
中古リノベーションは、もう当たり前の選択肢だ。
リノベーション EXPO JAPANとは、「見て、聞いて、学ぶリノベーション」をコンセプトに、毎年秋に全国で開催している、自分らしい
住まいを身近にする一大イベント。6回目となる今年は、「リノベーションな人、増えてます～住まいの新スタンダード、徹底研究～」
をテーマに、セミナーや自由に参加できるワークショップ、専門家による相談会、実際のリノベーション物件の見学なども予定。楽しみ
ながらリノベーションのことを学べます。

このイベントは、「リフォームで生活向上
プロジェクト」の趣旨に賛同して開催する
ものです。

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
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「リノベーションな人、増えてます」
～住まいの新スタンダード、徹底研究～

http://www.renovation.or.jp/

RENOVATION EXPO JAPAN 2015

主催 :

かえる。くらし。すまい。  リノベーション住宅推進協議会

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。

“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。

リノベーション住宅推進協議会は、
現在日本全国の550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。

●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、企業各社
にお問い合わせください。   www.renovation.or.jp

「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」の考え方

リノベーション学校特別授業・イベント開催企業

ゲスト企業 新規会員企業様募集中！

適合リノベーション住宅の種類

「インテリアコレクション2015」
コラボレーション with MISC （目黒インテリアショップスコミュニティ）

目黒での同時開催イベントもチェック！

“適合リノベーション住宅”を手に入れるには？

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

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。

R1住宅 ： 区分所有マンション専有部分

R3住宅 ： R1住宅にプラスして、共用部分を含む一棟全体

R5住宅 ： 戸建て住宅

写真提供／リビタ・秀建

目黒通りのインテリアショップ約40店
舗が集まって構成されるMISC。
今年は、｢ホテル｣をテーマに「蚤の市」
や「展示会」、｢野外演奏ライブ｣などを
行います。中目黒のメイン会場では、
「リノベーション EXPO JAPAN 2015」との
コラボ企画である「R e n o v a t i o n 
Museum （Meets）」が開催。

今年のリノベーション EXPO JAPAN 2015には、インテリア関連企業11社が参画。各社のショールームにもぜひ足を運んで
みてはいかがでしょう。あなたの住まいをもっと素敵にしてくれるヒントが見つかるかもしれません。

メイン会場

最 寄 駅
入場料
無料

時間：11:00 - 21:00（予定）

東京都目黒区青葉台1-17-6
Speak for ANNEX

TEL:03-3406-2600

東急東横線または日比谷線
「中目黒駅」より徒歩7分

［TEL］0120-86-0672  ［WEB］www.shuken.jp

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？
センスの合う会社は？
もっと他にも見てみたい！

東京都渋谷区渋谷2-12-19
東建インターナショナルビル11F

[TEL] 03-3486-2510
[FAX] 03-3486-2511
www.renovation.or.jp

［TEL］0120-992-155  ［WEB］www.renomama.jp

［TEL］03-5766-7070  ［WEB］www.intellex.co.jp ［TEL］0120-55-3927  ［WEB］www.ku-kan.co.jp

［TEL］044-982-5110  ［WEB］redanchi.jp

［TEL］0120-0860-35  ［WEB］www.flat35.com

［TEL］03-6835-2000  ［WEB］www.recruit-sumai.co.jp ［TEL］0120-914-435  ［WEB］www.livlan.com/re2

［TEL］03-5623-3151  ［WEB］www.sfa-japan.jp

［TEL］03-5213-5430  ［WEB］www.rinosumu.com

［TEL］03-6721-7442  ［WEB］ekip.co.jp

［TEL］03-5707-2330  ［WEB］www.kukansha.com

［TEL］0120-015-471  ［WEB］renon.cc

［TEL］03-3346-4329  ［WEB］www.rchukai.jp

［TEL］0120-513-730  ［WEB］www.stylekoubou.com

［TEL］0120-66-3705  ［WEB］www.intellex.jp

［TEL］045-440-3366  ［WEB］www.liberty-estate.co.jp

［TEL］0120-544-166  ［WEB］www.renostage.co.jp ［TEL］03-5332-9920  ［WEB］www.bluestudio.jp ［TEL］0120-453-553  ［WEB］www.n-u.jp［TEL］044-379-3736  ［WEB］porters-paints.com

