一般社団法人

日本DIY・ホームセンター協会
40年の歩み
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1977（昭和52 年）ー2009（平成21年）
任意団体設立から

社団法人設立30周年前まで

1977

（昭和52年）

任意団体日本DIY協会設立
昭和 52 年（1977）７月18 日、日本DIY協会設立総会が開催された（東京
都千代田区・ホテルグランドパレス）。設立時の会員社数は 265 社。小売・卸
売・製造業の３業種が一体となった業界団体の誕生は、きわめてまれなこ

4月
日本 DIY 協会設立世話人会仮事務所開設
（東京都渋谷区初台）
日本 DIY 協会設立発起人会結成趣意書をも
って業界に発起人会発足を呼びかける
６月２日

とであった。初代会長に斎藤幸吉氏（ヒノデ〈株〉）が就任した。

日本 DIY 協会設立発起人会開催
６月
設立趣意書を全国の DIY 関連企業に発送

７月18日
日本 DIY 協会設立総会開催
初代会長に斎藤幸吉氏が就任
９月26日
事務所開設（東京都中央区新川1-4-9トーソ
ービル）
９月
『DIY 会報』第１号発行
英国大使館商務部主催の第２回英国作業工
具・手工具展で斎藤会長が講演
10月
西ドイツのDIY業界団体の一行が来日
11日 日独 DIY 懇親会を開催
分科委員会として総務、情報、PR、教育、
フェアー委員会設置
11月
会員名簿発行

—日本DIY協会設立趣意書（要旨抜粋）—
高度成長時代が終わり、安定成長時代を迎え、消費者は無駄のない安定
した生活を求めています。その消費者の要求に応えるべく、我が国でも新し
い産業分野としてDIY産業が産声をあげ、わずか３、４年の間に大きく成長
を遂げ、いま、開花期を迎えようとしています。
この時期にあたり、最も大切なことは、DIY産業に携わる者が一堂に会し
て、高い視野に立ち、日本のDIY産業の発展のために布石を築くことです。
（中略）
そこで、全国のDIY関連企業が大同団結し、新しい“住まい”と“暮らし”
の創造ともいうべきDIYを、健全に、しかも大きく発展させるために、ここに
日本DIY協会の設立を提起します。

斎藤会長の就任挨拶（要旨抜粋）
日本DIY 協会が実践すべき最大かつ最優先順位にあるものは何か。
第一にあるのは広く一般消費者に対するDIYの普及、啓発および正しい

News
9月 日本赤軍が日航機をハイジャック
9月 王貞治選手が756本の本塁打を打って
世界記録を達成

知識と技術の提供。次いで、本日この時点で入会に至らなかった企業へ
の積極的な勧誘。さらには DIY 業界および協会そのものの存在を正確
かつすみやかに行政主管官庁に認知してもらうための諸活動の展開。以
上の 3 点が全てに先立つ問題であると判断します。

●設立時の事業計画大綱
1. 会員名簿の作成・配布
2. 会報の発行
3. 諸官庁・諸団体との連絡
4. DIY アンケート調査の実施
5. 研修会、見学会、海外研修旅行会の実施
及び後援
6. 海外DIY 業界幹部との情報交換と懇親
7. DIY 関連出版物リストの作成
8. パブリシティ PR の実施
9. DIY 国際会議への参加、代表派遣
10. DIY思想・知識の普及・啓もう運動の展開
11. 日本 DIY フェアーの開催
会長就任の挨拶をする斎藤幸吉氏

祝辞を述べる安倍晋太郎衆議院議員

12. DIY専門教育の実施と資格認定制度の創設

事業計画大綱にそって、総務・情報・PR・教育・
フェアーの５つの分科委員会を設置。写真はフ
ェアー委員会会議

設立総会懇親パーティ。左から司会の E・H・エリック氏、蔵重正次事務局長、斎藤幸吉会長、丹澤利晃副会長
（小売業を代表）
、原正直副会長（製造業を代表）
、和気博史副会長（卸売業を代表）

国際交流始まる
日本DIY協会設立のニュースは、アメリカ、イギリス、西ドイツの業界団
体へ。アメリカの有力DIY業界誌『Home center』が日本DIY協会誕生の

トーソービルに事務所を開設

記事を掲載。また 10 月、西ドイツのDIY 業界団体の一行が来日し、海外
の業界団体との交流が始まった。

『Home center』誌

●西ドイツの DIY 事情
西ドイツでは D I Y をする人のことを
HEIMWERKER
（ ハイムヴェルカー =
家庭工作家）と呼ぶ。1997 年、総人口
は約 6000 万人で、DIY 店は 5 万人に１
店の割にある。
ー西ドイツ DIY 協会事務局長クラウス・ヘーレ
氏へのインタビュー等ー
西ドイツの DIY 業界団体と日独 DIY 懇親会を開催（東京都港区・高輪プリンスホテル）

1978

（昭和53年）
1月30日〜2月10日
アメリカ DIY 産業視察団編成
ダラスで開催の国際マーケティング会議で
斎藤会長が講演
6月19日
第１回定時総会開催
9月20日〜22日、10月2日〜4日
日本 DIY 大学第１期初級講座開講（東京）
10月
所管官庁が通商産業省生活産業局住宅産業
課に決定
11月2日〜4日
第１回 ʼ78日本 DO IT YOURSELF ショウ
開催

海外DIY産業視察団編成
第１回アメリカDIY 産業視察団を編成。一行はダラスで開催の「全米ホ
ームセンター・ホームイ
ンプルーブメントショウ」
を視察。国際マーケティ
ング会議で斎藤会長が
講 演し、日本 のDIY 産
業の現況を紹介した。
アメリカ DIY 産業視察団の一行

日本DIY大学開講
「消費者にDIYを教える技能者
の養 成 教 育」として「 日本 DIY大
学」を開講。同大学はその後、年１、
２回のペースで開催し、昭和 62 年
（1987）まで続いた。

日本DIY大学初級講座。左、講師の石川松太郎常任理事

日本DO IT YOURSELFショウ開催
11 月２日～４日、業界あげてのパブリックシ
ョウとして第１回ショウを開催（東京・晴海国
際見本市会場新館１階）。203 社が参加し、３
日間で約５万 2000人が来場した。

ＮＨＫ教育テレビ番組
「家庭大工入門」がスタート
公共放送としてDIYを取り上げる番組は
初めてであった。
「家庭大工入門」は昭和
56 年（1981）まで放映された。

N H K テレビ番組「家庭大
工入門」司会者の久里千春
氏が協力出演。左、日本
日曜大工クラブ理事長で
協会参与の木村鐵雄氏

第１回ショウポスター

所管官庁が通商産業省住宅産業課に決定
DIY 産業は、旧来の産業体と異なり、小売・卸売・製造業の３業種が一
体となった“横割り産業”である。こうしたDIY 産業の特性からして、所管
官庁が通産省生活産業局住宅産業課になったことは、DIY産業の方向性を
示すものとなった。
司会の山崎唯、久里千春夫妻

News
6月 宮城沖地震が発生
7月 イギリスで初の試験管ベビー誕生

通産省住宅産業課を訪問。左から野口昌吾
住宅産業課長、斎藤会長、丹澤副会長

1979

（昭和54年）

大店法改正に対応
５月、
「大店法」
（大規模小売店舗法）の改正が施行されることになり、多
くのホームセンター（以降HCと略）が出店規制の対象となった。しかしな
がら、DIY 産業は消費者サイドに立った“横割り産業”であること、HCに

1月10日
大店法セミナー開催
2月5日〜10日

おいては豊富な品揃えを必要とすることなど、その産業特性について、のち
に日本DIY協会では、通商産業大臣官房審議官宛に意見書を提出するが、

日本 DIY 大学第２期初級講座開講（東京）
5月

この時点では、当面の対策を講じるのが急務となった。

西ドイツの DIY 業界団体の一行が再来日
16日 日独 DIY 懇親会開催
6月19日

第 2 回ショウは日本ホビー協会とタイアップ

第２回定時総会開催
8月7日〜10日
日本 DIY 大学第１期中級講座開講（東京）
8月
通商産業省生活産業局長の諮問機関として
DIY 産業振興対策委員会発足
9月14日〜16日
ʼ79日本 DO IT YOURSELF & HOBBY
ショウ開催
10月20日〜11月4日

DIYが生活に密着し、実益性に富んでいるのに対して、ホビーは趣味性
が強く、その分楽しさが満たされる。こうした双方の特長を生かし、相乗効
果を高めることをねらいとして、第２回ショウは日本ホビー協会との共催で
「ʼ79 日本DO IT YOURSELF & HOBBYショウ」として開催した（同協会
との合同ショウは２年連続実施）。

ヨーロッパ DIY 産業視察団編成
11月20日〜12月8日
全国縦断 DIY セミナー開催

第２回ショウポスター

NHK のニュース番組「こちら情報部」がショウを取材

DIY産業振興対策委員会が発足
８月、通産省生活産業局長の諮問
機関としてDIY 産業振興対策委員会
が発足した。同委員会では、DIYおよ
び DIY産業の概念の確立、国民経済
における位置づけなどをテーマに論
議を重ね、翌年７月、DIY産業の方向
性をまとめた中間報告書「DIY 産業
の課題と展望」を発表した。

News
1月 三菱銀行猟銃強盗事件が発生
1月 第2次オイルショック
5月 サッチャー氏が先進国で初めて女性
首相に

「全米ホームセンター・ホーム
インプルーブメントショウ」を
主催するバンス・パブリッシ
ング・コーポレーションの副
社長ジョージ・L・ミルン氏が
第２回定時総会に出席

DIY 産業振興対策委員会

1980

（昭和55年）
1月28日〜2月1日
日本 DIY 大学第３期初級講座開講（東京）
2月29日〜3月12日

社団法人日本ドゥ･イット･ユアセルフ協会設立
任意団体として設立されて２年 10 か月。念願であった社団法人設立が実
現した。
４月28日、社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会創立総会が開催さ
れた（東京都千代田区・日本工業倶楽部）。これにより日本DIY協会は名実
共に日本のDIY産業の中心的な組織として、新たな第一歩を踏み出した。

アメリカ DIY 産業視察団編成
ダラスで開催の国際マーケティング会議で
丹澤副会長が講演
全米ホームセンター・ホームインプルーブ
メントショウに出展
4月28日
第３回定時総会・社団法人日本ドゥ・イット・
ユアセルフ協会創立総会開催
4月
DIY 消費者ハンドブック委員会設置
5月19日
社団法人の許可が下りる
6月
『DIY・HI ニュース』発行
7月29日〜8月1日
日本 DIY 大学第２期中級講座開講（東京）
8月24日、30日
ʼ80 DIY 意識調査実施
9月13日〜15日
ʼ80 日本 DO IT YOURSELF & HOBBY
ショウ開催

社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会創立総会

社団法人設立許可書を読み上げる斎藤会長

— 社団法人設立趣意書（要旨抜粋）—
我が国経済は、かつての高度成長から安定成長へと移行しつつあ
り、国民の関心は、生活の質の向上に向けられております。
中でも、住宅を中心とする居住空間の現状は欧米諸国と比べて著
しく立ち遅れており、今日、この解決は国民的ニーズとなっております。
こうした住宅を中心とする居住空間の質的向上を図っていく上におい
て、住まいと暮らしをより良いものとするため自らの手で補修等を行う
気運が広く国民の間に高まってきており、ドゥ・イット・ユアセルフに
寄せる期待は極めて大きなものとなっております。
（中略）

News

このような状況に鑑み、
（中略）ドゥ・イット・ユアセルフ産業の総合
的な発展を図るとともに、豊かな国民生活の形成に寄与することを目

5月 モスクワ五輪不参加を決定

的として、ここに関係業界が一致団結して社団法人日本ドゥ・イット・

9月 イラン・イラク戦争勃発

ユアセルフ協会を設立しようとするものであります。

10月 ジャイアンツ・長嶋茂雄監督辞任

1981

（昭和56年）

内包する産業問題に対処
1980 年代になると、産業界は構造不況に見舞われ、厳しい経済情勢に
直面したが、DIY 産業は２桁成長を続けていた。しかしながら、DIY 産業
は若い産業であるがゆえに、DIYを行う消費者の技術水準の向上や消費者

1月20日
第１回 DIY 産業問題研究大会開催
1月26日〜30日
日本 DIY 大学第４期初級講座開講（東京）
1月
アメリカ DIY 英文カタログ展開催
3月15日〜29日
アメリカ・カナダ DIY 産業視察団編成
シカゴで開催の国際マーケティング会議で
蔵重事務局長が講演
全米ホームセンター・ホームインプルーブ
メントショウに出展
3月

からクレームが生じた場合の対処など、取り組むべき課題が山積していた。
これらの問題については通産省生活産業局長の諮問機関であるDIY 産業
振興対策委員会が検討を重ねていたが、日本DIY 協会においても業界の
整備に取り組んでいた。こうした活動はのちにDIYアドバイザー資格制度
の実現へと結びついていく。

『DIY ハンドブック』16万部を全国の消費者
に無料配布
4月
DIY/HI 世界大会委員会設置
6月23日
第１回通常総会開催
7月20日〜24日
日本 DIY 大学第５期初級講座開講（東京）
8月22日
ʼ81 DIY 意識調査実施
9月11日〜13日
ʼ81日本 DO IT YOURSELF ショウ開催
10月
大店法問題検討委員会設置
11月14日
大店法問題に関する意見書を通商産業省大
臣官房審議官に提出

第１回 DIY 産業問題研究大会

『DIYハンドブック』16万部
を配布
DIYを暮らしに身近なものにするには、そ
の知識や具体的な方法を解説するツールが
必要との考えから、
『DO IT YOURSELF 住
まいの手入れ、補修のためのハンドブック』を
制作。10 万部を全国の消費者に配布した。そ
の後、追加注文が相次ぎ、最終的には 16 万
部を発行した。

『DIY ハンドブック』

初日をトレードショウに
ショウ事業が軌道に乗るなか、’81ショウから開催初日をトレードショウと
した。その結果、業界関係者が約 9000人来場し、会場はひときわ活況を呈
した。

