカー商品提案をカテゴリー毎に10分程度

掛け合いしながらYouTubeで配信します。

YouTubeライブ配信 YouTube＆Zoom配信

YouTube、Zoomウェビナーで配信します。
メーカーのイチオシ商品を20分ずつ掛け合い

しながらYouTubeで配信します。

1ch

13:00-14:40（YouTube配信）

13:00 大建工業㈱

13:10 アイカ工業㈱

13:15  旭ファイバーグラス㈱

13:20  ㈱ウッドワン

13:25  エヌビーエル㈱

13:30 ケイミュー㈱

13:35  クリナップ㈱

13:45 コニシ㈱

13:50 タカラスタンダード㈱

13:55  トクラス㈱

14:00 ㈱ノーリツ

14:05 ㈱ハウステック

14:10  大和銘木㈱

14:15  ㈱ツツミ

14:20  パナソニック㈱

ここだけの特別価格でご案内します！

〈ご紹介メーカー〉

問合わせ先 TEL.092-711-9714主催／

福岡限定配信

2ch 3ch 4ch

「商品ガイドブック」も併せてご覧ください

10:00-11:15

越智産業セミナー

越智産業㈱

OSSサポートメニューのご案内

越智産業セミナー

11:15-12:00

（Zoomウェビナー）

（Zoomウェビナー）

13:00-14:00

14:00-15:00

15:50-17:00

越智産業OSSセミナー

越智産業セミナー

15:00-15:50

（YouTube）

（YouTube）

（YouTube）

（YouTube）

（一社）九州木質建物協議会

㈱川崎構造設計

・岡部㈱「大開口『木造壁柱工法』ピタットベース

FRONTIER（フロンティア）」

・㈱タツミ「高耐力金物がつくる木造非住宅」

・パナソニック㈱「非住宅向けテクノストラクチャー」

・㈱ウッドワン「JWOOD工法 中大規模木造建築物に

向けたご提案と現場実例」

（YouTube配信）

（YouTube配信）

※番組はさかのぼって視聴できません

このチャンネルは九州エリアの

プロユーザー様のみ視聴可能です。

九州エリア事業者限定配信



感染予防商品
＜ご紹介メーカー＞

㈱アルシステム／㈱イクタ／㈱ツツミ

　新生活様式対応商品②
＜ご紹介メーカー＞

西部ガス㈱／㈱コンピュータシステム研究所／

日本治水販売㈱／

ダイキンＨＶＡＣソリューション九州㈱／

チヨダウーテ㈱／東洋テックス㈱／

特価商品紹介
／越智産業㈱　福岡センター

地震対策対応商品
＜ご紹介メーカー＞

エヌビーエル㈱／コニシ㈱／

新栄合板工業㈱／吉野石膏㈱

木造関連セミナー②

ニチハ㈱ショールーム配信

特価商品紹介
／越智産業㈱　福岡センター

省エネルギー商品

＜ご紹介メーカー＞

旭化成建材㈱／コイズミ照明㈱／

JFEロックファイバー㈱／長州産業㈱／

デュポン・スタイロ㈱／フクビ化学工業㈱／

マグ・イゾベール㈱

住宅産業「働き方改革」待ったなし！

～住宅クラウドによる業務効率化～

【セミナー協力】

㈱ダイテック

「非住宅の木造・木質化」ご提案のすすめ
／越智産業㈱　主催

【セミナー協力】

ポラテック西日本(株)／吉野石膏(株)／

ケイミュー(株)／高原木材(株)

