
RENOVATION EXPO JAPAN 2012

会員企業による
リノベーションイベント

リノベーション学校特別授業・イベント開催企業

協議会が定める品質基準を満たし、
リノベーション住宅を提供する会員企業が
開催する独自のイベントをチェック！

＊ご予約制コンテンツは、一般ユーザー様向けとなります。
　同業者の方のご参加はご遠慮ください。
＊また、ご予約は、前日の１８時までに開催各社ホームページ、またはお電話で。

10.27SAT-11.10SAT

［会場］

［主催］
［TEL］

［時間］

［会場］

［主催］
［TEL］
www.renoveru.jp/contents/event.jsp?top=1

港区西麻布3-2-43
ユナイトボード・NEXT
山田ダンボール株式会社
03-3241-7176

10.27SAT

13:00～14:00、14:00～15:00、
15:00～16:00、16:00～17:00、
17:00～18:00
東京都渋谷区千駄ヶ谷2-9-6
バルビゾン3番館201号
リノベる株式会社
03-5770-4324

13:00～17:00
東京都渋谷区桜丘
（ご予約の方にご連絡いたします）
リノベる株式会社
03-5770-4324

［時間］
［会場］

［主催］
［TEL］
www.renoveru.jp/contents/event.jsp?top=1

［時間］
［会場］

［主催］
［TEL］
www.renoveru.jp/contents/event.jsp

11:00～19:00
東京都渋谷区千駄ヶ谷2-9-6 
バルビゾン3 番館201号（集合場所）
リノベる株式会社
03-5770-4324

11.4SUN 予約制

走るリノベる。バスツアー
11.11SUN 予約制 11.11SUN 予約制

中古物件をペイントリノベーション
/物件内覧会
弊社のリノベーション物件を内覧するイベント。自分で塗り替え
もできるペイント「PORTER'S PAINTS」を使用したペイント
リノベーションをぜひご体感ください。

11.10SAT 予約制予約制 11.10SAT 予約制

11.10SAT

11.10SAT-11SUN 11.10SAT-11SUN予約制

予約制

予約制

11.10SAT 予約制

10.27SAT

nu個別無料相談会開催!
リノベーションって何？具体的に何から始めたら？物件探しから
お手伝いしてもらえるの？リノベーションに関するご相談など
完全個別、無料にて行っております。この機会に是非お立ち
寄り下さい。

10.27SAT-28SUN /11.3SAT- 4SUN 予約制

10:00～19:00
東京都渋谷区広尾1-7-20DOT
nuリノベーション
0120-453-553

11.10SAT

リノベーション現場見学会
築27年56㎡のマンションの一室をリノベーション。
中古物件を購入して、リノベーションされる方に、オススメな
物件探しのポイントや物件購入からリノベーションまでのスケ
ジュールなど頭の中の“？”をすっきりできる見学会です。

yamadadannboru

［TEL］03-3241-7176
［定休日］土曜・日曜・祝日
www.yamada-cc.co.jp

［TEL］03-5770-4324
［営業時間］10:00～20:00
www.renoveru.jp

［TEL］044-379-3736
［営業時間］10:00～17:00 
［定休日］水曜・日曜・祝日
www.oriental-japan.com

［TEL］0120-86-0672
［営業時間］9:00～18:00 
［定休日］年末年始・お盆休み
　　　　・創立記念日
www.shuken.jp

［TEL］03-5800-8105
［営業時間］9:00～17:00
［定休日］土曜・日曜・祝日
www.flat35.com

［TEL］03-6741-1715
［定休日］土曜・日曜・祝日
www.lixil.co.jp

［TEL］03-5773-3927
［営業時間］9:00～18:00 
［定休日］日曜・祝日
www.ku-kan.co.jp

［TEL］03-5451-1134
［営業時間］10:00～17:00
［定休日］土曜・日曜・祝日
www.toto.co.jp

www.mokuchin.jp

［TEL］03-5783-3600
［営業時間］10:00～19:00
［定休日］土曜・日曜・祝日
www.homes.co.jp

［TEL］03-5687-6200
［営業時間］10:00～18:00
［定休日］水曜
www.noda-co.jp

［TEL］03-6835-2000
www.recruit-sumai.co.jp

［TEL］03-3479-0525
［営業時間］10:00～19:00 
［定休日］土曜・日曜・祝日
www.realtokyoestate.co.jp
/renovation
www.r-toolbox.jp