［TEL］03-5468-9250  ［WEB］www.rebita.co.jp

［TEL］03-6435-8863  ［WEB］www.mamoris.jp ［TEL］03-6368-8867  ［WEB］renoverisu.jp

［TEL］0120-684-224  ［WEB］www.renoveru.jp ［TEL］03-4366-7275  ［WEB］iemo.jp ［TEL］03-6459-2670  ［WEB］suvaco.jp ［TEL］0120-19-5955  ［WEB］www.okuta.com

物件紹介からリノベーションのプラン、さらに施工ま
でをトータルサポート。自社の家具工場と専属の大工
により、細部にまでとことんこだわったお住まい作り
をお手伝いします。

秀建（SHUKEN）
創業70周年を迎える東京テアトルの「リノまま」は、
「中古＋リノベ」を専属担当がワンストップでサポー
ト。100項目に及ぶ独自調査で中古マンションを
徹底診断。回数無制限の設計打合せで、安心・楽しい
住まい作りをご提供いたします。

リノまま by東京テアトル

リノベーションマンションブランド「リノヴェックス
マンション」を累計14,500戸以上販売。その実績と
ノウハウをもとに、グループ全体で中古マンション・
リノベーションに関する様々なサービスを提供してい
ます。

インテリックス
マンション専門に前年1,000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。

インテリックス空間設計
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。

インテリックス住宅販売

自然素材リフォーム・リノベーション・注文住宅を手がけ
る弊社が、団地専門のリノベーション事業としてリダンチ
を立ち上げました。リダンチでは団地の物件探しから、
リノベーションまでワンストップでサポートさせていただ
きます。また団地ならではのプランや、団地特有の施工
方法などのノウハウもご提供させていただきます。

リダンチ

2007年に住宅金融公庫の業務を承継し、民間金融
機関と協調した全期間固定金利の住宅ローン
【フラット35】を展開しています。独立行政法人として、
住宅金融市場における安定的な資金供給を支援し、
日本の住生活の向上に貢献します。

住宅金融支援機構

住まい探しのポータルサイト「SUUMO」を始めメ
ディアの発行や住まい領域のサービス提供に従事。
「住まいを中心とした暮らしの進化を追求し、幸せな
個人や家族をもっと増やす」ことを目標に、住まいに
まつわる「買う・売る・借りる・貸す・建てる・リフォー
ム」情報を提供している。

リクルート住まいカンパニー
呼吸する住まいにこだわり、「風の通り道」を重視した
間取り、無垢材や自然素材の採用で、視覚的な癒しと
体感温度を快適にする住環境をご提案します。
マンションデベロッパーとして40年の実績を基に、
物件探しや住宅ローンのご相談にも対応させていた
だきます。

リブラン

1958年にフランスで創業したSFAの日本法人として
2011年に設立された排水圧送ポンプメーカーです。トイレ
の排水も細い配管で重力に逆らって自由に圧送すること
ができますので、今まで水まわりがなかった場所にも簡単
に増設できます。従来の水まわりの常識を破る革新性で、
お住まいを、暮らしをより快適にすることに貢献します

SFA Japan

『不動産探し＋設計・施工＋ローン相談＋アフター
サービス・瑕疵担保保証』をワンストップにて、お客
様の様々なご希望を対応し実現してきています。
お気軽にご相談ください！

SST

建築に詳しいスタッフがワンストップでリノベーション
をサポート。物件購入の段階からお手伝いすること
により安心した住まいを提供いたします。

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。

エキップ

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。

空間社

中古住宅から、経年劣化・耐震性・デザイン・使い勝手
などの不安・不満を取り除けば、その物件が持ってい
る本来の魅力にフォーカスできます。私たちの
【Renon中古注文住宅】は、単に「お得だから」「自分
好みにできるから」のその先を目指しています。

Renon しあわせな家

「今、この時代に再生の力を。その力を次の世代へ」
中古不動産の再生を旗印に、これまで1,000戸をこ
えるリノベーションマンションを販売してきました。
資金計画から物件選び、リノベーションに至るまで
ワンストップでご提案致します。夢のある住まいづく
りを一緒に実現しましょう！