News
1月 レーガン氏が第40代米大統領に就任
3月 神戸ポートアイランド博覧会開幕
12月 京大の福井謙一教授がノーベル化学賞
を受賞

ʼ81ショウの新聞広告とパブリシティ記事

アメリカの 有 力 DIY 専 門 誌『H o m e
center』に日本 DIY 協会の広告を掲載

1982

（昭和57年）
1月18日
第２回 DIY 産業問題研究大会開催
1月19日〜22日
日本 DIY 大学第３期中級講座開講（東京）
1月25日〜29日
日本 DIY 大学第６期初級講座開講（東京）
2月
DIY 産業振興対策委員会内に DIY 資格制度
検討専門委員会が設置される
3月12日〜26日

大店法の波及
世界経済とのバランスから日本の経済政策は内需振興へ。その対象分野
として住宅産業に焦点が当てられるなか、DIY産業は市場の拡大を促す追
い風を受けた。他方、大店法問題は DIY 産業にとって最大の課題となって
いた。そこで日本DIY協会では前年、大店法問題検討委員会を設置すると
ともに「大型店問題に関する意見」書を通産省大臣官房審議官宛に提出し
た。
大店法改正後のＨＣは、厳しい状況におかれる反面、販売方法の改善や
商品の絞り込みなどによる経営の効率化が進み、新業態を展開する企業も
現れた。

アメリカ・メキシコ DIY 産業視察団編成
シカゴで開催の国際マーケティング会議で
山本道明理事が講演
全米ホームセンター・ホームインプルーブ
メントショウに出展
3月

ʼ82DIY/HI TODAY世界大会開催

DIY アドバイザー制度検討委員会設置
『DIY ハンドブック " 省エネ・防犯・防災特
集 "』12万部を全国の消費者に無料配布
6月23日

進国から多くのことを学び、成長を続けてきた

第２回通常総会開催
7月26日〜30日
日本 DIY 大学第７期初級講座開講（東京）
7月
住まい文化キャンペーン推進委員会に参画
9月9日〜23日
ヨーロッパ DIY 産業視察団編成
9月19日
ʼ82DIY 意識調査実施
11月4日〜7日
ʼ82DIY/HI TODAY 世界大会開催
4日 第１部 DIY/HI 国際会議開催
5日〜7日 第２部 ʼ82日本 DO IT YOUR
SELF ショウ開催

日本におけるホームセンタービジネス誕生 10
周年を迎えるにあたり、これまで欧米のDIY先
日本のDIY産業の軌跡を世界に披露すること
を趣旨として、11 月4 日～ 7 日、
「 ʼ82DIY/HI
TODAY世界大会」を開催した。
第１部のDIY/HI TODAY国際会議（東京
都港区・ホテルオークラ）には、海外 10 か国の
DIY関連企業の代表者 60 名、日本からは 390
名が参加し、世界６か国の代表スピーカーによ

世界大会ポスター

る講演が行われた。
第２部のDIYショウは、来場者・出展社・出展小間数すべてにわたって
過去最高の数字を記録するとともに、多くの海外企業の出展、海外DIY関
連業者の来場が見られ、いちだんと国際色豊かなショウとなった。

DIY/HI TODAY 国際会議

News
4月 500円硬貨発行
6月 東北新幹線開通
11月 上越新幹線開通
12月 テレフォンカード発行
450名が会議に出席

1983

（昭和58年）
1月16日〜21日
日本 DIY 大学第8期初級講座開講（東京）
2月2日
第３回 DIY 産業問題研究大会開催
2月13日〜16日
カナディアンハードウェアショウにカナダ
政府から招待され、丹澤副会長以下５名が
視察
2月25日〜3月6日

DIYアドバイザー資格制度がスタート
６月20 日付 58 生第 852 号（通商産業省告示）により、DIYアドバイザー
資格試験の実施機関として日本DIY 協会が認定された。任意団体設立時
に事業計画大綱の１つとして掲げていた、体系的・組織的に裏付けされた
「DIY専門教育の実施と資格認定制度の創設」が６年目にして実現したこと
になる。
第１回試験（学科・実技 / 面接）には全国から1392 名が受験し、334 名
の第１期DIYアドバイザーが誕生した。

アメリカ DIY 産業視察団編成
ダラスで開催の国際マーケティング会議で
木村譲氏（〈株〉アサヒペン）が講演
全米ホームセンター・ホームインプルーブ
メントショウに出展
4月

DIY アドバイザーバッジ

DIY 消費者調査委員会設置
5月
DIY アドバイザー事業の認定申請書を通商
産業大臣に提出
DIY アドバイザー試験委員会設置
6月20日

第１次学科試験（東京都渋谷区・青山学院大学）

DIY アドバイザー資格試験の実施機関に認
定される
6月22日
第３回通常総会開催
第２代会長に丹澤利晃氏が就任
7月
総務、ショウ、DIY 商品、DIY アドバイザ
ー事業推進、教育研修の各委員会を常設委
員会とし、事業活動を体系化
『DIY アドバイザーハンドブック』発行
8月7日
ʼ83 DIY 意識調査実施
8月30日
昭和58年度 DIY アドバイザー資格試験
（第１次学科）実施
9月1日
宇野宗佑通商産業大臣と住宅関連業界代表
の懇談会に丹澤会長が出席
9月9日〜11日
ʼ83日本 DO IT YOURSELF ショウ開催
9月16日〜30日
アフリカ DIY 産業視察団編成
11月16日〜18日
昭和58年度 DIY アドバイザー資格試験
（第２次実技・面接）実施

第 2 代会長に
丹澤副会長が就任

DIY アドバイザー資格制度が新聞記事に

第３回通常総会において、協会設立時から業界の発展に尽力してきた斎
藤会長が退任し、第２代会長に丹澤利晃氏（〈株〉ユニリビング）が選任さ
れた。同時に、副会長をこれまでの３名制から５名制にすることが決議さ
れ、新体制が発足した。

丹澤会長の就任挨拶（要旨抜粋）
当協会は、業種別、地域別、また主義主張、信条、DIY産業に携わる
規模の大小、業態、あるいは経営上のイデオロギーを超えて、DIY 産業
に係わる全企業が業界の健全な発展を唯一、共通目的として結集してい
るノンプロフィットの団体です。この基本理念というものは忘れてはなら
ず、一層鮮明にし、国民経済の浮揚向上に貢献し、幅広いコンセンサス
を得ることを理想として活動していきたい。

News
4月 東京ディズニーランド開園
6月 初の比例代表選にミニ政党が活躍
ショウマークを作成

9月 大韓航空機にミサイル攻撃
人気を博した親と子の工作大会（’83ショウ）

1984

（昭和59年）

『DIY消費者実態調査報告書』完成
DIY産業が今後、国民的コンセンサスを得
る産業として確立されるには、消費者の実態
を正確にとらえた基礎データが必要になると

1月21日
DIY アドバイザー証書授与式実施
1月22日〜27日
日本 DIY 大学第９期初級講座開講（東京）
3月11日〜20日
アメリカ DIY 産業視察団編成
3月
『DIY 消費者実態調査報告書』完成
4月27日〜5月3日
第８回東京国際グッドリビングショーに協
賛出展
4月
地域 DIY スクール推進委員会設置
6月19日
第４回通常総会開催
6月
『DIY アドバイザーハンドブック』改訂版発行
7月28日
ʼ84 DIY 意識調査実施
8月12日〜21日
全米ハードウェアショウ視察買付調査団編成
8月25日

の考えから、前年より全国規模での消費者
調査に着手。３月、
『DIY消費者実態調査報
告書』が完成した。同書は DIY人口の底辺
拡大をはかる基礎資料として、その後の諸事
業に生かされていく。

「DIYの日」制定
DIYの 普及には恒常 的なPR が
必要との考えのもとに「DIYの日」
を制定。10 月から「毎月第一日曜日
は DIYの日」のスローガンを掲げ、
「DIYの日」普及キャンペーンがスタ
ートした。

昭和59年度 DIY アドバイザー資格試験
（第１次学科）実施
9月7日〜9日
ʼ84日本 DO IT YOURSELF ショウ開催
9月15日〜27日
東西ヨーロッパ・トルコ DIY 産業視察団編成
10月26日〜29日
昭和59年度 DIY アドバイザー資格試験
（第２次実技・面接）実施
10月〜12月
昭和59年度地域 DIY スクール開催
10月
「DIY の日」制定
『DIY アドバイザー』機関誌発行
11月
「DIY の日」標語キャンペーン実施

「DIY の日」のアイキャッチャー

「DIY の日」のポスター

地域DIYスクール開催
消費者にDIYを体験する機会を
提供する「地域 DIYスクール」がス
タート。初年度は、10 月から12 月に
かけて、全 国 12 か所で開催した。
同スクールは、地方公共団体、会員
社、DIYアドバイザーが一体となっ
たコミュニティ活動としての評価も

地域 DIY スクール。講師は協会参与の西沢正人氏

高く、翌年から毎年開催となる。

News
3月 かい人21面相事件発生
6月 日本人平均寿命世界一と厚生省発表
7月 ロス五輪開幕
9月 世界の預金金融機関500社番付で日
本郵政省がトップ

協会マークを制定
第１回 DIY アドバイザー
証書授与式

1985

（昭和60年）
1月16日

DIY産業 1兆円市場を築く
この年、HCの店舗数が 1500 店を突破し、その総売上高が１兆円を超え
た。その中には上場企業も出現した。また協会会員社数も500 社に達した。
これらの数字はDIY産業の成長ぶりを示している。

第２期 DIY アドバイザー証書授与式実施
1月20日〜25日
日本 DIY 大学第10期初級講座開講（東京）
1月23日
村田敬二郎通商産業大臣と住宅関連業界と
の懇談会に丹澤会長が出席
1月27日〜2月1日
日本 DIY 大学第11期初級講座開講（大阪）
2月23日〜3月7日
オーストラリア・ニュージーランド DIY 産
業視察団編成
3月
『DIY アドバイザー名簿』発行
4月18日
大店法セミナー開催
4月
DIY 小売業実態調査委員会設置
6月20日
第５回通常総会開催
8月3日
ʼ85DIY 意識調査実施
8月24日
昭和60年度 DIY アドバイザー資格試験
（第１次学科）実施
9月20日〜22日
ʼ85日本 DO IT YOURSELF ショウ開催
20日 日本 DIY アドバイザー会創立総会
開催
9月28日〜10月12日

日本DIYアドバイザー会設立
DIYアドバイザー資格制度がスタートして３年。DIYアドバイザー同士
の相互研鑽と情報交換をはかるとともに、業界の振興とDIYアドバイザー
の社会的地位の向上をめざすための組織づくりの気運が高まるなか、8月、
「日本DIYアドバイザー会」が設立された。同会は自主運営とし、日本DIY
協会はこれをバックアップする方針を定めた。

南ヨーロッパ DIY 産業視察団編成
9月〜11月
昭和60年度地域 DIY スクール開催
11月9日〜13日
昭和60年度 DIY アドバイザー資格試験
（第２次実技・面接）実施
11月
オランダから DIY 産業視察団来日

ショウ会場で創立総会を開催

DIY アドバイザー資格制度が軌道に

News
1月 高齢者世帯300万突破（厚生省調査）
4月 電電公社と専売公社が民営化
4月 文部省「いじめ」対策検討会議が発足
8月 日航ジャンボ機、群馬県御巣鷹山に墜落

DIY ガールズが登場（’85ショウ）

DIY でマイホームを建てる（’85ショウ）

1986

（昭和61年）
1月19日〜24日

通信教育講座開講
日本DIY大学、DIYアドバイザー資格制度に続く３番目の教育事業とし
て、通信教育講座を開講。
「実践 DIYコース」がスタートした。同コースは、
DIYを体系的・効率的に学べるシステムとして今日まで継続されている。

日本 DIY 大学第12期初級講座開講（東京）
1月20日
第３期 DIY アドバイザー証書授与式実施
1月26日〜31日
日本 DIY 大学第13期初級講座開講（大阪）
1月
通信教育講座「実践 DIY コース」開講
3月8日〜19日
アメリカ DIY 産業視察団編成
4月1日～7月31日
DIY の日写真コンテストキャンペーン実施
4月30日〜5月5日
第９回東京国際グッドリビングショーに協
賛出展
4月
『DIY 商品分類』完成
6月24日
第６回通常総会開催
6月
関西ショウ委員会設置
7月19日
ʼ86 DIY 意識調査実施
7月
DIY 小売業実態調査の予備調査報告書完成
8月9日
昭和61年度 DIY アドバイザー資格試験
（第１次学科）実施
8月
厚生年金基金設立検討委員会設置
9月13日〜15日

「実践 DIY コース」のテキスト

『DIY商品分類』完成
DIY産業は消費者サイドに立った“ 横割り産業 ”とし
て形成されているが、店舗に陳列されているDIY 商品
は流通サイド（縦割り）で分類されており、その基準も
店舗によって異なる。しかも商品アイテムは膨大な数に
のぼる。DIY 産業が消費者と一体となって成長してい
くには、商品の種類や特性をわかりやすく提示する必

『DIY 商品分類』

要がある。
このような観点からDIY 商品の体系化に取り組み、
『DIY 商品分類』が４
月、完成した。以降、同書は商品分類マニュアルとして新製品開発や店舗レ
イアウトなどに役立てられることとなる。

ʼ86日本 DO IT YOURSELF ショウ開催
9月26日〜10月12日
南ヨーロッパ DIY 産業視察団編成
9月〜12月
昭和61年度地域 DIY スクール開催
11月17日〜20日
昭和61年度 DIY アドバイザー資格試験
（第２次実技・面接）実施
11月21日
時局講演会開催
11月

大学対抗 DIY コンペティション
（’86ショウ）

10周年記念事業委員会設置

News
1月 スペースシャトル「チャレンジャー」
が爆発
4月 チェルノブイリ原発事故発生
5月 海外の純資産額、日本が世界一に
（大蔵省発表）
10月 NTT 株が1株119万円で売却
「DIY の日」の定着化に向けて DIY の日写
真コンテストを実施

地域 DIY スクールが軌道に

1987

（昭和62年）
1月25日〜30日
日本 DIY 大学第14期初級講座開講（大阪）
2月17日〜26日
ヨーロッパ DIY 産業視察団編成
3月6日〜8日

日本DIYショウin OSAKA開催
関西地区でのDIYショウの開催が地元業界から強く要望されるなか、任
意団体日本DIY 協会設立 10 周年記念事業として、３月６日～８日、
「日本
DIYショウin OSAKA」
（大阪・インテックス大阪 ）が開催された。大阪シ
ョウは、出展社数 192 社、出展小間数 560 小間と、当初の予想を超える規
模となり、来場者も３日間で４万 1000人を数えた。この数字はショウ成功を
裏付けるものとみなし、翌年から毎年開催することが決定した。

