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◆国際建築家UIA世界大会 2020     https://www.uia2020rio.archi/index_en.asp 

世界各地から建築関係がユネスコが建築都市とするリオに集結します。世界の建築について新たな発表、議論、

情報交換を行う国際会議である。 

 

開催地：ブラジル・リオデジャネイロ市   時期：2020年 07月 19日～23日 

 
 

■ 参考資料 

• UIA2011東京大会 第24回世界建築会議,http://www.uia2011tokyo.com/ 

• UIA, http://www.uia-architectes.org/ 
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世界建築家連合 UIA   https://www.uia-architectes.org/webApi/en/ 

 

 

◆UIAパートナー   
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◆UIA開催都市 

 

 

 

https://hypebeast.com/jp/2019/2/rio-de-janeiro-unesco-first-world-architecture-capital 
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◆UIA会場 
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◆過去の開催UIA 2011年 in Tokyo  https://www.jia-kanto.org/uia/ 
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◆過去の開催UIA 2017年 in Seoul  http://www.uia2017seoul.org/ 

 

◆スポンサー https://www.midowatches.com/jp/uia-2017-sourushijiejianzhudahui 
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◆前回の案内 http://www.nagasaki-shikai.jp/wp-content/uploads/2017/07/20170706_taikai.pdf 
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http://www.f-shikai.org/_managed/wp-content/uploads/2017/07/%EF%BC%88%E5%88%A5%E7%B4%99%E

F%BC%89%E3%80%8C2017-UIA%E3%82%BD%E3%82%A6%E3%83%AB%E5%A4%A7%E4%BC%9A%

E3%80%8D%E7%99%BB%E9%8C%B2%E7%94%A8%E7%B4%99.pdf 
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◆関連企業・団体 

 

http://www.jia.or.jp/ 

 

 

http://www.f-shikai.org/info/info.html?id=7364 
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https://www.jia-kanto.org/ 

 

 

 

 

https://www.aij.or.jp/ 
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https://www.yasui-archi.co.jp/yasui/20181017.html 

 

 

 

http://www.endo-aa.net/staffblog/9251/ 
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http://www.nagasaki-shikai.jp/%E9%80%A3%E5%90%88%E4%BC%9A%E3%82%88%E3%82%8A%E3%80

%80%E3%80%8C2017-uia%E3%82%BD%E3%82%A6%E3%83%AB%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%BB%

BA%E7%AF%89%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E3%80%8D%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%81%AE%E3%

81%94/ 

 

 

 

https://jabee.org/international_relations/unesco 
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◆視察一例：ブラジル建築物 リオ・デ・ジャネイロ 
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◆視察一例：ブラジル建築物 サンパウロ 
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◆視察一例：ブラジル建築物 ブラジリア 
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