［TEL］0120-587-250
［営業時間］10:00～18:00
［定休日］水曜
www.stylekoubou.com

［TEL］045-482-3391
［営業時間］10:00～18:00
［定休日］水曜
www.plan-do-plus.com

［TEL］03-5408-7440
［営業時間］9:00～18:00
［定休日］土曜・日曜
www.house-gmen.com

［TEL］0120-453-553
［営業時間］10:00～18:00 
［定休日］水曜
www.n-u.jp

［TEL］03-5766-3739
［営業時間］9:30～18:30
［定休日］水曜
www.intellex.jp

［TEL］03-5332-9920
［営業時間］10:00～19:00
［定休日］日曜・祝日
www.bluestudio.jp/#

［TEL］03-5707-2330
［営業時間］9:30～18:30 
［定休日］日曜・祝日
www.kukansha.com

［TEL］03-5275-5650
［営業時間］9:00～18:00
［定休日］年中無休
renomansion.jp

［TEL］03-5468-9250
［営業時間］10:00～18:00
［定休日］火曜・水曜・祝日
www.rebita.co.jp

renoveru

オーストラリアの高級ペイント「PORTER'S PAINTS」の
日本総代理店です。また、オリエンタル産業は、耐火被覆・
断熱といった建築インフラに関わる事業から、不動産・建築
全般のプロデュースまで、創造性のある発想を武器に、6つ
の事業を展開しています。

orientarusangyou

オリエンタル産業株式会社

Intellex JYU-HAN

blue studio

中古物件のご購入からリノベーションまでトータルにお客様
をサポート致します。一部のエリアを除き東京・千葉・神奈川
で施工対応しています。

住宅金融支援機構は民間金融機関による長期固定金利の
住宅ローン供給を支援する証券化支援業務を柱とし、災害
融資等の政策上重要で民間では対応困難な融資業務など
を行っています。

LIXILという名前は住＝LIVINGと生活＝LIFEの2つの
「LI」を組み合わせたもの。優れた製品とサービスを通じて、
豊かで快適な住まいと暮らしを実現する「総合住生活企業」
です。

借りる・買う・建てる・リフォームするなど、カスタマーの
多様な住まいのニーズに応えるサービスを展開。
ＷＥＢと情報誌での情報提供の他、相談カウンター、注文
住宅展示場も運営。

マンション専門に毎年1000件以上の設計・施工を行って
います。蓄積されたノウハウでマンション特有の制約条件下
でもバリエーション豊かなリノベーションが可能です。

SHUKEN

Intellex Space-Plan

株式会社インテリックス空間設計

リノベーション東京スタンダードを確立するために立ち上
がった、リノベーションのプロ集団。
nuと共に東京スタンダードをつくりあげましょう！

nu renovation

nuリノベーション

Recruit Sumai Company Ltd

株式会社リクルート住まいカンパニー

特徴のある物件だけを集めた、不動産のセレクトショップ。
物件情報だけでなく、自分らしく楽しく暮らし、働くための
情報を提供。ウェブで選ぶリノベーションの道具箱「R不動
産toolbox」の運営、リノベーション設計、賃貸物件の企画
コンサルティングも行っています。

realtokyoestate

東京R不動産

設計＆施工のスタイル工房には、暮らしを楽しむアイディア
がいっぱい。プランナー集団が、住まう人の気持ちに寄り
添いながら「家族の住まい」を一緒に考えていきます。

stylekoubou

株式会社スタイル工房

機能性とデザイン性を兼ね備えたリフォームをライフスタ
イルに合わせてご提案。女性スタッフの丁寧な対応が好評
です。収納提案、愛犬家住宅提案には定評があります。

PLAN DO PLUS

株式会社プランドゥプラス

国土交通省指定の住宅瑕疵担保責任保険法人です。住宅
に新たな価値創造を行い、住まいに関するあらゆる仕組み
を提供することを目標として、課題に取り組んでいます。

House-Gmen Co.Ltd.

株式会社ハウスジーメン

［TEL］03-3538-2480
［定休日］水曜
www.ipcon.co.jp

本業界に20年以上特化して経営の御支援を行っており、
累積の御支援者数は900社以上に渡る企業です。

INTERPRISE CONSULTING

株式会社インタープライズコンサルティング

私たちTOTOグループは、地球に存在を許されている企業
として“真に持続可能な社会”をリードしていくことを目指し
ます。生活価値を創造し提供していく企業として、未来へ
とつながる「あした」に向かい、期待を超えるかつてない
「まいにち」を提案します。

TOTO LTD.

TOTO株式会社

Japan Housing Finance Agency

独立行政法人住宅金融支援機構

［TEL］03-6859-4800
［営業時間］8:30～17:20
［定休日］土曜・日曜・祝日
www.jio-kensa.co.jp

住宅瑕疵担保責任保険、中古住宅の売買やリフォーム工事・
大規模修繕工事に対応した既存住宅向けの各種瑕疵保険
を販売。その他、住宅性能評価業務をはじめとする各種
サービスを通じて安心な家づくりを支援します。

JIO

株式会社日本住宅保証検査機構

都市圏に大量に存在する木造賃貸アパートを重要な社会
資源と捉え、「モクチンレシピ」を不動産業者に提供する
ことで、木賃の改修事業を展開しています。

MOKU-CHIN KIKAKU

特定非営利活動法人モクチン企画

株式会社ネクストは掲載数日本No.1の不動産・住宅情報
ポータルサイト『HOME'S』を運営。ユーザーにとって最適
な情報を提供し、世の中の「不安」「不満」「不便」といった
「不」を解消する事業を展開してまいります。

NEXT Co.,Ltd.