第１回 ʼ87日本 DIY ショウ in OSAKA 開催
3月18日
通商産業省生活産業局長宛に売上税に関す
る陳情書を提出
3月
『DIY 小売業実態調査報告書』完成
4月1日～7月31日
第２回 DIY の日写真コンテストキャンペー
ン実施
4月
広報委員会、DIY 技術調査委員会設置
DIY アドバイザー事業推進委員会と教育研
修委員会を統合して教育委員会を設置
5月1日〜6日

日本 DIY ショウ in OSAKA のセレモニー

開会の挨拶を述べる藤原輝三副会長

国際居住博覧会に協賛出展
5月20日〜23日
台湾 DIY 産業視察団編成
6月8日、12日
第１回 DIY/HI マーケティング講座開催
6月19日
第７回通常総会・創立10周年記念式典開催
6月27日
ʼ87 DIY 意識調査実施
6月
厚生年金基金設立準備委員会設置
7月
政策ビジョン委員会設置
8月8日
昭和62年度 DIY アドバイザー資格試験
（第１次学科）実施
8月28日〜30日
ʼ87日本 DO IT YOURSELF ショウ開催
9月18日、22日
第２回 DIY/HI マーケティング講座開催
9月23日〜10月8日
南米・ブラジル DIY 産業視察団編成
9月〜12月
昭和62年度地域 DIY スクール開催
10月16日
自由民主党に住宅投資促進税制の創設につ
いての要望書を提出
11月4日、5日

盛況を呈した第１回大阪ショウ

DIY/HIマーケティング講座開催
消費者のDIYニーズが多様化・高度化する状況にあって、こうした市場
の変化に対応するには、従来の日本DIY大学とは異なる視点で人材育成を
行う必要が生じ、６月、新たに「DIY/HIマーケティング講座」を開催した。
同講座は当初、小売業の中堅社員を対象としていたが、以降、対象を拡
げながら時代のニーズに応じてテーマを設け、毎年数回、実施することとし
た。

マーケティンググランプリ博覧会に協賛出展
11月16日〜19日
昭和62年度 DIY アドバイザー資格試験
（第２次実技・面接）実施

News
4月 国鉄が民営化
4月 東証株価、総額で世界一
10月 ニューヨークで株価暴落
（ブラックマンデー）

DIY/HI マーケティング講座

創立10周年記念式典開催
６月19 日、第７回通常総会とともに任意団体日本DIY

ジョン委員会を新設。またDIYアドバイザー事業推進委員

協会創立 10 周年記念式典が開催された（東京都港区・東

会と教育研修委員会を統合して教育委員会とした。これら

京全日空ホテル）
。そして 10 周年を機に委員会組織の再編

新委員会の発足と既存委員会の統合により、委員会組織

成が行われた。

は７つの常設委員会と５つの特別委員会で構成されること

主たる改編としては、前年、関西ショウ委員会を設置。

となった。

続いてこの年、広報委員会、DIY技術調査委員会、政策ビ

10th Anniversary

任意団体日本DIY協会
設立10周年
基調演説で協会の指針を述べる丹澤会長

記念パネルディスカッションを開催

第７回通常総会・創立10周年記念式典

創立10周年記念事業として ’87東京ショウを開催。藤村直一副会長が開会宣言

副会長主導の委員会組織に編成

手づくり楽器でサンバカーニバル（’87東京ショウ）

会員社・非会員社424社を対象に、
DIY 小売業の商品構成比や売上高
など実態を調査・分析した『DIY
小売業実態調査報告書』が３月に完
成。（財）住宅産業情報サービス発
行の『住宅産業シリーズ NO.28』
に収められる
DIY ワンパク王国（’87東京ショウ）

1988

（昭和63年）
1月18日〜26日
ヨーロッパ DIY/HI 研修視察団編成
1月29日、2月2日
第３回 DIY/HI マーケティング講座開催
3月4日〜6日
ʼ88日本 DIY ショウ in OSAKA 開催
3月9日〜23日
インド DIY 産業視察団編成
3月23日、25日
第４回 DIY/HI マーケティング講座開催
5月30日〜7月31日
「DIY の日写真コンテスト」を「DIY 住まい
と暮らしの写真コンテスト」と改称しキャ
ンペーンを実施
6月2日、6日、16日
第５回 DIY/HI マーケティング講座開催
6月13日
「税制問題を考える」トップセミナー開催
6月14日
第８回通常総会開催
『日本 DIY 協会10年の歩み』発行
6月30日
日本 DIY アドバイザー会関西支部を結成
6月〜12月
昭和63年度地域 DIY スクール開催
7月13日、21日、26日
第６回 DIY/HI マーケティング講座開催
8月6日
昭和63年度 DIY アドバイザー資格試験
（第１次学科）実施
ʼ88 DIY 意識調査実施
9月9日〜11日
ʼ88 日本 DO IT YOURSELF ショウ
(JAPAN DIY SHOW ʼ88 ) 開催
9月22日〜10月5日
中国 DIY/HI 関連市場視察団編成
9月
『DIY 商品の解説』発行
10月3日

DIYの定義改定
DIYが暮らしに浸透するにつれて、消費者のDIYに対するとらえ方が多
様化するなか、DIYの定義を再検討。その結果、DIYを人間生活に根ざし
た広義な解釈にしようとの考えで「修理、補修、改善等を行う」を「快適な
生活空間を創造する」と改定。新定義は、DIYの時代性・将来性を示すも
のとなった。
新定義

DIYとは
住まいと暮らしをよりよいものにするため
自らの手で快適な生活空間を創造することをいう

『日本DIY協会10 年の歩み』
『DIY商品の解説』刊行
前年からの創立 10 周年記念事業として、任意団
体設立から10 年の活動を記録した『日本DIY 協
会 10 年の歩み』と、DIY 商品ごとに詳細な解説を
付けた『DIY 商品の解説』を相次いで発行。前者
は、全国の商工会議所、市町村商工部、公営図書
館等に進呈し、後者は、DIY業界の実務の参考書
として会員社に配付した。

DIY住まいと暮らしの写真コ
ンテスト実施

『DIY 商品の解説』
（2000部刊行）

「DIYの日」普及キャンペーンの一環として過去
２回実施してきた写真コンテストを大幅に見直し、

協会事務所を移転（東京都中央区東日本橋
2-16-7 第２オカノビル5F）
11月25日〜28日

テーマ設定、募集・運用方法などを改変し「DIY

昭和63年度 DIY アドバイザー資格試験
（第２次実技・面接）実施
12月5日、9日

その結果、応募作品は質的にも量的にも前年度の

第７回 DIY/HI マーケティング講座開催

『日本 DIY 協会10年の歩
み』
（5000部刊行）

住まいと暮らしの写真コンテスト」として実施した。
実績を上まわり、写真キャンペーンの新たな路線
が敷かれた。

写真コンテスト応募作品

News
1月 営団地下鉄で終日禁煙を実施
5月 子ども人口20% を割る（総務庁発表）
6月 リクルート事件発覚
12月 東証ダウ3万円台を突破

全米ハードウェア製造業協会のデイビッド・レジエ会
長（左）とウィリアム・P・ファレル専務理事（中）が ’88
東京ショウを視察

展示規模50% 増で ’88大阪ショウを開催

1989

（昭和64年・
平成元年）

消費税への対応
４月１日から消費税の導入が施行されることになり、産業界全般におい
てその対応が急がれる状況にあって、日本DIY協会においても業界を統括
するうえで指針を示す必要が生じた。そこで緊急に消費税対応委員会を設
置し、討議を重ねた結果、転嫁表示方式は外税方式を原則とし、また日本

1月22日〜30日

DIY協会は、小売・卸売・製造業を包括する団体であるという立場からカ

ヨーロッパ DIY/HI 研修視察団編成
2月

ルテル締結はせず、会員各社が協力し合って転嫁を円滑に進め、明瞭な取

消費税対応委員会設置
3月10日〜12日
ʼ89日本 DIY ショウ in OSAKA 開催
3月13日、16日
第8回 DIY/HI マーケティング講座開催
3月16日〜4月1日
西アジア DIY/HI 関連市場視察団編成
5月1日〜7月31日
第4回 DIY 住まいと暮らしの写真コンテス
トキャンペーン実施
6月13日
第９回通常総会開催
6月15日、7月26日
第９回 DIY/HI マーケティング講座開催
6月〜平成2年2月
平成元年度地域 DIY スクール開催
7月

引関係を維持するよう協会として協力を求める、との方針を決定した。

副会長 6 名による事業担当制が発足
平成２年（1990）に迎える社団法人設立 10 周年記念事業を推進していく
うえで、また関西地区における会員増に対応するために、組織機構のさらな
る充実が要された。そこで第９回通常総会において、新たに２名の副会長
が選ばれ、副会長６名による事業担当制（〈総務・広報〉
〈情報・教育〉
〈商品・
東京ショウ〉
〈関西ショウ〉
〈国際交流・社団法人化 10 周年記念事業〉
〈会務
全般〉）が発足した。追って７月、各委員会の分掌業務を明確にするため委
員会の担当事項も改定され、さらに会長の諮問機関として「政策会議」が
発足した。

情報委員会、国際交流委員会、社団法人化
10周年記念事業委員会設置
8月13日〜23日
全米ハードウェアショウ・カナダ DIY 産業
視察団編成
8月19日
平成元年度 DIY アドバイザー資格試験
（第１次学科）実施
9月15日〜17日
ʼ89日本 DO IT YOURSELF ショウ
（JAPAN DIY SHOWʼ89）開催
9月19日〜10月4日
ヨーロッパ DIY 産業視察団編成
10月9日、16日
第10回 DIY/HI マーケティング講座開催
11月18日〜21日

第９回通常総会

平成元年度 DIY アドバイザー資格試験
（第２次実技・面接）実施
11月30日 12月7日
第11回 DIY/HI マーケティング講座開催

東京消防庁協力による地震体験コーナー
（’89東京ショウ）

News
1月 昭和天皇崩御
2月 金融機関、完全土休実施
11月 ベルリンの壁崩壊
12月 東証ダウ3万8915円の最高値に
ホームセンター対抗 DIY コンペ（’89大阪ショウ）

パリ在留邦人と懇談するヨーロッパ DIY 産業視察団の
一行

1990

（平成2年）
1月22日〜31日
ヨーロッパ DIY/HI 研修視察団編成
3月9日〜11日
ʼ90日本 DIY ショウ in OSAKA 開催
3月14日〜22日

社団法人設立 10 周年を迎える
平成２年（1990）は、社団法人設立10周年を迎える記念の年となった。
記念事業としては「ʼ90DIY/HI世界大会」を開催し、業界あげての一大イ
ベントを展開した。またこの間のDIY産業の成長は著しいものがあった。
社団法人設立時の昭和55年（1980）、4690 億円であった市場規模は10年
を経て４倍以上の2兆500 億円となり、併せて日本DIY協会の会勢も拡充
し、会員社数は倍以上の631社となった（1990年３月末時点）。

ブータン・ダージリン DIY 産業視察団編成
3月23日、28日

The 10th Anniversary
社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会
設立10 周年

第12回 DIY/HI マーケティング講座開催
3月31日

ʼ90
DIY
TODAY
&
TOMORROW

『売れ筋商品アンケート報告書』完成
4月
社団法人設立10周年記念事業委員会設置
5月1日～8月15日
第５回 DIY 住まいと暮らしの写真コンテス
トキャンペーン実施
6月12日
第10回通常総会開催
6月29日 7月3日
第13回 DIY/HI マーケティング講座開催
6月〜平成3年2月
平成２年度地域 DIY スクール開催
8月11日
平成２年度 DIY アドバイザー資格試験
（第１次学科）実施
8月
第１回『DIY 小売業実態調査報告書』完成
9月13日〜16日
ʼ90 DIY/HI 世界大会開催
13日、14日 DIY/HI 国際会議開催
14日〜16日 JAPAN DIY SHOWʼ90開催
9月26日〜10月11日
ソ連・東欧 DIY 産業視察団編成
10月17日、24日
第14回 DIY/HI マーケティング講座開催
10月
IFIA（国際ハードウェア産業団体連合会）
に加盟
11月26日〜29日
平成２年度 DIY アドバイザー資格試験
（第２次実技・面接）実施

第1回『DIY小売業実態調査報告書』完成
前年から小売会員社を対象に情報委員会が調査・分析を行ってきた
『DIY
小売業実態調査報告書』が８月、完成した。これは、昭和 62 年（1987）に
発行した『DIY小売業実態調査報告書』
（『住宅産業シリーズ NO.28』に収
録）とは別に、昭和 62 年度、63 年度を調査対象期間とし、店舗数別、売上
高別、地域別、１店舗当たり面積別等のク
ラスター分析によってまとめた、日本DIY
協会による本格的な実態調査報告書であ
る。
以降、DIY小売業実態調査は、業界の
経営動向を通してDIY 市場の方向を探る
ため、毎年実施されることとなった。

第１回『DIY 小売業実態調査報告書』

国際的な業界団体組織IFIAに加盟
10月、国際的な業界団体組織 IFIA（国際ハードウェア産業団体連合会）
に日本のDIY 産業を代表する組織機関として入会した。同会は、世界のハ
ードウェア業界の情報交換と相互理解を活動趣旨とし、欧米諸国をはじめ
22 か国のハードウェア業界団体が加盟し、これらの団体に属している企業
は４万社にのぼる（1990 年現在）。ちなみに日本DIY 協会の加盟はアジア
では初めてであった。

News
3月 ソ連初代大統領にゴルバチョフ氏が就任
9月 初の南北朝鮮首相会談
10月 東証ダウ2万円割れ
12月 日本の景気減速
IFIA 会長ブライアン・アップルトン氏が来日