リバティエステート
『くらしに 合 わ せ た 家 づくり』一 棟 丸ごと
リノベーションや中古購入+リノベーションの
ワンストップサービス「リノサポ」など、マンション
から戸建てまで豊富なリノベーションサービスを
展開。

物件探し、デザイン・工事、ローン組みまでをワン
ストップでご提供。知識豊富な専属コーディネーター
が、初めての家の購入で不安なあなたをしっかり
サポートします。

家をもっと。暮らしをもっと。百人百様の暮らしを持つ、
色鮮やかな日本へ。インテリア・DIY・リノベーション
などの情報が集まる、「住まい」に特化したマッチング
プラットフォーム。月間利用者500万人。家づくりの
専門家向けサービス「プロアカウント」は登録無料。

リビタ

(財)住宅保証機構が保証のパイオニアとして、30年以上
培ってきた実績と信用力を継承し、株式会社として
サービス品質をさらに高め、お客様に信頼され、選ば
れる保険法人を目指しております。住宅事業者様等の
声を真摯にお聴きし、それに的確にお応えし、ご満足い
ただける商品やサービスの提供に努めてまいります。

住宅保証機構
扶桑社が出版するリノベーション専門誌。2009年7月
に創刊。3、7、11月の年3回刊。ただオシャレな家を紹介
するのではなく、費用のこと、会社選びのこと、不動産
のことなど、リノベしたい人にとって本当に役に立つ情報
を提供する。昨年3月にSUVACO株式会社と共同で
リノベーショ ン情報サイト「リノベりす」もオープン。

『リライフプラス』編集部

リノベる iemo
リフォーム・リノベーションのマッチングサイト
「SUVACO」を運営。30,000点を超えるおしゃれな
事例から好みの画像を選び、あなたにピッタリのプロ
が見つかるサービスです。さらに専門家紹介もすべて
完全無料。雑誌「リライフプラス」と共同で運営するリ
ノベーション情報サイト「リノベりす」もお見逃しなく！

SUVACO
首都圏12店舗のLOHAS studioでは、リノベーション
や不動産物件の調査・価格交渉について相談した
り、自然素材の空間も体感できます。高品質・高性
能な住宅を提供し、コンテスト合計213点の受賞
実績。今なら不動産売買仲介手数料も最大0円、工
事費用と物件代金のローン一本化にも対応。

LOHAS studio／ロハススタジオ

機能性と快適性をコンセプトに、プランニング・施工
から保証までを一括して手がけています。豊富な実績
から、ライフスタイルに合わせた暮らしやすい住まい
をご提案。スタートからお引渡しのその後まで、安心
のサービスを提供します。

リノステージ
次世代の消費者が抱くライフスタイルニーズを的確
に捉えた住まいやオフィスを多数プロデュース。賃貸
不動産のバリューアップコンサルティングから物件
選びに始まる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。

ブルースタジオ
リノベ向きの物件探しから資金計画、設計・施工、
アフターサービスまでをワンストップで。
ヒアリングを重視して、住む人の価値観を丁寧にくみ
取り、デザインに反映いたします。
インテリアスタイリングサービスの「decoる」も好評。

nu（エヌ・ユー）リノベーション
“100年後にも価値ある街つくり”
不動産事業、リノベーション事業、断熱工事・耐火
被覆工事、ペイント事業（PORTER’S PAINTS）など
のサービスで、街や住まいの本質的な豊かさをトー
タルプロデュース致します。

NENGO

ほとんどの不動産会社は「売主に代わって売却を
担当」しています。買主様の利益を真剣に考えるプ
レーヤーが不在の不動産業界の姿勢に疑問を感じ、
買主様に徹底的に寄り添う「バイヤーズエージェン
ト」サービスを展開し、買主様が安心して住宅を購入
できる仕組みを提供しています

リニュアル仲介

スタイル工房

［TEL］03-5745-3954  ［WEB］www.clf.co.jp

当社は2005年にYahoo!不動産専属の代理事業
からスタートし、現在は不動産業界専門のWEB
プロモーション会社として全国の不動産業界をサポート
しています。SEOを中心としたWebマーケティングも
お手伝いしております。