株式会社ネクスト

株式会社ノダは快適な住まいづくりのために住空間を構成
する様々な内装建築材料をつくり「健康・安心・安全」を
スローガンに研究・製造・販売をおこなっています。

kabusikikaisyanoda

株式会社ノダ

LIXIL

株式会社LIXIL

その他にもまだまだあります！
販売中の適合リノベーション住宅（R1住宅、R3住宅、
R5住宅）の最新情報はリノベーション住宅推進協議会
ホームページでもご確認ください！

いますぐ見られる！リノベーション済み住宅のオープンルーム開催情報
実際にリノベーション済みとして販売中のＲ１住宅のオープンルームを期間中各地で開催しています。詳細（日時、場所など）は下記各社のホームページでご確認いただくか直接お問い合わせ下さい。

株式会社インテリックス住宅販売
［TEL］0120-66-3705

グローバルベイス株式会社
［TEL］0120-478-962 

株式会社ジャパンプライムムーバ
［TEL］045-326-2630 www.renovation.or.jp/bukken-list

創業94年を数えるダンボール製造メーカーでありながら、
他社に先駆けて新しい素材の可能性を追求し、ダンボール
素材として唯一内装建材として“ダンフスマ”を昭和38年
より販売開始。

モデルルーム公開・事例表示
通常予約制ショールームを
期間中出入り自由のオープンルームにて公開します。

物件探し、設計、施工、ローン組までリノベーションのワン
ストップサービスを提供。セミオーダー制、定額制、提携
ローンで貴方らしい住まいづくりを実現します。

リノベーション個別相談会

リノベる。完成現場見学会

リノベーション向きの物件の探し方や、間取りの考え方、資金
計画について、などなど幅広くご案内します。疑問に思っている
ことはなんでも聞いてください！

リノベーションを実際に見て・触れて・感じてみませんか？
実物でしかわからない、あんなこと、こんなこと、まるごと全部
見せます！リノベの参考になること間違いなしです！

1日で複数のおすすめ物件の内覧、リノベに役立つ住宅設備
ショールーム、完成現場まで見れちゃいます！普段のセミナー
内容も聞ける濃密なツアーです。（お一人1000円）

［時間］
［会場］
［主催］
［TEL］
www.porters-paints.com/workshop.html

13:00～14:00
川崎市高津区（最寄駅：二子新地駅）
オリエンタル産業株式会社
044-379-3736

［会場］
［主催］
［TEL］
www.intellex.jp/seminar.html

ご予約の方にお知らせいたします。
株式会社インテリックス住宅販売
03-5766-3739

［時間］
［会場］
［主催］
［TEL］
www.intellex.jp/seminar.html

13:00～15:00
ご予約の方にお知らせいたします。
株式会社インテリックス住宅販売
03-5766-3739

［時間］
［会場］

［主催］
［TEL］
www.bluestudio.jp/#/individual/meeting

11:00～12:00
東京都渋谷区渋谷1-17-1
TOC第2ビル1002
株式会社ブルースタジオ
03-5332-9920

［時間］
［会場］
［主催］
［TEL］

［時間］
［会場］
［主催］
［TEL］
www.n-u.jp

［時間］
［会場］
［主催］
［TEL］

13:00～17:00
東京都目黒区鷹番1-1-10
株式会社インテリックス空間設計
03-5773-3927

［時間］

［会場］
［主催］
［TEL］
www.rebita.co.jp/seminar

①13:00～14:30
②15:00～16:30
世田谷区等々力7-23-15
株式会社リビタ
03-5468-9250

13:00～16:00
杉並区周辺
株式会社インテリックス空間設計
03-5773-3927

［時間］
［会場］
［主催］
［TEL］
www.kukansha.com

13:00～17:00
ご予約の方にご連絡致します。
株式会社空間社
03-5707-2330

［時間］
［会場］

［主催］
［TEL］
urx.nu/1YJa

13:00～18:00
板橋区上板橋2-13-3
ライオンズマンション上板橋
株式会社秀建
0120-86-0672

［時間］
［会場］

［主催］
［TEL］
renomansion.jp/node/3152

14:00～17:00
千代田区富士見2-11-13
ライフデザイン ゲストルーム
株式会社ライフデザイン
03-5275-5650

リノベーションマンション再販のインテリックスグループの
仲介会社。スタッフ全員がリノベーションの知識豊富で、
中古＋リノベの提案も得意としている。いままでの仲介には
ない提案力のある会社です。