1991

（平成３年）
3月8日〜10日
ʼ91日本 DIY ショウ in OSAKA 開催
3月15日、26日
第15回 DIY/HI マーケティング講座開催
5月28日
第11回通常総会開催
5月1日～8月15日
第6回 DIY 住まいと暮らしの写真コンテス
トキャンペーン実施
5月
第２回『DIY 小売業実態調査報告書』完成
6月9日〜21日
ヨーロッパ DIY 産業視察団編成
10日〜13日 ロンドンで開催の IFIA 総会
に丹澤会長以下14名が参加
6月〜平成4年2月
平成３年度地域 DIY スクール開催
6月
国内 ･ 外の DIY に関する実態調査委員会設置
7月4日
第16回 DIY/HI マーケティング講座開催
8月6日〜15日
全米ハードウェアショウ視察団編成
9月13日〜15日
JAPAN DIY･HC SHOWʼ91開催
9月17日〜27日
ヨーロッパ DIY/HI 研修視察団編成
22日〜25日 パリ国際 DIY ショウ
（QUOJEM）に出展
9月29日
平成３年度 DIY アドバイザー資格試験
（第１次学科）実施
11月20日
第17回 DIY/HI マーケティング講座開催
11月25日〜28日
平成３年度 DIY アドバイザー資格試験
（第２次実技・面接）実施

IFIA総会に参加
前年加盟した IFIAの総会が６月、ロンドンで開催されることになり、日
本DIY 協会では、丹澤会長を団長
とする派遣団を編成し同会に公式
参加した。IFIA 総会にはその後、
開催ごとに（２年に１回）正副会長
を中心とする使節団を派遣すること
となる。

IFIA 総会会場にて。左より間庭副会長、丹澤会長、
遠藤敏東副会長

パリ国際DIYショウに出展
ヨーロッパ有数のDIYショウとし
て知られる「ʼ91パリ国際 DIYショウ」
（QUOJEM=コジェム）に協会小間
を初出展。以降、国際化推進事業
の一環として、同ショウには数回出
展することとなる。

パリ国際 DIY ショウ会場

日本ホームセンター協会に参加協力を求めて
JAPAN DIY・HC SHOWを開催
日本 DIY 協会ではこれまで、東
京（秋）と大阪（春）でショウを開催
してきたが、春のショウについては、
同じ業界団体である日本ホームセン
ター協会も
「日本ホームセンターショ
ウ」を開催しており、時期が重複す
ることから、経費の負担増になって
いるとの声が出展社を中心に高まっ
ていた。

丹澤会長と日本ホームセンター協会の永井幸喜会長
（右）が並んでテープカット（ʼ91東京ショウ）

そこで同じ業界であるからにはひとつのショウにして求心力を高めようと、
日本ホームセンター協会に呼びかけた結果、日本ホームセンターショウは取
りやめ、DIYショウに合同することになり、この年の東京ショウは「JAPAN
DIY・HC SHOW」として開催した。
合同開催によりショウはいちだんとスケールアップし、３日間の来場者数
は 15 万人を超え、会場は盛況を呈した。

News
1月 湾岸戦争勃発
4月 牛肉、オレンジ輸入自由化
12月 ソ連消滅
12月 PKO 法案可決

’91大阪ショウのオープニ
ングセレモニーで開会宣言
をする藤原勲副会長
テープカットに替えて “ 丸太カット”
（’91大阪ショウ）

1992

（平成4年）
2月23日〜3月8日
カリブ海・フロリダ地区 DIY 産業視察団編成
3月13日〜15日
ʼ92 日本 DIY ショウ in OSAKA 開催
3月17日
第18回 DIY/HI マーケティング講座開催
3月

厚生年金基金設立
業界のレベルアップと従業員の福
利厚生の向上を目的として検討・準
備を進めてきた厚生年金基金が、日
本ホームセンター協会との大同団結
により「日本ディ・アイ・ワイ、ホー
ムセンター事業厚生年金基金」とし
て４月１日、発足した。

厚生年金基金初代理事長に就任した鏡味順一郎氏

設立時は、加盟事業所数 84 社、加盟人員約 1 万 3000 名と、大規模なス

第１回『国内・外の DIY に関する実態調査
報告書』完成
4月1日

タートとなった。

日本ディ・アイ・ワイ、ホームセンター事
業厚生年金基金設立
4月

日本ホームセンター協会を併合

実践 DIY コースが「中高年労働者受講奨励
金制度」の指定コースに認定される
4月〜12月
平成４年度地域 DIY スクール開催
5月1日～8月5日
第７回 DIY 住まいと暮らしの写真コンテス
トキャンペーン実施
6月3日
第12回通常総会開催
6月19日
第19回 DIY/HI マーケティング講座開催
6月
第３回『DIY 小売業実態調査報告書』完成
7月
日本ホームセンター協会を併合
8月22日

JAPAN DIY・HC SHOWの合同開催、厚生年金基金の設立と、日本ホ
ームセンター協会との協力関係が深まるにつれて、業界の発展のために両協
会が合同しようとの気運が高まるなか、前年、合同検討委員会（両協会か
ら代表委員を選出）が設置された。
同委員会では、合同するうえでの具体的な案件として、小売・卸売・製造
業の３業種の部会組織の編成案等が検討された。
その後、日本DIY協会では通常総会において案件を承認。一方、日本ホ
ームセンター協会は定例総会を最後に会を解散するとともに、単独加盟社
89 社が日本DIY 協会に入会し、これをもって同協会は日本DIY 協会に併
合された。

平成４年度 DIY アドバイザー資格試験
（第１次学科）実施
9月4日〜6日
JAPAN DIY･HC SHOWʼ92開催
9月13日〜23日
ヨーロッパ DIY/HI 研修視察団編成
9月19日〜10月4日
ヨーロッパ DIY 産業視察団編成
9月20日〜23日
パリ国際 DIY ショウに出展
10月23日
第20回 DIY/HI マーケティング講座開催
10月
業務等検討委員会設置
11月24日〜27日
平成４年度 DIY アドバイザー資格試験
（第２次実技・面接）実施
２年連続 JAPAN DIY・HC SHOW として開催

News
3月 日本政府は不況に緊急経済対策
6月 PKO 協力法成立
8月 中韓国交樹立
9月

毛利衛さんの乗るスペースシャトル打ち上げ
前年に続きパリ国際 DIY ショウに出展

パリ国際 DIY ショウの会場。参加各国の国旗に
交じって日本の国旗もたなびく

1993

（平成５年）

新春特別セミナーを開催
バブル崩壊後の長引く不況にDIY 産業は
どのように対応するか。その方策を探る手段
のひとつとして、経営幹部を対象に新春特別

1月29日
第１回新春特別セミナー開催
2月14日〜22日
東南アジア DIY 関連市場調査視察団編成
2月26日
第21回 DIY/HI マーケティング講座開催
3月12日〜14日
ʼ93日本 DIY ショウ in OSAKA 開催
3月16日、19日
台湾 DIY 商品商談会（東京・札幌）を後援
3月
「日米ビジネス知的交流計画」メンバーが協会を訪問
第２回『国内・外の DIY に関する実態調査報告書』
完成
4月〜平成6年3月
平成５年度地域 DIY スクール開催
5月20日～8月10日
第８回 DIY 住まいと暮らしの写真コンテストキャン
ペーン実施
5月31日
第13回通常総会開催
5月
３部会が発足
6月6日〜20日
ヨーロッパ DIY 産業視察団編成
6月7日〜9日
コペンハーゲンで開催の IFIA 世界大会に代表団を
派遣
6月
『DIY アドバイザーハンドブック』改訂増補版発行
7月1日
第22回 DIY/HI マーケティング講座開催
7月
第４回『DIY 小売業実態調査報告書』完成
8月15日〜18日
シカゴで開催の全米ハードウェアショウに出展
8月21日
平成５年度 DIY アドバイザー資格試験
（第１次学科）実施

セミナーが開催された。同セミナーは以降、
その年の社会・経済環境に応じてテーマを変
え、毎年実施されることとなる。

第１回新春特別セミナーの講師として迎
えた通産省住宅産業課長の太田房江氏

小売・卸売・製造の3部会が発足
各業種個有のテーマを検討し、業種間の情報交換を深めるとともに、幅
広い事業活動を展開することを目的として、委員会組織とは別に新たに小
売・卸売・製造の３部会組織が発足した。
各部会の当面の活動としては、小売部会は「大店法その他小売業に関す
るテーマの研究」、卸売部会は「物流コストの実態調査」、製造部会は「DIY
の普及啓発を阻害していると思われる諸規制の抽出」および「小売業従業
員のためのDIY 研修講座の実施」を課題とした。

海外DIYショウに積極出展
平成５年（1993）は、IFIA世界大会への代
表団の派遣をはじめ海外 PR 活動を積極的に
展開。シカゴで開催された「全米ハードウェ
アショウ」、
「パリ国際DIYショウ」、バーミンガ
ムで開催された「英国国際ハードウェア見本
市」と相次いで海外ショウに出展した。

IFIA 世界大会でスピーチする間庭副会
長が『DIY WEEK』誌のトップ記事と
して紹介される

9月3日〜5日
JAPAN DIY SHOW ʼ93開催
9月19日〜22日
パリ国際 DIY ショウに出展
9月26日〜28日
英国国際ハードウェア・ハウスウェア見本市に出展
英国ハードウェア・ハウスウェア製造業協会から名
誉会員章が贈られる
11月15日〜18日
平成５年度 DIY アドバイザー資格試験
（第２次実技・面接）実施
11月22日
第23回 DIY/HI マーケティング講座開催
11月28日〜12月6日

全米ハードウェアショウに出展

英国ハードウェア・ハウスウェア製造業協会会長の
マイケル・ロイド・モリス氏から名誉会員章が贈ら
れる。右、山本道明常務理事

パリ国際 DIY ショウの総支配人デニス・ヴェリセル氏
が ’93大阪ショウを視察。その後、日仏情報交換会を
開催

ドイツ DIY 産業協会会長マンフレッド・マウス氏
が ’93東京ショウを視察。その後、ホームセンター
を見学

ヨーロッパ DIY/HI 研修視察団編成
11月
遠藤敏東副会長が藍綬褒章を受章
「中小企業商慣行問題懇談会」に丹澤会長が参画
12月1日、3日
台湾 DIY 商品商談会（東京・名古屋）を後援

News
1月 日本人の78% が都市部に居住と発表
1月 EC 統合市場がスタート
8月 円1ドル100円に、最高値を更新

1994

（平成6年）

大阪ショウの来場者数
が10万人を突破
第８回を迎えた大阪ショウの３日
間総来場者数が 10 万人を超えた。

1月25日
新春特別セミナー開催
2月28日〜3月9日
ヨーロッパ DIY/HI 研修視察団編成
3月11日〜13日
JAPAN DIY SHOW ʼ94 in OSAKA 開催
3月29日
第24回 DIY/HI マーケティング講座開催
3月30日
「 住 宅 及 び 住 宅 産 業 の 在 り 方 に 関 す る 懇 談 会 」で
丹澤会長が講演
3月

第１回ショウが約４万人。それが８
年間で倍以上になったことは、関西
地区におけるDIYの定着を示してお

’94大阪ショウセレモニー

り、これにより名実共に関東・関西
の“DIY2 大情報発信地”が築かれ
たこととなる。

第３回『国内・外の DIY に関する実態調査報告書』
完成
5月1日～7月31日
第９回 DIY 住まいと暮らしの写真コンテストキャン
ペーン実施
5月24日、27日

’94大阪ショウで人気の園芸講座

台湾家庭用品商談会（大阪・福岡）を後援
5月29日〜6月9日
モンゴル・中国 DIY 産業視察団編成
5月〜12月
平成６年度地域 DIY スクール開催
6月21日
第14回通常総会開催
6月21日～23日
インターナショナルハウスウェアショウに出展
7月
第５回『DIY 小売業実態調査報告書』完成
住宅リフォームにおける DIY の実態調査委員会設置
8月11日〜20日
アメリカ DIY/HI 研修視察団編成
8月14日〜17日
全米ハードウェアショウに出展
8月20日
平成６年度 DIY アドバイザー資格試験
（第１次学科）実施
9月2日〜4日
JAPAN DIY SHOW ʼ94開催

ホームセンター3千店
市場規模 3 兆円に迫る
バブル経済の破綻の影響が続く厳しい経
済情勢にありながら、DIY 産業は、根強い
DIYマインドに支えられ、堅調な成長を持続
していた。その目安となるホームセンター数
は、この年、2950 店と３千店を目前にし、市
場も２兆 9200 億円となり、いよいよ３兆円
の大台に乗る勢いを示した。

9月11日〜13日
英国国際ハードウェア・ハウスウェア見本市に出展
9月18日〜21日
パリ国際 DIY ショウに出展
10月28日
第25回 DIY/HI マーケティング講座開催
11月8日〜11日
平成６年度 DIY アドバイザー資格試験
（第２次実技・面接）実施

海外企業のショウ出展促進対策として、英
語、仏語、独語で記載した企画書を作成し、
前年までの DIY ショウ出展企業をはじめア
メリカ、フランス、ドイツ、イタリア、台
湾の各 DIY ショウの出展企業、各国大使館
などに送付

11月15日、17日
台湾家庭用品商談会（東京・仙台）を後援
11月17日、12月12日
PL 法（製造物責任法）に関する説明会を開催
11月
志村知男元副会長が藍綬褒章を受章

News
2月

日本の経常黒字、史上最高の1316億ドルに

3月 不況の中での春闘、賃上げ率は史上最低
6月

NY 為替史上で初めて1ドル100円を突破

9月 関西国際空港開港

NHK 趣味百科「手軽な家庭
大工」がスタート

ケルンにて日・独・米の懇親会を開催。左より全米ハードウ
ェア製造業協会理事長のウィリアム・P・ファレル氏、ドイ
ツ DIY 産業協会会長のマンフレッド・マウス氏、遠藤副会長

1995

（平成７年）

震災復興の一助にと大阪ショウを開催
１月17日早朝、兵庫県・淡路島北部を震源にした地震が発生（阪神・淡
路大震災）。被害は甚大であった。
大阪ショウの開催を予定していた関西ショウ委員会では、被災者の苦境は

1月25日
新春特別セミナー開催
2月27日〜3月8日
ヨーロッパ DIY 産業視察団編成
3月5日
ケルン・メッセで行われた国際 DIY 産業代表者会議
で丹澤会長がスピーチ
3月10日〜12日
JAPAN DIY SHOW ʼ95 in OSAKA 開催
3月17日
第26回 DIY/HI マーケティング講座開催
3月
第１回『住宅リフォームにおける DIY の実態調査報
告書』完成

