
激論！住宅市場の今とこれから
～そのとき北海道は大丈夫か！～

両セミナーの参加申込はコチラ ht tp://www.renovation.or.jp/expo2012

916SUN 9  17MON

無理のない価格で自分らしい心地よい住まいが手に入るリノベーション。
その魅力はもちろん、「どうしたら出来るの？」「何が出来るの？」にもお答えする、
楽しみながら学べる様々なコンテンツをご用意しました。

そんな札幌と小樽の街に興味を持ち、まちの記憶、けんちくの記憶、そして暮しの記憶を、
写真や地図を手がかりに蘇らせている人達がいます。
しかし、「ロマンチズム」や「センチメンタリズム」に浸っているだけでは、生々しい活力の
ある都市や建築の未来はありません。

見て、聞いて、学ぶリノベーション

主催:リノベーション住宅推進協議会
後援：住宅金融支援機構 北海道支店

www.renovation.or.jp

●リノベーションセミナー
●会員企画によるリノベーションイベント
●「全国リノベーション学生アイディアコンペ」作品展示

www.renovation.or.jp/expo2012

札幌・小樽

高度成長やオリンピック開催、日本の歴史上もあまり類を見ない急激な人口増加などを
経て、大規模なスクラップ＆ビルドを繰り返してきた

▲

札幌。

2つの街の風景や建築をさまざまな角度から眺めてみようではありませんか。

【過去】と【未来】を紡ぐ「リノベーション」で、どんな化学反応を起こすのだろうか？

【出演予定】
●堀　直人（『北海道裏観光ガイド』編集長）　　●瓜生裕樹（札幌を拠点に活動する写真作家）
●上田純也（Webサイト『札幌真空地帯』主宰）　●古川泰人（札幌オオドオリ大学『ジオ部』部長）
●和田　哲（街歩き研究家『ブラサトル』、あるた出版）
●川嶋王志（小樽民家再生プロジェクト、いつまでも小樽に有り続けてほしい家・店がある主宰）
●島原万丈（リクルート住宅総研主任研究員）    ●栃木　渡（株式会社北工房）
●リノベーションコンペ応募者の皆さん　　　　  ●会場の皆さん

産業や物流の変遷の中で、都市の性格を大きく変えながらも、歴史的建造物が数多く
残っている

▲

小樽。

トークセッション
200名様
先着

一般ユーザー様向けSUN9 16 事業者様向けMON9 17

株式会社さくら事務所取締役、NPO法人日本ホームインスペクターズ協会理事をは
じめ、複数の企業・NPO法人の経営に携わるほか、不動産・建設業界専門で、企業・個
人のPRディレクターや書籍ライターとしても活動。著書『建物調査入門』（住宅新報
社）『住宅脳クイズ100問』（住宅新報社）など。執筆協力も多数。

株式会社さくら事務所　取締役 大西倫加

1989年株式会社リクルート入社、株式会社リクルートリサーチ出向配属を経て、
グループ内外のクライアント企業のマーケティングリサーチおよびマーケティン
グ戦略のプランニングに携わる。2005年よりリクルート住宅総研で、調査研究、
執筆・講演等を通じて、ストック型の住宅市場の実現のための提言活動に従事。
一般社団法人リノベーション住宅推進協議会設立発起人、監事。 

リクルート住宅総研　主任研究員 島原万丈

THU9 6 より受付スタート！

～「まち」と「けんちく」のリノベーション～

1999年に業界初の個人向け不動産コンサルティング会社である、不動産の達人『株
式会社さくら事務所』を設立。“第三者性を堅持した個人向け不動産コンサルタント”
第一人者としての地位を築く。国土交通省・経済産業省などの委員も歴任し、2008年
4月、住宅診断の普及・公認資格制度をめざし、NPO法人日本ホームインスペクターズ
協会を設立、初代理事長に就任。

株式会社さくら事務所　代表取締役社長 長嶋　修
不動産コンサルタント

15:30～18:15 会場:ガラスのピラミッドスペース118:00～20:30 会場:ガラスのピラミッドスペース2

200名様
先着



リノベーションセミナー＆イベント開催 無料
まずは見て聞いて体験しよう！
実際はどうなの？古くて大丈夫？センスは合いそう？もっと詳しくプロの話を聞きたい！
リノベーション住宅推進協議会が定めるリノベーションの品質基準を満たし、安心して選べるリノベーション住
宅を提供する会員企業が開催する独自のセミナーや学生アイディアコンペ作品展示、イベントを開催します。

日本全国で開催されるリノベーションの最新情報に触れられる
『RENOVATION EXPO JAPAN2012』
その皮切りとなるセミナー＆イベントが、札幌の「モエレ沼公園
ガラスのピラミッド」で開催されます。
また、期間中「全国リノベーション学生アイディアコンペ」の
作品展示もご覧いただけます。

916SUN 9  17MON

事業者様向け（不動産・建築事業者・他） どなた様でも一般ユーザー様向け（リノベーションをお考えの方々）

〒007-0011 
札幌市東区モエレ沼公園1-1

リノベーション
住宅推進協議会

エキスポ期間中は無理だけど、
他にもイベントはある？
センスは合いそう？もっと他にも見てみたい！

リノベーション住宅推進協議会は、現在日本全国
の3 5 0 社を超えるリノベーションに携わる会社
に参画いただいております。ホームページで、会
員企業一覧のほか、毎月開催される会員企業の
イベント情報を掲載しています。

東京都渋谷区渋谷1-6-5
Tel.03-3486-2510
Fax.03-3486-2511
www.renovation.or.jp
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渡辺秀仁 （12:00～12:45）