「リノベーション物件」予約制内覧会 TOKYO*STANDARDお宅見学会
インテリックスグループが手掛けたリノベーションマンション
へご案内いたします！購入検討の方、リノベ検討の方のどちら
にも参考になりますので、お気軽にお越しください。

人気のTOKYO*STANDARDで施工したお宅の見学会を開催！
自分らしいライフスタイルに合わせたリノベ事例や体験談を
聞けるチャンスです！

リノベーション黎明期2000年から、消費者のライフスタイ
ルニーズに合致した住まいやオフィスを多数プロデュース。
賃貸物件のバリューアップからフルオーダー住宅まで建築・
不動産に関わるサービスをトータルに提供します。

リノベーション合同セミナー
フルリノベーションにおける全体のスケジュールや多様なデザ
インを、最新の実例と併せてたっぷりとご紹介します。
セミナー後の個別相談も可能です。

リノベーション内覧会 リノベーション相談会
築44年の団地を「エコキューブ」で六面断熱リノベーション！
高性能・高品質を実現しながらも、無垢フローリングなど素材
感を活かした空間になっております。

実際にリノベーションをお考えの方や、これからお考えの方を
対象に、弊社ショールームにて個別相談会を開催いたします。

マンションリフォーム専門会社として17年の実績を重ねて
きたライフデザイン。安心・安全・適正を追求して構築した

「リノマンション・システム」は、このシステムは昨年度グッド
デザイン賞を受賞。

代沢Ｉ邸 戸建リノベーション見学会
築46年の戸建リノベーションの魅力を体感しませんか?
リライフプラスVol.10（11/14発売）にも掲載予定のお宅です。
Ｉ様のリノベ体験談もぜひ聞いてみてください。

リフォームコンシェルジュ
リフォームは家づくり。はじめての家づくりを成功は何といって
もいいパートナーを見つけること。あなたの家づくりにぴったり
のパートナーは？リフォームコンシェルジュがご相談を承ります。

一棟丸ごとリノベーションからリノベ済み中古マンション、
フルサポートサービスまで、お客様の希望やライフスタイル
に合わせて豊富なリノベーションサービスを展開。

before→afterの変化を体感！
現場で学ぶリノベ見学会
実際のリノベ現場を見学しながらbefore→afterの変化を
体感できる貴重なチャンス！ReBITAスタイルリノベーション
「Organic」も公開。竣工済みの3部屋まとめて見学可能！

山田ダンボール株式会社

リノベる株式会社

株式会社インテリックス住宅販売

株式会社ブルースタジオ

株式会社空間社
kukansha

都内全域に対応するリノベーションの設計・施工会社。
「デザイン」「実用性」「コスト」の３要素のバランスを取り
ながら、最良の提案をしています。

株式会社ライフデザイン
Life Design

株式会社秀建

株式会社リビタ
ReBITA inc.

［TEL］03-6271-7751
［営業時間］9:30～17:30
［定休日］土曜・日曜・祝日
www.daiken.jp

未来を見据えた環境志向のリーディングカンパニーとして、
地球にやさしく、人にやさしいものづくりを通じて持続可能
な社会の実現を目指します。

大建工業株式会社
DAIKEN CORPORATION

10.27SAT-28SUN

www.jpm-co.jpwww.globalbase.jpwww.intellex.jp/bukken-list

株式会社トータルエステート
［TEL］0120-662-105

株式会社リビタ
［TEL］03-5468-9250 
www.rebita.co.jp/buy/index.htmlwww.reno-tec.jp www.renovation.or.jp/expo2012/shutoken

見て、聞いて、学ぶリノベーション
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セミナーや見学会、ワークショップ、トークショー、パネル展示
などの様々なコンテンツを予定しております。

主催 ： リノベーション住宅推進協議会　www.renovation.or.jp

10.27SAT     11.11SUN

リノベーション EXPO JAPAN 2012 首都圏

RENOVATION EXPO JAPAN 2012

“適合リノベーション住宅”を手に入れるには？
●リノベーション住宅を買う
ホームページや不動産販売図面にR1～R5住宅のマーク
がついている物件が「適合リノベーション住宅」物件です。

●リノベーションをしたい
リノベーション住宅推進協議会のホームページにある、会員
企業各社にお問い合わせください。  www.renovation.or.jp

協議会発足のきっかけ
ワインやクルマのように、家もビンテージが人気になってきました。外国の人や、アーティストばかりでなく、若い人を中
心に、古い日本家屋でスローライフを満喫したり、古いマンションを自分の趣味で手を入れたり、住まいも愉しむ時代に
なってきました。いいことですよね。でも、人気に乗じて、問題もでてきています。かっこいいから、聞こえがいいからと安易
に「リノベーション」を名乗る物件が乱発されたり、不明確なリフォーム契約でトラブルが起きていたり、住んでから不具
合が発覚したり…。わたしたち、リノベーション住宅推進協会議会は、誰もが安心してリノベーション住宅を選べるよう
に、既存住宅がきちんと流通する世の中にしていきたいと考えています。