察してあまりあるものの、このような非常事態にこそDIYの精神が必要であ
り、DIY産業人として持てる知識・ノウハウを駆使し、被災者に貢献すべき
との観点に立ち、ショウの意義を「災害復旧のためのDIY」と位置づけて開
催を決定。イベントも災害時におけるDIYの有用性を盛り込んだ内容とした。
震災後にもかかわらず、大阪ショウは、多くの来場者で会場を埋め（10 万
人超）、被災地者に少なからず勇気と自信を取り戻す機会を提供するととも
に、DIY産業の社会的存在意義を改めて示す場ともなった。

5月1日～7月31日
第10回 DIY 写真コンテストキャンペーン実施
5月〜平成8年3月
平成７年度地域 DIY スクール開催
6月1日
第15回通常総会・社団法人設立15周年記念パーテ
ィ開催
第３代会長に遠藤敏東氏が就任
『社団法人設立15年の歩み』発行
6月13日〜19日
中国 DIY/HI 研修視察団編成
6月14日〜17日
北京で開催の中国国際ハードウェアショウに出展
6月20日〜22日

’95大阪ショウポスター

’95大阪ショウ。 住まいの防災コーナーには多くの
来場者が訪れる

インターナショナルハウスウェアショウに出展
6月
環 境・ 資 源 問 題 委 員 会、DIY 普 及 啓 も う 委 員 会、
JAPAN DIY SHOW 委員会、DIY アドバイザー資
格制度委員会設置
広報委員会と情報委員会を統合して広報情報委員
会、教育委員会と商品委員会を統合して教育委員会
とする
丹澤利晃前会長が通商産業大臣賞を受賞
8月6日〜16日
アメリカ DIY/HI 研修視察団編成

第 3 代会長に遠藤副会長が就任
社団法人設立 15 周年を迎えた第 15 回通常総会において、６期 12 年間
にわたって会長を務めてきた丹澤利晃氏が勇退し、第３代会長に副会長
の遠藤敏東氏（〈株〉エンチョー）が選任された。

8月10日〜12日
シカゴで開催の IFIA 代表者会議で間庭副会長がス
ピーチ
8月13日〜16日
全米ハードウェアショウに出展
全米ハードウェア製造業協会から丹澤前会長に感謝
状が贈られる
8月26日
平成７年度 DIY アドバイザー資格試験
（第１次学科）実施
9月1日〜3日
JAPAN DIY SHOW ʼ95開催
9月10日〜12日
英国国際ハウスウェア・ハードウェア見本市に出展
11月9日、10日、15日〜17日
平成７年度 DIY アドバイザー資格試験
（第２次実技・面接）実施
11月22日
第27回 DIY/HI マーケティング講座開催

遠藤会長の就任挨拶（要旨抜粋）
会長就任にあたり、次の３点を申し述べたいと思います。
１つには、DIYショウにつきましては、
「世界に通用するショウ」として
の位置づけを継承し、充実していくことです。
２つには、地球規模での「環境問題」
「資源の有効活用」
「エコロジー
問題」を会員各社の共通のテーマと考え、この点を留意して協会活動を
進めていきます。
３点目は、DIYアドバイザー資格取得者のレベルアップと教育制度に
ついて研究していく考えです。

12月
第６回『DIY 小売業実態調査報告書』完成

News
1月 阪神・淡路大震災発生
7月 PL 法施行
『社団法人設立15年の歩み』を発行

第１回中国国際ハードウェアショウに出展。視察団の一行

1996

（平成８年）

東西統一DIYショウを開催
欧米のDIYショウが年１回開催と
して効果を上げていることから、こ
れまで春に大阪、秋に東京で開催

1月23日
新春特別セミナー開催
2月15日
第28回 DIY/HI マーケティング講座開催
2月25日〜3月6日
ヨーロッパ HC/HI 研修視察団編成
3月3日〜6日
ケルン国際ハードウェアショウに出展
3月7日〜10日
東 西 統 一 シ ョ ウ と し て JAPAN DIY SHOW ʼ96
開催（大阪）
3月13日〜24日
オーストラリア DIY/HI 研修視察団編成
3月18日〜21日
IFIA 代表者会議で遠藤会長がスピーチ
3月
第２回『住宅リフォームにおける DIY の実態調査報
告書』完成
3月、4月
『DIY ハンドブック（カー用品編・園芸編・ペット編）』
完成

してきたショウを統合して年１回開
催とし、３月７日～ 10 日、第１回東
西統一DIYショウを大阪で開催し
た。大阪ショウでは会期を１日増や
し、初日と２日目をバイヤーズ・デー
としたところ、２日間で約４万 5000
人（前年対比 119% 増）が来場。ま
た一般公開日も約９万 7000人の来
場者を迎え、４日間の総来場者数は
14 万人を超えた。さらに海外からの
出展企業も大幅に増加した。

4月
政策ビジョン策定委員会設置
小林伸行副会長が藍綬褒章を受章
5月30日
第29回 DIY/HI マーケティング講座開催
6月3日〜9日
中国 DIY/HI 研修視察団編成
6月4日〜7日
中国国際ハードウェアショウに出展
6月11日
第16回通常総会開催
6月19日〜20日
インターナショナルハウスウェアショウに出展
6月〜平成9年3月
平成８年度地域 DIY スクール開催
7月15日～9月30日
第11回 DIY 写真コンテストキャンペーン実施
8月9日〜18日
アメリカ DIY/HI 研修視察団編成
8月11日〜14日

第１回東西統一ショウポスター

オープニングセレモニー

2002年IFIA総会の開催国が日本に決定
平成２年（1990）にアジアで初めて IFIAに加盟して６年。６年後に開催
される2002 年 IFIA 総会の開催国に日本が選ばれた。
日本DIY 協会ではその後、IFIA
総会の成功を期して IFIA世界大会
検討準備委員会を設置。開催地は
日本の伝統が息づく京都市、開催
時期は桜の季節、大阪ショウとの絡
みを考え、４月と決定した。
IFIA 国際会議でスピーチした遠藤会長に記念品が贈
られる

全米ハードウェアショウに出展
8月24日
平成８年度 DIY アドバイザー資格試験
（第１次学科）実施
8月
社 団 法 人 設 立20周 年 記 念 事 業 検 討 準 備 委 員 会、
2002年 IFIA 世界大会検討準備委員会設置
9月8日〜10日
英国国際ハードウェア・ハウスウェア見本市に出展
9月12日
第30回 DIY/HI マーケティング講座開催
9月22日〜10月2日
ヨーロッパ DIY/HI 研修視察団編成
9月22日〜25日
パリ国際 DIY ショウに出展
11月5日〜8日、17日〜19日
平成８年度 DIY アドバイザー資格試験
（第２次実技・面接）実施
11月27日

ケルン国際ハードウェアショウに出展。これにより世
界の主要 DIY ショウのすべてに出展したことになる

第31回 DIY/HI マーケティング講座開催
11月
第７回『DIY 小売業実態調査報告書』完成

News
6月 住専処理法・金融３法案成立
11月 金融ビッグバンがスタート

『DIY ハンドブック』
（ペット編・
園芸編・カー用品編）を刊行

高原須美子駐フィンランド大使と懇談するヨーロッパ
DIY 視察団の一行

1997

（平成９年）

『21世紀に向けての協会活動計画』を発表
DIY産業の進むべき方向性、国民生活におけるDIYの普及・定着の方法、
これらの活動の中心的な役割を担う日本DIY 協会の体制づくり等につい
て、およそ２年間にわたって論議されてきた課題が『くらしを変える力 DIY

1月16日
新春特別セミナー開催
2月27日〜3月9日
ヨーロッパ DIY/HI 研修視察団編成
3月2日〜5日
ケルン国際ハードウェアショウに出展
ケルン・メッセで遠藤会長がスピーチ
3月20日〜23日
東 西 統 一 シ ョ ウ と し て JAPAN DIY SHOW ʼ97
開催（東京）
3月
DIY 講座講師認定委員会設置
第３回『住宅リフォームにおける DIY の実態調査報
告書』完成

−21世紀に向けての協会活動計画−』としてまとまり、第 17 回通常総会で
発表された。
同書は、政策ビジョン策定委員会が中心となり、外部委員として国内外
の有識者の参加協力を得て作成したもので、平成 12 年（2000）に迎える社
団法人設立 20 周年、その２年後にアジアで初めて開催することが決定した
IFIA 総会を控え、これらの２大イベントに臨むに際しての日本DIY協会の
活動規範として位置づけられた。

4月
『DIY 環境・資源問題実態調査報告書』完成
5月20日
第32回 DIY/HI マーケティング講座開催
5月〜平成10年3月
平成９年度 DIY スクール「住まいのお手入れ教室」
開催
6月4日
第17回通常総会開催
『くらしを変える力 DIY −21世紀に向けての協会
活動計画−』発表

●日本 DIY 協会の活動目標

（『21世紀に向けての協会活動計画』第3章より）

1. すべての人が DIY による快適な生活空間の実現をめざすように積極的な普及
活動を展開する
2. DIY の組織的な普及活動を通じて、豊かな地域社会の形成に貢献する
3. 業界の拡大発展の中で産業基盤を固め、わが国21世紀産業の中核をめざす

6月22日〜28日
中国 DIY/HI 研修視察団編成
6月23日〜26日
中国国際ハードウェアショウに出展
6月25日〜27日
インターナショナルハウスウェアショウに出展
6月
小中学生対象 DIY 普及講座委員会、DIY ビデオ講座
制作委員会設置
8月8日〜18日
アメリカ DIY/HI 研修視察団編成
8月10日〜13日
全米ハードウェアショウに出展
8月23日
平成９年度 DIY アドバイザー資格試験
（第１次学科）実施
8月〜平成10年3月
平成９年度小中学生のための DIY スクール開催
9月26日

第２回東西統一ショウで
「くらしを変える力 DIY」
のスローガンを掲げる

第33回 DIY/HI マーケティング講座開催
10月
DIY アドバイザー資格制度検討委員会設置
11月4日〜7日、20日〜22日
平成９年度 DIY アドバイザー資格試験
（第２次実技・面接）実施
12月3日
第34回 DIY/HI マーケティング講座開催
12月19日
協会事務所を移転（東京都千代田区鍛冶町1-8-5新
神田ビル５F）
12月
第８回『DIY 小売業実態調査報告書』完成

国際化する DIY ショウ。
『The Japan Times』に
紹介される

300万人目のショウ来場者に小林伸行副会長から記
念品が手わたされる

News
4月 消費税5% に
7月 香港返還

ケルン国際ハードウェアショウで遠藤
会長が日本の DIY 産業と協会活動につ
いてスピーチ

1998

（平成10年）

ホームページを開設
高度情報化社会において、インターネット
を利用する消費者が増えるなか、２月、協
会のホームページを開設した。

1月28日
新春特別セミナー開催
1月
EDI 検討委員会、社団法人設立20周年記念事業準
備委員会設置
2月1日
協会のホームぺージ開設
3月3日〜12日
ヨーロッパ DIY/HI 研修視察団編成
3月6日
「産業構造審議会住宅・都市産業部会」
（通産省）に
遠藤会長が委員として参加
3月8日〜11日

第１段階では「DIYとは」の解説をはじ
めDIYショウやDIYアドバイザー事 業の
情報を主としたコンテンツで構成。その後、
DIYの実用性を中心に編集した「HOW TO
DIY」を加えるなど、コンテンツの充実をは

開設時の協会ホームページ

かっていった。

ケルン国際ハードウェアショウに出展
3月18日
「消防庁住宅防火対策構造協議会」
（自治省）に遠藤
会長が幹事として参加
3月20日〜22日
JAPAN DIY SHOW ʼ98 OSAKA 開催
3月20日～7月1日
第12回 DIY 写真コンテストキャンペーン実施、
「ジ
ュニアの部」を新設
3月
第４回『住宅リフォームにおける DIY の実態調査報
告書』完成
DIY ビデオ講座「DIY の実際・道工具編」完成
4月〜平成11年3月
平成10年度 DIY スクール「住まいのお手入れ教室」開催
4月
『DIY だより』発刊
5月28日

DIYアドバイザー資格制度を自主運営に
昭和 58 年度から通商産業大臣認定事業として実施してきたDIYアドバイ
ザー資格制度が、政府の規制緩和、行財政改革によって通産省の所轄から
分離されることとなり、平成 10 年度から日本DIY協会の自主運営となった。
これと並行して日本DIY協会が全 DIYアドバイザーを管轄する方針も決ま
り、任意団体として活動してきた「日本DIYアドバイザー会」は 12 月をもっ
て解散した。

第35回 DIY/HI マーケティング講座開催
5月
DIY アドバイザー委員会設置
6月3日
第18回通常総会開催
6月9日〜16日
IFIA 国際会議・ヨーロッパ産業視察団編成
遠藤会長と間庭副会長が IHA(IFIA) の理事に就任
ベルリンで開催の IHA(IFIA) 国際会議で間庭副会長
がスピーチ
6月25日〜27日
インターナショナルハウスウェアショウに出展
6月

DIY アドバイザー実技試験

DIY アドバイザー資格試験制度が自主運営に
8月9日〜19日
アメリカ DIY/HC 関連産業視察団編成
8月16日〜19日
全米ハードウェアショウに出展
8月22日
平成10 年度 DIY アドバイザー資格試験（第１次学科）実施
8月28日〜30日
JAPAN DIY SHOW ʼ98 TOKYO 開催
28日

第36回 DIY/HI マーケティング講座開催

8月〜平成11年3月
平成10年度小中学生のための DIY スクール開催
9月17日〜25日
ヨーロッパ DIY/HC 関連産業視察団編成
9月20日〜23日
パリ国際 DIY ショウに出展
9月30日〜10月4日

2002年に開催が決まった IHA 京都会議について説明
する間庭副会長

DIY ビデオ教材「DIY の実際〈道工具
編〉
」
を製作。翌年に
「電動工具編」、翌々
年に「塗装・接着編」を相次いで製作

まなびピア兵庫 ’98に出展
有馬朗人文部大臣から感謝状が贈られる
10月16日〜23日
マニラ・ジャカルタ見本市視察団編成
10月
2002年 IHA 京都会議準備委員会設置
11月10日〜13日、19日〜21日
平成10年度 DIY アドバイザー資格試験
（第２次実技・面接）実施
11月25日〜28日
第１回韓国 DIY ショウ（DIY SEOULʼ98）に出展
11月26日
第37回 DIY/HI マーケティング講座開催