クラシファイド

［TEL］03-6433-5650  ［WEB］tsukuruba.com

tsukuruba inc.（ツクルバ）のミッションは「場の発明を
通じて、欲しい未来をつくる」こと。実空間と情報空間を
横断した場づくりを実践する場の発明カンパニーとし
て、これからも新しい価値を創り出す事業を展開してい
きます。

ツクルバ

参画メーカーショールーム概要

朝日ウッドテック
WOODTEC STATION 東京ショールーム 
新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー
リビングデザインセンターOZONE6階
TEL: 03-5323-0567
10:30-19:00／水曜定休（祝日は開館）

SFA Japan
SFA Japan本社ショールーム 
中央区日本橋箱崎町20-3 箱崎公園ビル7階
TEL: 03-5623-3151
10:00-17:00（要事前予約）／土曜・日曜・祝日定休

セラトレーディング
セラトレーディング東京ショールーム
港区南青山1-24-3 TOTO乃木坂ビル1F
TEL: 03-3402-7134
10:00-17:00／月曜、祝日定休

クリナップ
クリナップ・キッチンタウン・東京
新宿区西新宿3-2-11
新宿三井ビルディング2号館1階
TEL: 03-3342-7775
10:00-17:00／水曜定休

クリナップ 横浜ショールーム 
横浜市神奈川区鶴屋町2-17-1
相鉄岩崎学園ビル1階
TEL: 045-314-8235
10:00-17:00／水曜定休

YKKAP
YKKAPショールーム 新宿 
渋谷区代々木2-1-5 JR南新宿ビル7・8F
TEL: 03-5302-1434
10:00-17:00／水曜定休（祝日の水曜は除く）

名古屋モザイク工業 ノダ
名古屋モザイク工業株式会社 東京ショールーム
渋谷区代々木1丁目21-8
TEL: 03-5350-3111
10:00-17:00／祝日定休

ノダ 東京ショールーム
台東区浅草橋5-13-6
TEL: 03-5687-6200
10:00-18:00／水曜、9・12.月の第2土曜定休（祝日は開館）

パナソニック株式会社エコソリューションズ社
パナソニックリビングショールーム 
港区東新橋1-5-1
TEL: 03-6218-0010
10:00-17:00／水曜定休（祝日は開館）

大建工業
DAIKEN 新宿ショールーム
渋谷区代々木2-1-5 JR南新宿ビル7・8F
TEL: 03-5358-4515
10:00-17:00／水曜定休（但し、祝日の水曜は除く）

TOTO
TOTO東京センターショールーム 
渋谷区代々木2-1-5 JR南新宿ビル7・8F
TEL: 0120-43-1010
10:00-17:00／水曜定休（祝日は除く）

TOTO横浜ランドマークショールーム  
横浜市西区みなとみらい2-1-1
横浜ランドマークタワー34F
TEL: 0120-43-1010
10:00-17:00／水曜定休（祝日は除く）

YKKAPショールーム 横浜 
横浜市西区みなとみらい2-1-1
横浜ランドマークタワー34F
TEL: 045-228-3580
10:30-17:00／水曜定休（祝日の水曜は除く）

LIXIL
LIXILショールーム 東京 
新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー7F（受付） 
TEL: 03-4332-8888（代表） 03-4332-8890（予約）
10:00-17:00／水曜定休（祝祭日の場合は営業）

LIXIL世田谷水まわりショールーム
世田谷区上用賀6-5-9
TEL: 03-6741-1784
10:00-17:00／水曜定休（祝祭日の場合は営業）

スターバックス ブックオフ
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Interior collection 2015
メイン会場
Speak for ANNEX

テーマ 「ホテル 」

洗練と伝統にふれるひとときを。
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10.31 SAT 11.8 SUN

中古リノベーションは、もう当たり前の選択肢だ。
いま、中古住宅のリノベーションを選ぶ人が増えています。新築に偏って
いた日本人の住まい方が、欧米先進国のように中古が当たり前に
なりつつあります。こだわりが詰まった世界に１つだけの住まいを
手に入れた人。新築同様にリノベーションされた中古マンションを賢く