安心してリノベーション住宅を選ぶためには？
見た目だけでなく中身も大切です。ひと口に“リノベーション”といっても、その定義はあいまいです。リフォームとリノベー
ションの考え方の違いもあいまいなまま使われているのが現状です。そこでわたしたちは、ユーザーが安心して選べる
リノベーション住宅とは何かを考え、“優良なリノベーション”の統一規格を定めました。統一規格に則り、品質基準に
適合する既存住宅を“適合リノベーション住宅”と呼んでいます。

お問い合わせ ： リノベーション住宅推進協議会事務局 TEL : 03-3486-2510  E-mail : info@renovation.or.jp
新規会員企業様募集中！  協議会では、会の趣意に賛同頂き、一緒に活動する会員を広く募集しています。

適合リノベーション住宅の種類
R1住宅 ： 区分所有マンション専有部分

R2住宅 ： R1住宅にプラスして、共用部の修繕や管理状況など

R3住宅 ： R1住宅にプラスして、共用部分を含む一棟全体

R4住宅 ： オフィスを住宅へ、など用途変更をした住宅

R5住宅 ： 戸建て住宅

“適合リノベーション住宅”とは？
適合リノベーション住宅は、きちんと検査をしたうえで必要な改修工事を施し、その記録を住宅履歴情報として保管しま
す。住宅履歴情報があれば、点検やメンテナンスがしやすく、将来売却するときにも役に立ちます。また、万が一の不具合
に対してもアフターサービス保証がついてくるので、安心して選べるリノベーション住宅です。

写真：表紙・提供／株式会社リビタ　裏表紙・提供／株式会社ブルースタジオ／株式会社アートアンドクラフト

適合リノベーション住宅
統一基準に基づき「検査・工事・報告・履歴・保証」が揃った安心なリノベーション

リノベーション
機能、価値の再生のための改修。その家での暮らし全体に対処した、包括的な改修

リフォーム
現状回復のための修繕営繕。不具合箇所への部分的な対処

既存住宅全般

renovation
reform

「リフォーム」と「リノベーション」と「適合リノベーション住宅」

予約制予約制

編集後記：リノベEXPOも早いもので今年で3回目。昨年大好評だったリノベーション学校特別授業もさらに拡大して開催致します。ファッションや趣味にこだわるのと
同じように住まいも自分らしく選ぶ人が増えてきました。このEXPOで、リノベーションの魅力、可能性をもっと身近に感じていただき、皆さんの暮らしをほんの少しでも
楽しく豊かなものにできればいいなと思います。どうぞお楽しみに！！

わたしたちは、 誰もが安心してリノベーション住宅を選べるように
既存住宅がきちんと流通する世の中にしていきたいと考えていますかえる。くらし。すまい。 リノベーション住宅推進協議会



TOKYO FAMILY RESTAURANT

playroom

渋谷クロスタワー 六本木通り

渋谷警察署 東福寺

渋谷駅東口

明治通り

青山学院大学

住友不動産渋谷ファーストタワー

渋谷図書館

ウィンズ
東横線

JR線
氷川神社

青山トンネル
渋谷2丁目

郵便局

こどもの城

青山
通り

宮益坂

並木橋

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！

「渋谷」駅 徒歩9分 ／「恵比寿」「表参道」駅 徒歩15分（1メーター／TAXI）

www.renovation.or.jp/expo2012/competition

第2回 第2回 リノベーベーションアイデアコンペンアイデアコンペ

「リノベーベーションによる、新しい住み方」による、新しい住み方」
期間中、同会場内にて、「リノベーションによる、新しい住み方」をテーマにした
第2回リノベーションアイデアコンペの入選作品12作品を展示します。
また最終日には、入選者によるプレゼンテーションと最終選考会、さらに審査委員による講評会
をトークイベント形式で行います。多様な顔ぶれの審査委員の方々とともに、これからの日本の
住宅のあり方、住まいのあり方を考えながらリノベーションの魅力、可能性について探ります。