News
6月 金融規制大幅緩和
8月 ロシア通貨危機（世界同時株安）

第1回韓国 DIY ショウ（DIY SEOUL ʼ98）のオープニングセレモニー。左端が遠藤会長

1999

（平成11年）

大店立地法への対応
平成 12 年（2000）６月から大店立地法（大規模小売店舗立地法）が施行
されることとなった。
大店立地法は、大型店が出店するに際して、周辺の交通機関、騒音など

1月22日
新春特別セミナー開催
1月
第９回『DIY 小売業実態調査報告書』完成
2月5日
第38回 DIY/HI マーケティング講座開催
3月2日〜10日
ヨーロッパ DIY/HC 関連産業視察団編成
3月7日〜10日
ケルン国際ハードウェアショウに出展
3月19日〜21日
JAPAN DIY SHOW ʼ99 OSAKA 開催
3月
DIY ビデオ講座「DIY の実際・電動工具編」完成
第５回『住宅リフォームにおける DIY の実態調査報
告書』完成

の生活環境問題に対応することを目的として定められた法律である。この
法律が施行されると、ホームセンターは今後の出店に少なからず影響を受け
る。
そこで日本DIY 協会では「流通業の立地環境はどう変わるか」をテーマ
に、DIY/HIマーケティング講座を開催。大店立地法は、21世紀の社会環
境や生活者のあり方を視野に入れて、流通業はいかに生きていくか、ホーム
センターは出店環境の整備等にどのように対処していくか、といった問題を
改めて考え直す機会となった。

4月～平成12年2月末
社 団 法 人 設 立20周 年 記 念 事 業「DIY グ ラ ン プ リ 」
キャンペーン実施
4月〜平成12年3月
平成11年度 DIY スクール「住まいのお手入れ教室」
開催
4月
DIY アドバイザー登録更新制度改定
『DIY 業界の情報化に関する実態調査報告書』完成
6月1日
第19回通常総会開催
6月〜平成12年3月
平成11年度小中学生のための DIY スクール開催
6月
製・配・販オープン情報ネットワーク調査・研究委
員会、高齢者対象 DIY 普及実態調査委員会設置
広報情報委員会を広報委員会と情報委員会に分離
『DIY 環境・資源ガイドライン』完成
8月9日〜18日
アメリカ DIY/HC 関連産業視察団編成
8月15日〜18日
全米ハードウェアショウに出展
8月21日

大店立地法をテーマに DIY/HI
マーケティング講座を開催

『DIY環境・資源ガイドライン』完成
環境保全や省エネ・省資源が国際的な潮流となる時代状況にあって、
DIY産業においても環境・資源問題に関する業界全体の共通認識・対応策
を明確にする必要が生じたことからガイドラインづくりに着手。６月、
『DIY
環境・資源ガイドライン』が完成した。

平成11年度 DIY アドバイザー資格試験
（第１次学科）実施
8月27日〜29日
JAPAN DIY SHOW ʼ99 TOKYO 開催
27日

第39回 DIY/HI マーケティング講座開催

8月28日
IHA 理事会開催（東京国際フォーラム）
9月7日
ニューヨークで開催の海外貿易会議に山本専務理事
が出席
10月7日〜11日
まなびピア広島 ʼ99に出展
中曽根弘文文部大臣から感謝状が贈られる
10月14日〜19日
マニラで開催の FAME に視察団を派遣
10月27日〜29日

’99東京ショウで「人と環境
にやさしい商品」を募集

香港国際ハードウェア＆ホームインプルーブメント
フェアに出展
10月27日〜30日
韓国 DIY ショウ（DIY SEOUL）に出展
11月8日〜12日、17日〜20日
平成11年度 DIY アドバイザー資格試験
（第２次実技・面接）実施
11月25日
第40回 DIY/HI マーケティング講座開催

News
6月 完全失業率4.9%
7月 中央省庁再編関連法案成立
ニューヨークで開催の海外貿易会議に山本道明専務理事が出席

2000

（平成12年）

３兆6500億円市場を形成
DI Y産業の市場は、平成 12 年
（2000）３月末 時点で３兆 6500
億円（日本DIY協会推計）となっ

1月21日
新春特別セミナー開催
1月21日
第41回 DIY/HI マーケティング講座開催
1月
第10回『DIY 小売業実態調査報告書』完成
2月
『中小企業製・配・販オープン情報ネットワーク開
発事業研究報告書』完成
3月9日〜11日
シルバーサービス展に出展
3月12日〜15日
ケルン国際ハードウェアショウに出展
3月17日〜19日
JAPAN DIY SHOW 2000 OSAKA 開催
3月
『高齢者における DIY 普及実態調査報告書』完成
DIY ビデオ講座「DIY の実際・塗装・接着編」完成
4月〜平成13年3月
平成12年度 DIY スクール「住まいのお手入れ教室」
開催
6月1日
第42回マーケティング講座開催
6月2日
第20回通常総会開催
6月13日〜26日
ヨーロッパ DIY/HC 関連産業視察団編成

た。この数字は、アメリカの 20 兆
5900 億円、ドイツの５兆 3500 億
円（いずれも『ナショナル・ホー
ムセンター・ニューズ』誌の1998

DIY ブーム再燃。イギリス政府が「安全な DIY 作業
のための冊子」200万部を発行

年調査）に次ぐものであり、市場に関しては、日本のDIY産業は世界第 3 位
の地位を占めたことになる。

遠藤会長がIHA会長に就任
６月23日、バルセロナで開催された第 46 回 IHA
（旧・IFIA）総会におい
て、遠藤会長が IHA会長に就任した。
IHAの会長職は、２年ごとに開催される世界大会の開催国が受け持つこ
とになっており、第 47 回総会は日本に決定したことから、日本のDIY 業界
を代表して遠藤会長が選出されたのである。この日は、第 47 回 IHA京都会
議に向けてのプレゼンテーションも行われた。

6月21日〜24日
IHA バルセロナ会議に使節団を派遣
23日

遠藤会長が IHA 会長に就任

7月31日
アジア対日輸出支援事業等の協力に対して日本貿易
振興会より感謝状が贈られる
7月〜平成13年3月
平成12年度小中学生のための DIY スクール開催
8月9日〜18日
アメリカ DIY/HC 関連産業視察団編成
8月13日〜16日
全米ハードウェアショウに出展
8月19日
平成12 年度 DIY アドバイザー資格試験
（第１次学科）実施

アントニオ・トゥルーラス前会長から IHA 会長の
象徴となる鎖章を受け継ぐ遠藤会長

「日本のホームセンター事業の歴史と将来展望」を
テーマに講演する間庭副会長

8月24日
社団法人設立20周年記念式典開催
8月25日〜27日
JAPAN DIY SHOW 2000 TOKYO 開催
25日

DIY アドバイザー全国大会開催

25日

第43回マーケティング講座開催

10月12日、13日
くらしフェスタ東京2000に出展
10月24日〜26日
香港国際ハードウェア＆ホームインプルーブメント
フェアに出展
10月27日
環境・資源セミナー開催
11月1日〜5日
まなびピア三重2000に出展
11月7日〜10日、15日〜18日
平成12年度 DIY アドバイザー資格試験
（第２次実技・面接）実施

バルセロナのモンジュイック宮殿での晩餐会に出席する
ヨーロッパ DIY/HC 関連産業視察団の一行

12月8日
第44回マーケティング講座開催
12月16日
協会の地震災害救援活動に対し清水民也神津島村
長、出川長芳新島村長から感謝状が贈られる
12月
第11回『DIY 小売業実態調査報告書』完成

News
3月 プーチン氏がロシア大統領選に当選

環境資源ポスターを制作

社団法人設立20周年記念式典開催
８月24日、業界関係者総勢 800 名が出席し、社団法人日本ドゥ・イット・
ユアセルフ協会設立 20 周年記念式典が開催された（千葉市美浜区・幕張プ
リンスホテル）
。
20 周年を迎えるにあたり、日本DIY協会では、
1. 東京ショウの期日に合わせて、海外からDIY業界の代表者を招聘して
記念式典を執り行う
2. 社団法人設立から20 周年を迎えるまでの協会活動の歴史を編纂した
『社団法人日本 DIY協会 20 年の歩み』を発行する
3. 記念キャンペーンとしてDIY 写真コンテストの規模を拡大し「DIYグランプリ」を実施する
を３大記念事業とし、さらに平成 12 年（2000）のすべての事業を「20 周年記念事業」と位置づけて推進
してきた。
２. に関しては、およそ１年半にわたって編纂作業に取り組み、日本DIY協会・DIY業界の 20 年の足跡を
克明に記録したものとなり、３. については、全国から1228 点の作品が寄せられるなど、キャンペーンは成功
裡に終えた。

『社団法人日本 DIY 協会20年
の歩み』5000部を刊行。全国
の地方公共団体、商工会議所、
図書館、報道機関にも進呈

社団法人設立20周年記念式典
20周年を記念して
バッジを製作

社団法人設立20周年記念事
業として「DIY グランプリ」
の作品を募集
式典には約800名が出席

2001

（平成13年）

DIYアドバイザー実技研修会がスタート
前年、東京ショウにおいてDIYアドバイザー全国大会を開催したところ、
参加者からDIYアドバイザー間のネットワークがほしいとの強い要望が出さ
れた。そこでDIYアドバイザー委員会では、その施策として、DIYアドバイ

1月6日
所管官庁が経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材
課に変更
1月26日
新春特別セミナー開催
1月30日
第２回環境・資源セミナー開催
2月15日〜24日
ヨーロッパ DIY/HI 関連産業視察団編成
2月18日〜21日
ケルン国際ハードウェアショウに出展
2月〜3月
平成12年度高齢者のための DIY スクール開催
3月8日〜10日
シルバーサービス展に出展
3月16日〜18日
JAPAN DIY SHOW 2001 OSAKA 開催

ザーが相互の交流・親睦を深めるとともに、DIY商品の知識の修得やDIY
技能の向上もはかれる講習会の実施を計
画。平成13年（2001）４月、DIYアドバイザ
ー有資格者を対象にした「DIYアドバイザー
実技研修会」がスタートした。
初年度は、製造会員社の協力を得て、26
のテーマを設け、延べ 24 社で 56 講座を開
講したところ1675 名が参加。同研修会は、
次年度以降も開催することとした。

DIY アドバイザー実技研修会「塗料と塗
装の基礎知識」
（協力・
〈株〉アサヒペン）

3月16日〜7月1日
平成13年度 DIY 写真コンテストキャンペーン実施
3月
「あんなことも こんなことも みんなで DIY」普及ビ
デオ完成
4月21日〜5月27日
2001年しずおか 緑 ･ 花 ･ 祭を後援
4月〜平成14年3月
平成13年度 DIY スクール「住まいのお手入れ教室」
開催
4月〜平成14年3月
平成13年度 DIY アドバイザー実技研修会実施
6月5日
第21回通常総会開催
6月〜平成14年3月
平成13年度小中学生のための DIY スクール開催
7月3日
第45回マーケティング講座開催
7月〜平成14年3月
平成13年度高齢者のための DIY スクール開催
8月7日〜16日
アメリカ DIY/HC 関連産業視察団編成
8月12日〜14日

DIYショウを年１回開催に改定
春は大阪、秋は東京と年２回開催してきたDIYショウ（平成８・９年は「東
西統一DIYショウ」として年１回開催）を、平成 13 年度から年１回開催とし
た。これは、ショウのあり方を多面的に検討した結果、年１回開催のほうが
ショウの集中化がはかれ、内容も充実するとともに、出展社にとっても有効
であろうとの考えによる。
具体的には、３月の大阪ショウを平成 12 年度開催の最後のショウとし、
平成 13 年度の東京ショウを年１回開催のスタートとした。また平成 14 年度
の開催は、2002 年 IHA京都会議と併せて開催される大阪ショウのみとし、
平成 15 年度からは、東京ショウに一本化する方針が定められた。

全米ハードウェアショウに出展
8月18日
平成13 年度 DIY アドバイザー資格試験
（第１次学科）実施
8月24日〜26日

2002 年 IHA京都会議に向けて

JAPAN DIY SHOW 2001 TOKYO 開催
10月10日〜12日
香港国際ハードウェア & ホームインプルーブメント
フェアに出展
10月11日〜15日
まなびピア山形2001に出展
10月16日、17日
くらしフェスタ東京2001に出展
11月12日〜15日、20日〜23日
平成13年度 DIY アドバイザー資格試験
（第２次実技・面接）実施
11月28日
第46回マーケティング講座開催
12月
第12回『DIY 小売業実態調査報告書』完成

日本経済新聞全国版に1P 全面 記者発表会を開催
広告を掲載
４か国語で記載し
たパンフレットを
作成

News
1月 中央省庁再編、1府12省庁に
1月 ブッシュ氏、米大統領に就任
9月 ニューヨークで同時多発テロ
9月 平均株価、17年ぶりに1万円割れ
高齢者のための DIY スクール

2002

第47回2002年IHA京都会議開催

（平成14年）
1月24日
新春特別セミナー開催
2月26日〜3月7日
ヨーロッパ最新 DIY/HI 関連産業視察団編成
3月3日〜6日
ケルン国際ハードウェアショウに出展
3月14日
第47回マーケティング講座開催
3月14日〜16日
シルバーサービス展に出展
3月
『省エネ・災害対策 DIY ハンドブック』完成
4月4日〜9日
2002年 IHA 京都会議開催
4月5日〜7日
JAPAN DIY SHOW 2002 OSAKA 開催
4月15日〜20日
香港家庭用品・広州交易会 DIY 関連視察団編成
4月15日〜9月30日
平成14年度 DIY グランプリ「写真による DIY コン
テスト」キャンペーン実施
4月〜平成15年3月
平成14年度 DIY スクール「住まいのお手入れ教室」
開催
4月〜平成15年3月
平成14年度 DIY アドバイザー実技研修会実施
5月
坂本洋司副会長が藍綬褒章を受章
6月5日
第22回通常総会開催
7月〜平成15年3月
平成14年度高齢者のための DIY スクール開催
8月6日〜15日
カナダ・アメリカ DIY/HI 関連産業視察団編成
8月11日〜13日
全米ハードウェアショウに出展
8月24日
平成14 年度 DIY アドバイザー資格試験
（第１次学科）実施
8月〜平成15年3月
平成14年度小中学生のための DIY スクール開催
9月19日
第48回マーケティング講座開催
10月3日
第３回環境・資源セミナー開催
10月6日〜12日
中国 & 台湾 DIY 関連産業視察団編成
10月10日〜12日
中国国際ハードウェアショウに出展
10月10日〜14日
まなびピア石川2002に出展
10月16日、17日
くらしフェスタ東京2002に出展