安く手に入れた人。最近ではDIYで家づくりに参加する人も。でも中古って
本当に大丈夫？物件や会社はどう選んだらいい？そんな質問に答えます。
どのイベントも全部無料、セールス一切なし、質問・ツッコミ
大歓迎。ぜひ気軽にお越しください。

リノベーションな人、増えてます。
ー住まいの新スタンダード、リノベーション徹底研究ー

 https://www.facebook.com/renovation.or.jpリノベサロンの詳細は随時、
リノベーション住宅推進協議会のFacebookページをチェック!

http://www.renovation.or.jp/expo/competition/

全国からエントリーされたリノベーションの作品事例の中から、リ

ノベーションの魅力・楽しさ・可能性をより多くの人に伝える作品

としてオブ・ザ・イヤーにノミネートされた作品事例パネルを期間

中、同会場内に展示します。11月8日（日）夜には、第3回リノベー

ション・オブ・ザ・イヤーの発表・授賞式を開催します。栄えある第3

回リノベーション・オブ・ザ・イヤーに輝く作品はどの事例か、ホー

ムページでもご覧頂けるので是非、チェックしてみてください。

期間中、同会場にて「フロム・ローカル」をテーマにした第5回リノベー

ションアイデアコンペの入選・推薦作を展示します。また初日には、代表者

による最終選考公開プレゼンテーション、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、可能性について一緒に考えてみませんか？
みなとみらい駅からクイーンズスクエアへ進み、ドックヤード
ガーデン脇の階段を下りB1F「BUKATSUDO」が会場です。

●各プログラムは予約優先になります。定員を上回った場合は立ち見になる可能性があります。 ●各コンテンツ内容に関するお問い合せは、開催各社連絡先または協議会事務局まで。 ●各回、開場は15分前頃の予定です。 ※1 三浦展氏（カルチャースタディーズ研究所）の「街歩きの達人、三浦展さんが選ぶ、住んで楽しい街、飽きない街」から変更となりました。

※スケジュールの都合上、内容・登壇者の変更がある可能性があります。ご了承ください。

2015

ノミネート作品パネル展示
10.31 SAT      11.8 SUN     11:00~19:00
（リノベサロン開催日はサロン終了まで）

入選・推薦作品パネル展示
10.31 SAT      11.8 SUN     11:00~19:00
（リノベサロン開催日はサロン終了まで）

第3回リノベーション・オブ・ザ・イヤー
発表・授賞式、パーティー
11.8 SUN      19:00~21:00

最終選考公開プレゼンテーション講評会および表彰式
10.31 SAT      15:00~ （横浜会場にて）

※写真は昨年の出展作品です。

神奈川県横浜市西区
みなとみらい2-2-1
ランドマークプラザ
ドックヤードガーデンB1F ●リノベーション学校特別授業

●「第3回リノベーション・オブ・ザ・イヤー」
　ノミネート作品パネル展示／
   発表・授賞式、パーティー
●リノベーションEXPO JAPAN 2015
　クロージングパーティー

●リノベーション学校特別授業
●「第5回 リノベーションアイデアコンペ」
　入選作品展示／最終選考
   （公開プレゼンテーション）
   ／講評会＆表彰式

表参道駅A3出口から青山通りを外苑前方面へ進み、上島
珈琲のあるビルのB1F「polygon青山」が会場です。

東京都港区北青山3-5-14
青山鈴木硝子ビルB1F

青山会場横浜会場

テーマ

リノベーション学校
特別授業開講 時間割

無料・予約優先 リノベEXPO 2015

一般ユーザー様向け

事業者様向け

ご予約はホームページから

www.renovation.or.jp/expo/

土地代だけ？ほぼ0円の家を買い
耐震補強+リノベをしたA様の話

新築・築浅・築古を比較して築30年の戸
建を買ったA様。土地代だけ？ ほぼ0円の
家はおトクなのか？ 減税や住宅ローンに
不利は無いのか？物件探しから、ホーム
インスペクション、耐震診断、そしてリノ
ベーションまでご紹介します。

Renon しあわせな家

10.31 SAT
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横浜会場 青山会場

第5回リノベーションアイデアコンペ
課題「フロム・ローカル! 」

「第5回 リノベーションアイデアコンペ」
最終選考（公開プレゼンテーション）・
講評会&表彰式・クロージングパーティー

14:30開場／予約不要 U-Stream配信予定!