ACCESS

〒150-0011
東京都渋谷区東1-3-1 カミニート20／常磐松ロイヤルハイツ

リノベーション住宅推進協議会

東京都渋谷区渋谷2-12-19
[TEL] 03-3486-2510
[FAX] 03-3486-2511
www.renovation.or.jp

リノベーション住宅推進協議会は、現在日本全国の350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。

●審査委員長

●審査委員（50音順）

馬場 正尊 東北芸術工科大学／オープン・エー

内山 博文 リノベーション住宅推進協議会 副会長／リビタ

兼松 佳宏 ビオピオ／grennz.jp 編集長

北川 大祐 ひつじインキュベーションスクエア

竹内 昌義 東北芸術工科大学／みかんぐみ

三浦 展 カルチャースタディーズ研究所

リノベーション学校特別授業
「第2回 リノベーションアイデアコンペ」入選作品展示

2F  playroom

●

●

●

●

「第2回 リノベーションアイデアコンペ」最終選考プレゼンテーション／講評会／表彰式
リノベーションEXPO JAPAN 2012 クロージングパーティー

3F  TOKYO FAMILY RESTAURANT

（1F にラーメン屋「凪」のある建物です）

11.4 SUN

入選作品展示

10.28SUN -11.4 SUN 

最終選考プレゼンテーション／講評会および表彰式
11:00～19:00 15:00～（最終日は14:00まで）

10.27SAT     11.4 SUN

RENOVATION EXPO JAPAN 2012

リノベーション学校特別授業開講 時間割 ●一般ユーザー様向けコンテンツのご予約は、裏面記載の開催各社ホームページ、またはお電話で。
●その他コンテンツは、ご予約不要です。お問い合せは、裏面記載の開催各社連絡先または協議会事務局まで。
●各回、開場は15分前となります。
●リノベーションアイディアコンペの入選作品の展示は10月30日(火)、31日(水)もご覧いただけます。

11:30
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〜

10.27 SAT

初心者必見初心者必見
リノベーションの最新ニュース１０リノベーションの最新ニュース１０
株式会社リクルート住まいカンパニー

リノベで自分たちの思い描いた空間をつ
くり、幸せを手に入れたnuな人々。そん
な先輩方にリノベを楽しむコツをQ＆A
形式でお話してもらいます。質問事項は
観覧者が事前に投稿。リノベについての
アドバイスや疑問など何でも結構です！
あなたも早速投稿してみましょう！！

マンションもいいけどやっぱり一戸建。
耐震のことや間取りのこと＆予算の
バランス…。「戸建リノベを楽しむコツ」
お伝えします。お子様と一緒にどうぞ！

「消費者が安心して既存住宅を選べる
市場をつくり、既存住宅の流通を活性
化する」を目的に設立されたリノベー
ション住宅推進協議会。その取り組み、
活動内容をご紹介いたします。

リノベ協議会が設定するリノベーション
住宅の品質基準「適合リノベーション
住宅」のうち、最も基本となる「R1住宅」
について検査基準の項目、具体的な
検査内容などをご紹介いたします。

在来工法に比べ、現場での作業環境や、
騒音や振動による近隣住民の負担を
改善する「Good-Infill工法」の仕組み
をご紹介いたします。

HOME'Sの掲載物件や問合せ物件の
データから、リノベーション物件の最新
流通事情を解説します。
（講師 マーケットデータ担当：大出裕之）

中古住宅を購入して思い通りのリフォー
ムをしたい･･･そんなニーズに対応する
新たな住宅ローン「【フラット35】リ
フォームパック」をご案内します。

確実にやってくる超高齢化時代。
これからは、バリアフリー改修・高齢者
向け住宅整備が重要な課題です。高
齢社会の住まいに、安心・安全をプラス
して、お年寄りもお子様も家族みんな
が安心して暮らせる住まいづくりを学
べるセミナーです。

良質な中古マンションの戸単位での売買
に限定した新しいかし保険ができました。
専有部分の給排水管路も保険対象です。
中古マンション流通の促進に活用いた
だけるよう、商品案内と活用法のご案内
をいたします。安心のかし保険付き、再
販・仲介ビジネスをご検討ください！

リノベる。のサービス提案が出来れば、
不動産会社様の新たなニーズ発掘、新
たなお取引が実現します。
そんな、リノベる。の仕組みについてお
話しいたします。

木賃アパートを改修するための
アイディア集「モクチンレシピ」の効果
的な使い方や、不動産業者と恊働する
ためのプラットフォーム「モクチンパー
トナーズ」を徹底解説。

賃貸住宅のバリューアップにおいて、
照明計画見直しは費用対効果の高い
リノベーション手法の一つです。 
実例を参考に照明効果のポイントを
ご理解いただいた上で、ライティング
リノベーションを体験していただくワー
クショップです。

かし保険を活用して、中古住宅売買や
リフォーム工事に係るプチビジネスモデ
ルを検討してみませんか。
同じ保険でも見る角度を変えると一味
違った絵が見えてきます。

流行にのって立ち上げ事業が陥りがち
な3つの失敗要因や、中古×リノベで
お客様を集め受注をする方法を本セミ
ナーではご紹介します。

今年4月に開催されたミラノサローネ
のデザイン傾向を水まわりを中心に
TOTO・CERA（TOTOグループ会社）
独自の視点でレポートいたします。

住まいに関する不満の中の上位に必ず
入っている「収納」について、快適な
空間を創るための収納の考え方をマス
ター住空間収納プランナーが分かりや
すくお教えします！