平成 14 年（2002）４月６日、７日、世界のDIY・ハードウェア業界団体の
代表が一堂に会する「第 47 回 2002 年 IHA 京都会議 」が国立京都国際会
館において開催された。100 年近い歴史を有するIHAの国際会議を、アジ
アで初めて日本DIY協会が主催するという、歴史的な記念イベントである。
国際会議には、IHA京都会議名誉総裁にご就任賜った高円宮憲仁親王
殿下と同妃久子殿下をお迎えし、海外からは 14 か国 151 名の業界団体代
表者、国内からは来賓、協会会員、特別聴講者、報道関係者 1161 名の総勢
1312 名が参加した。前年の９月11日に起こったニューヨークでの同時多発
テロの影響が懸念される状況であったが、各国へのきめ細かいフォローが
功を奏し、当初の計画どおり多数の海外参加者を得て、国際会議は盛大な
幕開けとなった。

IHA京都会議開催に至るまで
京都会議を開催するに至るまでには、およそ12 年
の歳月を費やした。その過程を振り返ると、平成２年
（1990）６月、日本DIY 協会は IFIA
（IHAの旧称）へ
の加盟を申請。同年 10月、正式に入会が承認された。
翌平成３年（1991）６月、第 42 回ロンドン会議に使節
団を派遣し、同会に公式参加。その後も国際会議に

IHA 京都会議企画書

は使節団を派遣し、各国との交流を深めていった。
平成８年（1996）、第 44 回シドニー総会において、2002 年の国際会議開
催国が日本に決定。開催地は日本の伝統が息づく古都・京都市、開催時期
は桜の季節に合わせ、また大阪ショウとの絡みを考慮して４月と決定した。
さらに平成 10 年（1998）の第 45 回ベルリン総会において IFIAは IHAと改
称され、これによりIHA京都会議は「47th IHA Congress in Kyoto 2002」
として開催することとなった。

10月
DIY ショウ将来構想検討委員会設置
11月12日〜15日、19日〜22日
平成14 年度 DIY アドバイザー資格試験
（第２次実技・面接）実施
12月5日
第49回マーケティング講座開催

News
1月 EU 共通通貨ユーロ流通開始
4月 「ゆとり教育」スタート
5月 「日経連」スタート
10月 北朝鮮拉致被害者5人帰国

『省エネ・災害対策 DIY
ハンドブック』が完成。
同本（2500部）は日本
DIY 協 会 主 催 の 講 座 等
を通じて一般消費者に
配布

高齢者のための DIY ス
クーで参加者に配付し
た『住まいの安全ハン
ドブック』

2003

（平成15年）

「日本DIY協会中期活動方針」を策定
わが国に初めてホームセンターが誕生してから
30 年を経たこの年、政策ビジョン策定委員会が中
心となり、
「日本DIY協会中期活動方針」をまとめ

1月22日
新春特別セミナー開催
2月
第13回『DIY 小売業実態調査報告書』完成
卸売・製造会員12社の出資による中間法人「DIY
情報センター」発足
3月9日〜12日
プラクティカル・ワールド2003（旧・ケルン国際
ハードウェアショウ）に出展
3月10日〜17日
ヨーロッパ DIY/HC 産業視察団編成
3月13日〜15日
シルバーサービス展に出展
3月
『DIY 環境・資源ガイドライン』（2002年度改訂版）
発行
『2002年度 DIY による住宅リフォーム推進・研究
事業報告書』完成
4月15日〜9月15日
平成15年度 DIY グランプリ「写真による DIY コン
テスト」キャンペーン実施
4月〜平成16年3月
平成15年度 DIY スクール「住まいのお手入れ教室」
開催
4月〜平成16年3月
平成15年度 DIY アドバイザー実技研修会実施
4月
『DIY アドバイザーハンドブック（技能編）』完成
6月3日
第50回マーケティング講座開催
6月4日
第23回通常総会開催
「日本 DIY 協会中期活動方針」（中間報告）発表
6月〜平成16年3月
平成15年度小学生のための木工教室開催
7月
小売会員を対象に売上高の月次調査を開始
8月2日、3日
WAZA フェスタ2003に出展
8月4日〜12日
アメリカ DIY・HI 関連産業視察団編成
8月10日〜12日
全米ハードウェアショウに出展
8月23日
平成15 年度 DIY アドバイザー資格試験
（第１次学科）実施
8月29日〜31日
JAPAN DIY SHOW 2003開催
11月4日〜7日、18日〜21日、29日
平成15年度 DIY アドバイザー資格試験
（第２次実技・面接）実施
11月20日
第51回マーケティング講座開催
11月
第14回『DIY 小売業実態調査報告書』完成
12月

発表した。
DIY・HC 市場は依然と成長を続けているもの
の、欧米におけるDIY産業の発展ぶりに比較する
と、わが国の場合はまだまだ発展途上といわざる
を得ない。また新設住宅着工戸数の減少や住宅ス
トック数の増加など住宅状況の変化に伴い、リフ

『日本 DIY 協会中期活動方針』

ォーム需要の拡大、中古住宅流通の活性化の兆しなどがみられ、DIY産業
を取り巻く環境も新たな様相を呈している。さらに環境保全、防犯、防災、
安全、介護、福祉、教育など、社会的関心事の高い各局面において、人々の
生活志向とDIYとの接点が広がっている感があり、今後はHI（ホームイン
プルーブメント）市場における中核産業としての多面的な発展パターンも想
定される。このようなDIY 産業を取り巻く環境変化に鑑み、協会活動の将
来方向を定めたのが「日本DIY協会中期活動方針」である。

リフォーム市場へ参入
「日本DIY 協会中期活動方針」を策定する

住宅関連ニーズのサイクル

にあたって、喫緊の課題となったのが「リフォ
ーム市場の活性化」であった。
新築需要が低迷するなか、ハウスメーカーを
はじめ住設機器メーカー、工務店等がリフォー
ム市場に進出している。一方、DIY 産業は、住
まいの補修や改善を産業特性としており、リフ
ォームはその延長線上にある。しかもHCはリフォーム事業を行うにあたっ
て、地域密着型の店舗特性や住まい関連商品の総合展示などの面におい
て、他業態に比して優位な条件を備えている。さらにHCにとってリフォーム
市場への進出は、業態改革や業容拡大にもつながり、新たな活路を見いだ
すこともできる。
このような観点から、新たにリフォーム委員会を設置し、翌年からリフォ
ーム事業に参画する小売会員社への支援策に取り組む活動を開始した。

リフォーム委員会設置
会員名簿を CD-ROM にして発行

News
4月 サラリーマンの医療費が3割負担に
12月 地上デジタル放送開始
12月 米で BSE 牛発見、米国産牛肉輸入を
停止

DIY で素敵なカーライフ（DIY ショウ2003）

商業の国勢調査ともいわれる「商業統計」に HC の分
類が新たに追加（日経 MJ）

2004

（平成16年）

JAPAN DIY HOMECENTER SHOWと改称
海外、特にアジア諸国においては、DIYという言葉の意味が理解
されておらず、それが出展誘 致の障壁になっている可能 性がある。
一方、国 内に目を向けると、小 売 会員社の店舗名のほとんどが「ホ

1月19日〜24日
アメリカホームビルディング関連視察団編成
1月28日
新春特別セミナー開催
3月11日〜13日
シルバーサービス展に出展
3月23日
第52回マーケティング講座開催
3月
『DIY による住宅リフォーム推進・研究事業』
（2003
年度報告書）完成
『電動工具へのユニバーサルデザインの導入促進に
関する研究事業』（2003年度報告書）完成
4月15日〜9月15日
平成16年度 DIY グランプリ「写真による DIY コン
テスト」キャンペーン実施
4月18日〜20日
AHMA ハードウェアショウ2004に出展

ームセンター」という名称を使っており、インターネット上の検索調
査でも「ホームセンター」の名称の普及度が高いことが判明して
いる。
そこでDIY産業の業態を明確にし、ショウの内容をわかりやすくするこ
とにより一般来場者の動員を促進することを目的として、ショウ名称を
「JAPAN DIY HOMECENTER SHOW」と改称した。
またショウ名称の変更とともに、トレードショウと一般 PRショウの両面
に重点をおいた開催が望ましいとの方針が定まり、会期についても、従来の
「金曜日から日曜日」を「木曜日から土曜日」に変更した。

4月〜平成17年3月
平成16年度 DIY スクール「住まいのお手入れ教室」
開催
4月〜平成17年3月
平成16年度 DIY アドバイザー実技研修会実施
4月
『DIY アドバイザーハンドブック（技能編）』
（増補版）
発行
6月2日
第24回通常総会開催
6月8日〜17日
ヨーロッパ DIY/HC 関連産業視察団編成
6月9日〜11日
第48回 IHA2004年ダブリン会議に出席
6月〜8月
平成16年度小学生のための木工教室開催
8月21日
平成16 年度 DIY アドバイザー資格試験
（第１次学科）実施
8月26日〜28日
JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2004開催
9月24日
第53回マーケティング講座開催
10月9日〜13日
まなびピア愛媛2004に出展

HCリフォーム普及キャンペーンを開始
前年発表された「日本DIY 協会中期活動方針」
に基づき、リフォーム委員会では、拡大するリフォ
ーム市場にHCはどのように対応するか、また日本
DIY協会としては何をすべきかをテーマに論議を重
ね、７月、HCがリフォーム事業に参画するにあたっ
ての基本計画および協会としてのバックアップ対策
をまとめ、秋から本格的なHCリフォーム普及キャン
ペーンを開始した。

キャンペーンポスター

10月17日〜21日
中国 DIY 関連産業視察団編成
11月9日〜12日、16日〜19日、27日
平成16年度 DIY アドバイザー資格試験
（第２次実技・面接）実施
12月7日
第54回マーケティング講座開催

AHMA ハードウェアショウに出展

第48回 IHA ダブリン会議に出席

手づくり子供みこし（DIY・HC ショウ2004）

自分でまもる防犯（DIY・HC ショウ2004）

News
5月 裁判員制度法が成立
6月
11月

国の借金が700兆円突破
20年ぶりに新札発行（1000円札 野口英世、
5000円札 樋口一葉）

2005

（平成17年）

第 4 代会長に坂本副会長が就任
第 25 回通常総会において、第 3 代会長として 5 期 10 年務めてきた遠藤
敏東氏が勇退し、第 4 代会長に副会長の坂本洋司氏（アークランドサカモト
〈株〉）が選任された。また新担当役員・委員長の人事も決まり、新たに副会

1月12日〜17日
アメリカホームビルディング関連視察団編成
1月26日
新春特別セミナー開催

長として加藤敏敦氏（角利産業〈株〉）、西村義之氏（コーナン商事〈株〉）、
志村伊知郎氏（〈株〉ムラウチホビー）が選任された。

1月
東京消防庁の「家具類の転倒・落下防止対策キャン
ペーン」に DIY アドバイザーが協力
2月
第15回『DIY 小売業実態調査報告書』（CD-ROM）
完成
3月10日
DIY-DB 説明会開催
3月10日〜12日
シルバーサービス展に出展
3月17日
第55回マーケティング講座開催
3月
『DIY による住宅リフォーム推進・研究事業』
（2004
年度報告書）完成
『電動工具へのユニバーサルデザインの導入促進に
関する研究事業』（2004年度報告書）完成
4月15日〜9月15日
平成17年度 DIY グランプリ「写真による DIY コン
テスト」キャンペーン実施
4月21日
HC リフォーム 経営トップセミナー開催
4月〜平成18年3月
平成17年度 DIY スクール「住まいのお手入れ教室」
開催
4月〜平成18年3月
平成17年度 DIY アドバイザー実技研修会実施
5月〜11月
平成17年度小学生のための木工教室開催
6月7日
第56回マーケティング講座開催
6月8日
第25回通常総会開催
第4代会長に坂本洋司氏が就任
8月20日
『HC リフォームの手引き』発行
8月20日
平成17年度 DIY アドバイザー資格試験
（第１次学科）実施
8月25日〜27日
JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2005開催
10月18日
第57回マーケティング講座開催
10月21日、22日
くらしフェスタ東京2005に出展

坂本会長の就任挨拶（要旨抜粋）
私に与えられた使命は、協会の定款にございますようにDIYの普及と
DIY 産業の振興を通して、国民生活の向上に資するという協会の使命・
ミッションを着実に推進していくことと認識しております。会員同士が研
鑽、切磋琢磨し、自らを磨き合う場として、情報発信基地として、その役
割、精度を高めていくことが肝要と存じます。

「DIY−DB」を普及
情報委員会（EDI実務部会）では、中
間法人 DIY情報センターとプロジェクト
を組み、平成 15 年（2003）以来、HC 業
界における商品情報やHow To 情報の
データベース化に取り組み、企業間での
コンピューターにおける交換ネットワー

「DIY − DB」説明会には卸売・製造会員105社
132名が参加

クの標準化「業界標準商品マスタ」の整備を進めてきた。そのシステム基盤
が整ったことから、
「DIY−DB」
（DIY 商品情報のデータベース）の本格的な
普及が可能となった。
「DIY−DB」の共通インフラが整えば、バイヤー企業
とサプライヤー企業との間で、インターネットを通じてさまざまな有効情報の
流通が可能となる。同プロジェクトでは、次のステップとして、さらなるDIY
ニーズの発掘、市場の拡大をはかるため、How To情報とともに商品情報を
セットで検索できるサイトの構築をめざした。

10月
第16回『DIY 小売業実態調査報告書』（CD-ROM）
完成
11月8日〜11日、19日、28日〜12月1日
平成17年度 DIY アドバイザー資格試験
（第２次実技・面接）実施
12月8日
第58回マーケティング講座開催