【審査委員長】

【審査委員（50音順）】

吉里裕也
東京R不動産 代表ディレクター

相馬夕輝
D&DEPARTMENT PROJECT 代表取締役社長

木下斉
エリア・イノベーション・アライアンス代表理事

馬場未織
南房総リパブリック 理事長

原田麻魚
建築家／MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO代表取締役

余川創
ローカルプロデューサー

内山博文
リノベーション住宅推進協議会 会長

最終選考（公開プレゼンテーション）

15:00 START

第3回リノベーション・オブ・ザ・イヤー

リノベーション・オブ・ザ・イヤー 授賞式

横浜の成功３事例から学ぶ
リノベ向き宝石物件の探し方講座

リノベーションの魅力は分かるけれど、
不安もいっぱい。実際にリノベした人は、
どういう思考プロセスでリノベを選択
したの? 横浜で人気の団地やビンテージ
マンションの事例を用いて丁寧にご説
明します。

リノベる

働く社員が自宅を語る！
プロが選んだ暮らしの学びとは？

リビタには自らリノベした家に住んでいる
社員が多くいます。個性豊かな彼らの
リノベストーリーと今の暮らしをお話しま
す。予算や物件選びからリノベして変わった
ことまで。そしてセミナー参加者だけに
社員お宅への訪問チケットの特典も！

リビタ

好きな本・音楽・居場所から考える
世界で１つのリノベ部屋の創りかた

人には好きな音楽や本や居場所があると
思います。リノベーションするなら自分らし
さを表現したいと思う人は多いはず。でも
自分で空間デザインに落とし込むのは意
外に難しい。空間創造の技術を自身の著
書LIFE IN TOKYOをもとにお伝えします。

ブルースタジオ

特別授業 【1】

特別授業 【2】

特別授業 【3】

特別授業 【4】

特別授業 【5】

特別授業 【6】

特別授業 【7】

特別授業 【8】

特別授業 【9】

特別授業 【10】

自己資金0円からでも夢が叶う
私だけのリノベマンション購入術

累計1000件を超えるリノベーションマン
ションの販売実績から、物件選びや購入の
コツ、リノベーションのポイントを分かりや
すくご紹介します。築年数にとらわれず、私
だけの物件選びと思い通りの空間を叶え
る方法を伝授します!

リバティーエステート

30代リノベトレンド
年収別施工事例、一挙公開!

お客様満足度99％!! 必ず笑顔になって
頂ける、究極のワンストップリノベーショ
ンサービスで叶えたリノベとは？ １つと
して同じデザインは存在しないnuの事
例。30代のお客様のトレンドを、年収別
に分けてご紹介いたします。

nuリノベーション

失敗しない不動産の選び方5カ条
＆100％オーダーメイドの家創り

中古マンションばかりを取引している不
動産の専門家による、普通の不動産会社
では絶対に教えてくれない不動産の見極
め方を、大公開します。後半は、自分だけ
のオンリーワンなリノベーションで豊かに
なる方法を、実例を交えてご紹介します。

NENGO

リノベ前に知っておきたい
美しい収納計画

後悔しないために知っておきたい、散ら
からない間取りや、自分にあった収納計
画の立て方。片付けが楽しくなるかも？ 
美しい見せる収納のヒントなど実例を
たっぷりご紹介。

空間社

買ってはイケナイ中古物件とは？
リノベで解消できない致命的欠陥

夢膨らむ「中古×リノベ」。でも“家を買
う”とは、土地、家に絡む権利、周辺環境、
住宅ローン等も一緒に買うのです。リノベ
で解消できる問題は建物部分だけに過ぎ
ません。本講座では「失敗しない家探し」
に焦点を絞って徹底解説します。