気になる築年数や耐震強度のこと、
リノベーションを前提に物件探しする
際の注意点やポイント、不動産屋さん
への交渉術など、役立つ情報を事例
紹介も織り交ぜてお話します。

あなたは何を重視しますか？
「プラン」・「デザイン」・「コスト」など
自分に合った「ちょうどいい」リノベー
ションを考えてみませんか？

「中古を買ってリノベーション」したい方
の、物件探しから資金計画、設計・施工
会社の選定、引渡しまで全てをサポート
するリビタのコンサルタントが、リノベの
全体像と知っておくべき重要ポイントを
徹底解説。

リノベーションのアイデアとセンスに溢
れた住まいを多数ご紹介。知っておき
たい資金計画についても併せてお話し
ます。
11/10にはご紹介したお住まいがオー
プンルームで実際に体感できます。

中古マンション購入の基本的な知識か
ら、失敗しない中古マンションの選び方
を紹介。
リノベーションに最適なパッケージ
「TOKYO*STANDARD」の魅力もご
紹介します！

SUUMOジャーナルのニュース記事から
いいね！が多かった記事トップ10を抽出。
リノベーションで今、話題になっている
ことはなにか？最新の調査データなど
も交えてお話します。

年間50件の設計を担当するnuのトップ
デザイナー森山直樹。担当した事例を
もとにリノベプランニングの極意をお話
します。
「お金があればいいものがつくれる」
そんな常識を覆すコスパを高める驚き
のリノベアイデアを披露します。

住宅に対する不満のうち収納への不満
がとても多いのはご存じでしょうか？
収納を極めれば顧客の心をつかむこと
ができるはず。収納アドバイザーによる
目からウロコの収納術。
再販業者もリフォーム業者も必見です。

リノベーションする時に役立つ情報を
一気にご紹介。
リノベ向きの物件って？
物件購入前のチェックポイントは？
リノベ費用のローンって組めるの？
そんな疑問を解消します。 

デザイン、物件購入、お金、耐震等...
リノベーションについて知っておきたい
ことの全てについて楽しくわかりやすく
お教えします！

リノベーション住宅推進協議会の会員を中心に、リノベ業界関係者、プレス関係者らの交流をはかるためのイベント。
おもしろ可笑しい緩いトークを肴に、酒でも飲みながらニッポンのリノベについて語り合う期間限定のリノベ界の社交場を作ります。
リノベーションEXPO JAPAN2012＠Tokyoの期間中の毎夜、渋谷playroomにて。
ここで出会う新しいつながりから、また新しいアイデアが生まれるかも知れない。

●入場無料

●ドリンク実費（Cash on)

こだわりの物件セレクトショップ「東京
R不動産」と家づくりのための新サー
ビス「R不動産toolbox」による、これ
からのリノベーションの考え方と方法
をお話します！

パッケージ化されたリノベではなく、建
築家と進める完全オーダーメイドリノ
ベ。ペイントや断熱も取り入れた、世界
にオンリーワンのリノベ講義です。
ペイント体験も行います。
（～18:30頃まで） 

そこんとこ聞きたい！そこんとこ聞きたい！
リノベでHAPPYを手に入れたnuな人々リノベでHAPPYを手に入れたnuな人々

リノベーションのリノベーションの
"次の世界""次の世界"

「自分らしい不動産選び」自分らしい不動産選び」
 ×「オーダーメイドリノベーション」 ×「オーダーメイドリノベーション」

リノベサロンリノベサロン

10.28 SUN

戸建リノベを戸建リノベを
楽しむコツ楽しむコツ

TOKYO*STANDARDTOKYO*STANDARD
～こだわりのデザインリノベーションをリーズナブルに～～こだわりのデザインリノベーションをリーズナブルに～

「リノベリノベ：夢はあるけどお金がない」夢はあるけどお金がない」
トップデザイナーが叶えます!!トップデザイナーが叶えます!!