15 15

16

㈱LIXILショールーム配信

16

クリナップ㈱ショールーム配信

タカラスタンダード㈱
ショールーム配信

14

パナソニック㈱ショールーム配信

14

TOTO㈱ショールーム配信

非住宅木構造メーカーのご紹介

【セミナー協力】

新生活様式対応商品①

南海プライウッド㈱／㈱ノーリツ／

三菱電機住環境システムズ㈱／

大和銘木㈱／リンナイ㈱

12 昼休憩 12

13

大建工業㈱ショールーム配信

木造関連セミナ－③

【セミナー協力】

（一社）九州木質建物協議会

13

ケイミュー㈱商品紹介

非住宅商品
＜ご紹介メーカー＞

旭ファイバーグラス㈱／

㈱ＮＣＮ／住友林業㈱／

㈱平川木材工業

特価商品紹介

10

11

　　　　メーカー

　　　　カテゴリー別商品提案

　　   メーカーショールーム

    　イチオシ商品提案
    　　特価市チャンネル      　セミナーチャンネル

10

アイカ工業㈱ショールーム配信

㈱ノダ ショールーム配信

11

㈱ハウステック 商品提案配信

LIVE商談会 配信番組表

２０２１年１月２１日（木) ＤＡＹ２

10:00-10:20

10:30-10:50

14:30-14:50

13:00-13:20

14:00-14:20

11:00-11:20

11:30-11:50

13:30-13:50

15:00-15:20

16:00-16:20

15:30-15:50

11:00-12:00

2021.1.15発行

15:00-16:00

13:00-13:40

14:00-14:50

15:00-15:30

15:40-16:40

その他商品13:40-13:50

〈ご紹介メーカー〉城東テクノ㈱

10:00-11:10

11:20-12:00

YouTubeライブ配信
メーカー商品提案をカテゴリー毎に10分程度

掛け合いしながらYouTubeで配信します。

YouTubeライブ配信 YouTube＆Zoom配信

YouTube、Zoomウェビナーで配信します。
メーカーのイチオシ商品を20分ずつ掛け合い

しながらYouTubeで配信します。

13:00-14:30 （YouTube配信）

13:00 TOTO㈱

13:10 南海プライウッド㈱

13:15  永大産業㈱

13:20  コイズミ照明㈱

13:25  JFEロックファイバー㈱

13:30  三菱電機住環境システムズ㈱

13:40  ㈱ノダ

13:50 ダイキンＨＶＡＣ

ソリューション九州㈱

13:55 東洋テックス㈱

14:00  旭化成建材㈱

14:05 ニチハ㈱

14:10 ㈱平川木材工業

14:15  フクビ化学工業㈱

14:20  ㈱アルシステム

14:25 城東テクノ㈱

ここだけの特別価格でご案内します！

〈ご紹介メーカー〉

問合わせ先 TEL.092-711-9714主催／

福岡限定配信

福岡限定配信

1ch  2ch 3ch 4ch

10:00-11:10

11:10-12:00

越智産業セミナー

（YouTube）

（YouTube）

越智産業OSSセミナー

【セミナー協力】

（一社）九州木質建物協議会

・旭化成建材(株)「非住宅木造での事例紹介

ヘーベルパワーボード＆ユカテック＆ネオマフォーム」

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:15

越智産業セミナー

越智産業セミナー

越智産業セミナー

16:15-17:00

越智産業(株)

OSSサポートメニューのご案内

（YouTube）

（YouTube）

（Zoomウェビナー）

（Zoomウェビナー）

・㈱工芸社・ハヤタ「接着合わせ柱・梁BP材

（木質複合軸材料）の性能と特性」

・木構造システム㈱「木造非住宅の新常識 MKS工法」

・㈱エヌ・シー・エヌ「～鉄骨造から木構造へ～ 耐震構法SE構法」

・㈱シェルター「シェルターの取組みについて」

・山佐木材㈱「ＣＬＴと集成材の未来」

（YouTube配信）

（YouTube配信）

「商品ガイドブック」も併せてご覧ください

※番組はさかのぼって視聴できません

九州エリア事業者限定配信

このチャンネルは九州エリアの

プロユーザー様のみ視聴可能です。

https://youtu.be/k18aa_sG3-Q