リニュアル仲介

月4万円で理想の生活が手に入る
団地リノベーションの魅力

団地専門リノベーションのプロが物件選
びから購入、リノベーションに欠かせない
10のチェックポイントを教えます。物件購
入&リノベで1000万円で叶えた理想の
住まいづくりの実例を公開します。

団地専門リノベーション リダンチ

パリのアパルトマンに学ぶ
フランスの快適な住まいづくり

パリの街並みが変わらないのには理由が
あった？ リノベーション先進国フランスで
は当たり前、お金も時間も節約しなが
ら、快適さを実現できる住まいづくりを、
フランス発、57年の歴史を持つメーカー
がご紹介します。

SFA Japan

デザイントレンドはコレ！
男前キッチンスタイル

今やキッチンは女性だけの城ではない。仲
間と集うキッチン、厨房型、IKEAキッチン
のカスタマイズなど、キッチンのトレンドを
ご紹介。料理男子も必見です。

空間社

住まい選びで失敗しないために！
リノベ向き宝石物件の探し方講座

テレビ・雑誌・新聞で話題の『リノベる。』
人気セミナー。古い物件を購入してリノ
ベーションする上で、ここを押さえておけ
ば大丈夫という5つのポイントを伝授しま
す！

リノベる

リノベりすアドバイザーが聞いた
リノベ会社選びココが不安&不満

リノベりすの「リノベ会社紹介サービス」
アドバイザーに寄せられる不安や不満。
そこから見えてきた、イマドキのユーザー
がリノベーション会社に求めるものとは
…? 「リノベりす」の人気事例、上半期トッ
プ10もご紹介!

リノベりす&SUVACO

スマホ × 女性に共感を生む！
記事タイトルの書き方10のコツ

インテリア～DIY～リノベーションなど、住
まいに関する幅広い記事が集まるキュ
レーションメディア「iemo」。3万本以上の
膨大な記事データから読み解く、人気記事
のタイトルを分析！ そのエッセンスを10の
コツにまとめてご紹介。

iemo

中古リノベのコストダウン！
100項目調査で実現しよう

中古購入のお金も、リノベのお金も、実は
物件選び次第。リノまま独自の「100項目
の中古リノベ調査」と施工事例を交えな
がら、すぐに使えるコストダウンの方法を
ご紹介。

リノまま by東京テアトル

買っていい予算は? 新築・中古?
人気FPがお金の不安を一挙解決 

26歳で貯金80万円で自宅用のマンション
を買いその後自らマンション販売にも携
わりNO1営業に。その後FPに転身。ぐるナ
イ、めざまし出演をはじめ、多くのメディア
で活動をする人気講師がお金に関わる「?」
を体験交えてお話しします。

ファイナンシャルプランナー 風呂内亜矢

外装リノベーションとは?
仕立てる賃貸とは?

大量消費、大量生産は終わった。差別化
された永続付加価値を創出し、建物と街
を美しくする外装や「仕立てる賃貸」につ
いてご説明します。

NENGO

ソニー不動産が考える不動産の
流通革命、今までとこれから

創業から約1年、エージェント制仲介サー
ビス、変動型仲介手数料体系などのこれ
までと、Yahoo! Japanとの提携はじめ、
今後同社がめざす新しい不動産サービス
の方向性について、総合企画室長の宮崎
氏からお話しします。

ソニー不動産

意外と知らない！
物件探しの10の落とし穴

成功への近道は失敗から学ぶこと。知っ
てさえいれば防げたはずの中古物件探し
でありがちな失敗10選をご紹介するとと
もに、どうすればよかったのか対策を伝
授します。リノベーション初心者さん・物
件探し中の方必見です！

リノステージ

好きな本・音楽・居場所から考える
世界で１つのリノベ部屋の創りかた

人には好きな音楽や本や居場所があると
思います。リノベーションするなら自分らし
さを表現したいと思う人は多いはず。でも
自分で空間デザインに落とし込むのは意外
に難しい。空間創造の技術を自身の著書
LIFE IN TOKYOをもとにお伝えします。

ブルースタジオ

リノベでマーケットを変える！
事例で学ぶ戸建てノウハウ

活性化する中古再販市場における、戸建リ
ノベーション事業の魅力とは。事業背景や
企画内容、今後の課題のほか、現在進行
中物件含む事例の紹介まで、リノベーショ
ン事業実績10年のリビタよりご紹介させ
ていただきます。