リノベーションで失敗する人、リノベーションで失敗する人、
５つの法則５つの法則

中古＋リノベーション AtoZ中古＋リノベーション AtoZ
by ブルースタジオby ブルースタジオ

10.29 MON

リノベーション住宅推進協議会リノベーション住宅推進協議会
入会説明会入会説明会

株式会社ハウスジーメン

大建工業株式会社

中古リノベーション事業に失敗する中古リノベーション事業に失敗する
会社の共通点とその打開策会社の共通点とその打開策

2012ミラノサローネ2012ミラノサローネ
トレンドレポートトレンドレポート

11.1 THU

知らないと損する知らないと損する
適合リノベーション住宅適合リノベーション住宅

「新商品【フラット35】新商品【フラット35】
リフォームパックのご案内」リフォームパックのご案内」

中古マンション戸単位売買中古マンション戸単位売買
かし保険かし保険

モクチンレシピモクチンレシピ

賃貸住宅バリューアップのための賃貸住宅バリューアップのための
ライティングデザインワークショップライティングデザインワークショップ

11.2 FRI

マンションリノベーションの新工法マンションリノベーションの新工法
「Good-Infill工法」「Good-Infill工法」

HOME'Sデータで見る、HOME'Sデータで見る、
リノベーション物件の特徴リノベーション物件の特徴

超高齢化社会を迎え撃つ！超高齢化社会を迎え撃つ！
安心安全UD（ユニバーサルデザイン）安心安全UD（ユニバーサルデザイン）

タイルインテリアデザインセミナータイルインテリアデザインセミナー
「タイルは今、かわいい」「タイルは今、かわいい」

中古マンション＋リノベーションで中古マンション＋リノベーションで
貴社の業績が変わる！貴社の業績が変わる！
不動産仲介営業生産性倍増プログラム不動産仲介営業生産性倍増プログラム

11.3 SAT

モノから考えるモノから考える
収納スペース収納スペース

リノベーション向きリノベーション向き
マンションの探し方のコツマンションの探し方のコツ

「ちょうどいい」ちょうどいい」
リノベーションを考えようリノベーションを考えよう

「リノベ入門」リノベ入門」
知っておくべき５つのこと知っておくべき５つのこと

戸建リノベ、マンションリノベ戸建リノベ、マンションリノベ
成功へのヒント成功へのヒント

11.4 SUN

15:00～17:30

nuリノベーション nuリノベーション

東京R不動産

オリエンタル産業株式会社

株式会社スタイル工房

株式会社インテリックス住宅販売

リノベる株式会社

株式会社ブルースタジオ

一般社団法人リノベーション住宅推進協議会

既存・リフォーム既存・リフォーム
かし保険のツボかし保険のツボ

収納で顧客の心を掴む、収納で顧客の心を掴む、
リフォーム術リフォーム術

株式会社インタープライズコンサルティング

TOTO株式会社

一般社団法人リノベーション住宅推進協議会

独立行政法人住宅金融支援機構

株式会社日本住宅保証検査機構

特定非営利活動法人モクチン企画

株式会社ブルースタジオ

株式会社インテリックス空間設計

株式会社ネクスト

株式会社ノダ

株式会社LIXIL

リノベる株式会社

株式会社プランドゥプラス

リノベる株式会社

株式会社インテリックス空間設計

株式会社リビタ

株式会社空間社

昨年、開催され大好評だった「リノベーション学校特別授業」がさらに内容を充実させ今年もやってきます。
事業者の方はもちろん一般ユーザーの皆さま向けの企画も、最新のリノベーション事例はもちろん、
リノベーションって何？という方や、これから初めてリノベーションを考えたい方向けのセミナーや、
ちょっと上級者向け？なDIYに関するセミナーやワークショップなど、ここでしか聞けない話しもいっぱい詰まった特別授業です。
また、期間中第2回リノベーションアイデアコンペ 「リノベーションによる、新しい住み方」の入選作品展示もご覧頂けます。

一般ユーザー様向け

事業者様向け

どなた様でも無料・一部予約制

昨今タイルを張ったインテリア空間が
増えてきています。
高級感、焼き物・土がもつ温かさ、素材
感、機能性などご採用いただく理由も
さまざまです。
タイルを使ったインテリアデザイン提案
の情報が満載です。

※完全招待制の夜もあるのでご注意ください。

リノベのから騒ぎリノベのから騒ぎ

●主なプログラム（予定） リノベサロンとは？

第1部

「第2回 リノベーションアイデアコンペ」第2回 リノベーションアイデアコンペ」
最終選考・講評会および表彰式、最終選考・講評会および表彰式、
クロージングパーティークロージングパーティー

14:45開場／予約不要
at TOKYO FAMILY RESTAURANT

●司会進行

講評会および表彰式、クロージングパーティー

最終選考プレゼンテーション

18:00～20:00第2部

株式会社スピーク（東京R不動産）林 厚見

リノベサロンリノベサロン リノベサロンリノベサロン リノベサロンリノベサロン リノベサロンリノベサロン リノベサロンリノベサロン

リノベ女子会リノベ女子会 Hakaiリノベ言いたい放題Hakaiリノベ言いたい放題 Renovation All Over JapanRenovation All Over Japan
ほか

詳細なプログラムは当協議会公式facebookページなどでお知らせします。