節水で節電！ 
節電の為に水まわりで出来ること

㈱TOTO

佐治孝利（13:00～13:45）

リノベーション物件にも使える
住宅ローン

住宅金融支援機構 北海道支店

大高　満（14:00～14:45）

中古マンション購入とリノベーション
計画を同時進行させる方法

㈱ i・e・sリビング倶楽部
佐治孝利（14:45～15:15）

リノベーション物件
にも使える住宅ローン

住宅金融支援機構 
北海道支店

根本健一（15:00～15:45）

アルミフレーム引き戸で
リノベーション自由自在

㈱ダンク

石原英祐（16:00～16:45）

リノベーションVS新築～どっちが
いいの？プランとお金の話し～

アルトスタジオ

川村健治（12:45～13:30）

札幌における
シェアハウスの展開

㈱マッシブサッポロ

矢板橋克美 （12:00～12:45）

マイホームを
考える人のための
リノベーション事例

クローバーオフィス

川村健治 （12:45～13:30）

札幌における
シェアハウスの展開

㈱マッシブサッポロ

白井康永 （13:00～13:45）

体験!!リノベーションの
マルとバツ

㈱北海道住宅新聞社 

米澤アキ （14:00～14:45）
住まいと犬の問題行動

A k i & A s h

杉山秀樹 （15:00～15:45）
エコカラットのひみつ

㈱ L I X IL

伊達寛記 （16:00～16:45）

できるだけ小さな家族
農業・暮らしの
リノベーション

ファーム伊達家

渡部倫子 （17:00～17:45）

身体美塾～身体
リノベーション計画

D a n c e R in -z o n e

ガラスのピラミッドスペース1ガラスのピラミッドスペース2ガラスのピラミッドスペース2
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新道東駅
東豊線 丘珠公園

MOERENUMA PARK
The pyramid of glass 

雁来

伏古

リノベーション住宅推進協議会　
北海道部会会員（17:00～17:45）

トークセッション （18:00～20:30）
札幌・小樽～「まち」と
 「けんちく」のリノベーション～

第2回　リノベーションアイディア
コンペ北海道部会推薦作審査会

•堀　直人（『北海道裏観光ガイド』編集長）
•瓜生裕樹（札幌を拠点に活動する写真作家）
•上田純也（Webサイト『札幌真空地帯』主宰）
•古川泰人（札幌オオドオリ大学『ジオ部』部長）
•和田　哲（街歩き研究家『ブラサトル』、あるた出版）
•川嶋王志（小樽民家再生プロジェクト、いつまでも
 小樽に有り続けてほしい家・店がある主宰）
•島原万丈（リクルート住宅総研主任研究員）
•栃木　渡（株式会社北工房）
•リノベーションコンペ応募者の皆さん
•会場の皆さん

12:00

13:00
平賀丈士 （13:45～14:30）

30代夫婦が殺到する
「北海道スタイル・リノ
ベーション」

スロウル

長嶋　修

島原万丈

大西倫加

クロージング
パーティー

㈱さくら事務所

㈱さくら事務所

リクルート住宅総研

『激論！住宅市場の
 今とこれから～
 そのとき北海道は
 大丈夫か？！』
  （15:30～18:15）

小野寺典子
自分で作るゼリーキャンドル

キャンドル工房　 l e - a u t h e n t i qu e

奥田しのぶ
1本の紐で作る「2WAYアクセサリー」

p e t i t e  m a d e l e in e

展示会
犬用車椅子展示
モエレ製作所

リノベーション住宅
推進協議会北海道部会
パネル展

無料手づくり体験

•住宅金融支援機構　　
 長期固定金利住宅ローン
 【フラット35】のご案内

北海道のリノベーション住宅の実例が
いっぱい！！

•会員企業のご案内
•会員事例展示
•リノベーション学生
 アイディアコンペ作品展示

小野寺典子

自分で作るゼリー
キャンドル

キャンドル工房　
l e - a u t h e n t i qu e

奥田しのぶ

1本の紐で作る
「2WAYアクセサリー」

p e t i t e  m a d e l e in e

リノベーション
住宅推進協議会
北海道部会
パネル展

•住宅金融支援機構　　
 長期固定金利住宅ローン
 【フラット35】のご案内

北海道のリノベーション
住宅の実例がいっぱい！！

•会員企業のご案内
•会員事例展示

•リノベーション学生
 アイディアコンペ作品展示

無料手づくり体験

会場：ガラスのピラミッド 1

会場：ガラスのピラミッド 2

URL www.sapporo-park.or.jp/moere/
TEL 011-790-1231

事業者様向け特別セミナー より受付開始

平賀丈士（13:45～14:30）

30代夫婦が殺到する「北海
道スタイル・リノベーション」

スロウル
ネット広告会社・不動産デベロッパーを経て、
2011年11月、株式会社MASASIVEＳＡＰＰ
ＯＲＯを設立し、札幌にてシェアハウス
BULEのプロデュース、コワーキングカフェ
36のプロデュースなどを行っている。

大学を卒業後、IT企業でシステム開発に携
わる。2010年、 SLOWL［スロウル］創業。札
幌という都会の中でも、自然とともに生活で
きる、そんな北海道らしいライフスタイルを
実現できるような、ワクワクする家をつくる。

展示会
犬用車椅子展示
モエレ製作所

佐治孝利（14:45～15:15）

リノベーション物件にも
使える住宅ローン

住宅金融支援機構 北海道支店
今年の夏から、中古住宅購入後のリフォーム
工事代も併せて融資を受けられる【フラット
35】リフォームパックという商品ができました。
どんな商品なのかご説明いたします。

THU9 6 http://www.renovation.or.jp/expo2012申し込みはコチラ

▲

各先着100名様