News

４月から NHK 教育テレビで
「 住 ま い 自 分 流 ー DIY 入 門
ー」がスタート。同番組で
は DIY アドバイザーが講師
を務め、家庭でできる簡便
な DIY 方法を紹介

チャレンジ DIY ステージ「東京大学農学部カラメン
アーチ工法 ( 木造構造物 ) の紹介」
（DIY・HC ショウ
2005）

2月 生活保護100万世帯突破が発覚
3月 愛・地球博開幕
4月 個人情報保護法が施行
9月 衆院選で自民党が圧勝（296議席）

アメリカホームビルディン
グ関連視察団が NAHB 国際
ビルダーズショウを視察

2006

（平成18年）

HCリフォーム実践講座がスタート
リフォーム委員会では発足当初から、重点課題の１つとして教育研修を
掲げていた。HCがリフォーム市場に進出してまだ日が浅く、同市場で今後、
HCが存在感を高めていくには、リフォームに携わる人材の育成がかなめと

1月25日
新春特別セミナー開催
2月19日〜23日
ベトナム視察団編成
2月22日
「EDI 実務部会」説明会開催
3月22日
第59回マーケティング講座開催
3月
『ユニバーサルデザインを導入した電動工具の取扱
説明書標準化事業』（2005年度報告書）完成
4月〜平成19年2月
平成18年度 DIY アドバイザー実技研修会実施
4月〜平成19年3月
平成18年度 DIY スクール「住まいのお手入れ教室」
開催

なる。またリフォーム事業に参画する小売会員社も各社各様にリフォーム業
務の体制を整えつつある。こうした状況から、教育研修の機会が熟したとと
らえ、この年、５月から６月にかけて、全国６会場（仙台・東京・名古屋・大阪・
広島・福岡）で「HCリフォーム実践講座」を開催した。
同講座の開催と時を同じくして６月、
「住生活基本法」が成立した。これ
までの「量」を重視する政策から「質」を重視する政策への大転換である。
同法の成立は、リフォーム市場への参入をはかるHCにとって市場の拡大を
促す追い風となった。

5月8日〜13日
アメリカ DIY 関連小売業視察団編成

●住生活基本法

5月〜6月
第1回 HC リフォーム実践講座開催

平成15年度117万戸、16年度119

6月7日

万戸、17年度125万戸と、新設住

第26回通常総会開催
7月〜11月

宅着工戸数が低迷傾向にある一

平成18年度小学生のための木工教室開催

方、住宅ストック数は増大傾向

8月19日

（約5400万戸）にある。また少子

平成18年度 DIY アドバイザー資格試験
（第１次学科）実施

高齢化や人口・世帯数の減少が

8月24日〜26日

進むなど、社会情勢の変化も著

JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2006開催
9月23日〜10月2日
中国 DIY 関連産業視察団編成

第１回 HC リフォーム実践講座（東京会場）

しい。こうした状況にあって、
長く使用できる良質な住宅の供

9月24日〜28日

給やメンテナンスの促進など、

2006年 IHA 上海会議に参加
10月5日〜9日

住宅のあり方を抜本的に見直す

まなびピアいばらき2006に出展

ことを目的として制定されたの

11月10日
第60回マーケティング講座開催

が住生活基本法である。

11月18日、28日〜12月1日、12月5日〜8日
平成18年度 DIY アドバイザー資格試験
（第２次実技・面接）実施
11月
遠藤敏東第3代会長が旭日小綬章を受章
12月

協会 HP に「HC リフォームコーナー」
を開設

第17回『DIY 小売業実態調査報告書』（CD-ROM）
完成

ショウ出展促進施策としてベトナム視察団を編成。
ホーチミン廟で献花を行う視察団一行

News
1月 日本郵政会社が発足
2月 人口動態統計速報値発表、初の自然減
6月 住生活基本法が成立
11月 景気拡大が58か月連続となり「いざな
ぎ超え」と発表
DIY アドバイザー資格試験の学科研修（大阪）

中国国際ハードウェアショウを視察

2007

（平成19年）

「住まい自分流 DIY大賞」を制定
平成 17 年（2005）からスタートした、NHK教育テレビ「住まい自分流−
DIY入門−」との共同企画として「住まい自分流 DIY大賞」を制定し、４月
から作品募集キャンペーンを開始した。

1月25日
新春特別セミナー開催
2月8日〜14日
アメリカ DIY 関連小売業視察団編成
2月20日、22日
第２回 HC リフォーム実践講座開催
3月22日
「大規模小売業者との取引に関する納入業者に対す
る実態調査報告」説明会開催
3月
『ユニバーサルデザインを導入した電動工具の取扱
説明書標準化事業』（2006年度報告書）完成
『機械・工具等の配送に関する調査研究事業』
（2006
年度報告書）完成
4月〜8月
NHK 教育テレビ番組とタイアップし「住まい自分流
DIY 大賞」実施
4月〜平成20年2月
平成19年度 DIY アドバイザー実技研修会実施
4月〜平成20年3月
平成19年度 DIY スクール「住まいのお手入れ教室」
開催
5月
協会ホームページを全面リニューアル
6月6日
第27回通常総会開催
6月
『DIY 商品の解説』（改訂版）発行
7月25日
第61回マーケティング講座開催
7月〜11月
平成19年度小学生のための木工教室開催
8月18日
平成19 年度 DIY アドバイザー資格試験
（第１次学科）実施
8月23日〜25日
JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2007開催
8月
「地球温暖化対策に関する自主行動計画策定のため
のアンケート」（経済産業省指導）を実施
『ホームセンターリフォーム ハンドブック』発行
10月3日

キャンペーンを実施するにあたっては、同番組を通じて積極的な広報が
展開されるとともに、日本DIY 協会においても、HCの店頭で作品募集ポ
スターを掲示するなどして
PRに努めた。その結果、全
国から 987点の作品が寄せ
られた。受賞作品は、DIY・
HCショウ 2007 会場で展 示
され、その様子が同番組で
放映された。

ショウイベント「住まい自分流 DIY 入門講座」

小売業の再編、業務提携、新業態開発が加速
前年 11月には、景気拡大期間において戦後最長を記録した「いざなぎ景
気」
（57 か月）を超え、平成 19 年（2007）に入っても、企業業績は堅調な輸
出によって支えられ、積極的な設備投資が続いていたが、後半になると、サ
ブプライムローン問題を発端とするアメリカ経済の減速が日本経済にも波及
し、景気は減速傾向を示し始めた。
このような経済情勢にあって、デパートやスーパーマーケットなどに小売
業再編の動きが広がり、それは DIY・HC 業界にも及んでいた。吸収合併
や業務提携に至った企業もあり、同時にHCの大型店化が進み、店舗面積
１万㎡を超えるHCや、スーパーセンターという新業態も現れた。さらに大型
店化が進む一方、小型店化の傾向もみられ、HCの業態開発は進んだ。

第62回マーケティング講座開催
11月2日〜6日
まなびピア岡山2007に出展
11月16日
日本標準産業分類が改定され「ホームセンター」の
項目が新設される
11月27日〜30日、12月4日〜7日
平成19年度 DIY アドバイザー資格試験
（第２次実技・面接）実施
11月28日
第63回マーケティング講座開催
12月
第18回『DIY 小売業実態調査報告書』（CD-ROM）
完成

『ホームセンターリフォ
ーム ハンドブック』
4.5万部を制作・配布
住み慣れたわが家で快適なシルバーライフ（DIY・
HC ショウ2007）

News
2月 世界同時株安
7月 参院選で自民党が歴史的大敗
12月 トヨタが初の世界生産1位へ
｢日本のホームセンターのあるべき姿」 をテーマに
第62回マーケティング講座を開催

DIY アドバイザー実技研修会（協力・ダイオ化成〈株〉
）

2008

（平成20年）

ビジネスとトレードを強化したショウに
前年のショウ出展社アンケート調査で、ショウ開
催中は商談や情報交換をじっくりとやりたいとの要
望が多数出たことから、DIY・ HCショウ 2008 では

1月23日
新春特別セミナー開催
2月14日、26日
第３回 HC リフォーム実践講座開催
4月4日
標準 EDI（流通 BMS）推進説明会開催
4月〜平成21年2月
平成20年度 DIY アドバイザー実技研修会実施
4月〜平成21年3月
平成20年度 DIY スクール「住まいのお手入れ教室」
開催
5月6日〜11日
アメリカ DIY・HI 関連産業視察団編成
6月4日
第28回通常総会開催
6月
協会書籍のネットショップ開設
7月〜平成21年3月
平成20年度小学生のための木工教室開催
8月23日
平成20年度 DIY アドバイザー資格試験
（第１次学科）実施

ビジネスとトレードの活性化を目的として、従来の初
日のみのバイヤーズ・デーを２日目にも設けて開催
した。併せて自社ブース以外でも商品・サービスを
PRできる「出展社プレゼンテーションコーナー」を
はじめ「業界トレンドコーナー」
「ホームセンタートレ
ードⅡ」の新企画を打ち出し、バイヤ
ーズ・デーの充実をはかった。その
結果、２日間の業界関係者の来場
者数は２万 6212 人となり、出展社、
業界関係来場者ともに充実したトレ
ードができたとの声が寄せられた。
出展社プレゼンテーションコーナー

8月28日〜30日
JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2008開催
11月20日〜23日
日経住まいのリフォーム博2008に出展
11月25日〜28日、12月2日〜4日
平成20年度 DIY アドバイザー資格試験
（第２次実技・面接）実施
11月
『DIY 環境・資源ガイドライン』（2008年度改訂版）
完成
12月
第19回『DIY 小売業実態調査報告書』（CD-ROM）
完成

ショウ出展企画書

『DIY環境・資源ガイドライン』
（2008年度改訂版）が完成
地球温暖化やCO2 の削減など、環境・資源問題への
取り組みが産業界全般に求められるなか、環境・資源
委員会では、DIY 業界においてもこの問題に対応する
ための行動計画を立て、ガイドラインの作成に着手。11
月、
『DIY 環境・資源ガイドライン−人と環境にやさしい

『DIY 環境・資源ガイド
ライン』

企業への指針−』
（2008 年度改訂版）を取りまとめ発行した。
同書は、平成９年（1997）の『DIY 環境・資源問題実態調査報告書』、平
成 11年（1999）の『DIY環境・資源ガイドライン』、平成 15 年（2003）の『DIY
環境・資源ガイドライン（改訂版）』に続く第 4 回の報告書となった。

News

日経住まいのリフォーム博2008に出展

HC リフォームパビリオン（DIY・HC ショウ2008）

4月 国内最大のデパート連合（三越伊勢丹
ホールディングス）誕生
9月 米証券リーマン・ブラザーズ破綻
10月 日経平均株価が26年ぶりに安値
11月 米史上初のアフリカ系（黒人）大統領
（オバマ氏）誕生へ

協会書籍のネットショップ
を開設。写真は現在のもの

2009

（平成21年）

役員・委員会・部会組織を改編
アメリカに端を発した金融危機は世界経済に波及し、日本経済も景気の
後退を余儀なくされた。厳しい経済情勢は、DIY産業にも影響を及ぼした。
こうしたDIY産業を取り巻く環境変化に応じて、日本DIY協会では各事

1月28日
新春特別セミナー開催
2月19日、26日
「DIY 標準 EDI と DB に関する説明会」開催
3月11日
第64回マーケティング講座開催
4月〜平成22年2月
平成21年度 DIY アドバイザー実技研修会実施
4月〜平成22年3月
平成21年度小学生のための木工教室開催
6月3日
第29回通常総会開催
6月26日
第４回 HC リフォーム実践講座開催
6月〜平成22年3月
平成21年度 DIY スクール「住まいのお手入れ教室」
開催
6月
EDI 実務委員会設置、広報委員会と情報委員会を統
合し広報情報委員会とする
３部会を解散
8月22日
平成21年度 DIY アドバイザー資格試験
（第１次学科）実施
8月27日〜29日
JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2009開催
10月29日
第65回マーケティング講座開催
10月30日
「日本 DIY 協会が推進する EDI への接続に関する説
明会」開催
11月17日〜20日、25日〜27日
平成21年度 DIY アドバイザー資格試験
（第２次実技・面接）実施
12月
第20回『DIY 小売業実態調査報告書』
（CD-ROM）完成
「ホームセンターの地域貢献活動に関するガイドラ
イン」策定

業のあり方を見直し、第 29 回通常総会において、役員・委員会・部会組織
の改編を行った。具体的には、副会長を従来の６名制から４名制にし、常任
理事を 9 名から14 名とした。また情報委員会の下部組織であったEDI実務
部会をEDI実務委員会とし、広報委員会と情報委員会を統合して広報情報
委員会とした。さらに平成 5 年（1993）に設置した３部会（小売・卸売・製造）
の活動を教育委員会等の常設委員会に移行し、これをもって３部会を解散
した。

流通システム改革を推進
著しいスピードで進展する高度情報
化社会にあって、日本DIY協会では平
成 17 年（2005）以来、DIY業界におけ
る流通システムの標準化「DIY−DB」
の普及に取り組んでいた。その成果

「DIY 標準 EDI と DB」に関する説明会

は着実にあがってはいたが、経済産業省が次世代 EDIとして推進する「流
通 BMS」
（流通業界用の国際標準EDIメッセージ）については、後れをとっ
ていた。そこでこの問題の解決は業界の発展に不可欠ととらえ、
「DIY共同
ASP」
（業界用のアプリケーションソフトをインターネット利用により提供する
サーバー）を立ち上げ、これを「EDIC」
（エディック）と呼称した。
こうした一連の流通システムの改革を業界あげて推進するため、今後は、
DIY 業界における流通システムの標準化のステーションとなる「EDIC」と
「DIY−DB」の２つのネットワークサービスの促進を協会事業の柱として位
置づけた。

DIY・HCショウ2009の会場全景

人と環境にやさしい商品（DIY・HC ショウ2009）

DIY アドバイザー資格試験（第２次実技）が体験で
きる DIY アドバイザー模擬検定（DIY・HC ショウ
2009）

DIY アドバイザーの集い2009（DIY・HC ショウ2009）

News
6月 長期優良住宅普及促進法が施行
9月

衆院選で民主党が圧勝（308議席）、
政権交代へ

9月 イチロー選手、大リーグで9年連続
200本安打達成