リビタ

ヒートショックに立ち向かう！
断熱リノベで健康志向の家づくり

ヒートショックは適切な断熱工事を行うこ
とで、その脅威を軽減することができま
す。人生を豊かに過ごす健康志向の家づ
くりは、体だけでなくお財布にも優しい家
づくりです。そんないいことづくめの断熱
リノベのツボを皆様に伝授します。

NENGO

イケメン職人×クラフトガール
presented by 水口泰基 （T-plaster）

ぼくたち、宿はじめました【仮】
presented by 中谷ノボル （Arts＆Crafts）

ハ会 returns 2015【仮】
presented by 石井健 （ブルースタジオ）

マイクロファイナンスと地域の仕事
presented by 小野有理（元SUUMOマガジン編集長）

職人ガールズ大集合!（仮）
presented by 矢沢慎一郎 （アローズファクトリー合同会社）

SEOを意識した
自然流入に強いHPの作り方

HPご担当者必見! SEOの基本から上級テ
クニックまでご紹介。明日からできる検索
対策を伝授します。自然検索からの流入
を強化して、集客力のある自社ホーム
ページを作りましょう！

クラシファイド

最新仲介効率向上術「ワンストップ」
を超える「マッチング」

時間と人手で成約数を上げるだけでな
く、営業活動を根本的に変えることで、仲
介営業の効率化を図る『リノベる。』のビ
ジネスモデル。その全貌を、副社長自らご
説明します。

リノベる

REINS改定・新建物評価指標
中古活性化施策120％活用術

新しい活性化施策が次々と発表。だが
本当に浸透するのか? ユーザーニーズは
本当にあるのか? 中古住宅活性化ラウンド
テーブル委員でもある同氏が施策の全容
と中でも注力すべき施策は何かを濃縮
解説。

リクルート住まいカンパニー

理想の家を手に入れませんか？
世界の「住まいづくり」をご紹介

世界中から3,500万人と700万枚の「住
まい」の写真が集まるコミュニティプラッ
トフォームで、家づくりをより簡単に、楽し
くする方法をご紹介します！

Houzz Japan

中古住宅購入＋リフォーム向け！
住宅ローンフラット３５の使い方

平成27年4月よりスタートした長期固定
金利住宅ローン【フラット35（リフォーム
一体型）】について、住宅金融支援機構の
職員が皆様にわかりやすく説明します。

住宅金融支援機構

1万5000件の実績
再販事業とリノベノウハウ

再生マンションビジネスを成功に導くヒ
ントがここにあります。豊富な実績を誇る
マンションリノベーション専門企業として
多くの現場を通して積み上げてきた知識
と経験のノウハウをご紹介。

インテリックス

ブルースタジオの賃貸リノベ
地主が狙う「街」の経営戦略

住環境価値の本質は建物ではなく「街」
にある。リノベーションとは建物にとどま
らず、歴史、文化、人、自然環境など、街に
存在する様々な状況の再編集から価値を
構築すること。街を背負う「地主」だから
こそ持ちうる街の経営戦略とは。

ブルースタジオ

第三者だからこそ教えてくれた
リノベ客のホントの本音と悩み事

「相見積もりは無くせる！？」物件探しとリ
フォーム会社選びを中立的にサポートす
る立場だからこそ聞くことができた、お客
様の本音と悩みを一挙公開！そこから導
きだした成約率UPに役立つ接客術を独
自のツールと共にご紹介いたします。

リノベーションラウンジ東京

集客できるリノベーション
物件を輝かせる文脈の作り方

カウカモは物件の持つポテンシャルを最
大化して伝えるリノベ物件紹介サイト。そ
こで実践している物件プレゼン手法をご
紹介。魅力を120％伝えるために一番大
事なのは「文脈」。中古は見せ方ひとつで
輝くことをお伝えします。

tsukuruba（ツクルバ）

これからの住宅流通と保険制度
消費者の安心安全を保険で提供

消費者ニーズに応えるため、インスペク
ションと瑕疵担保責任保険の活用、不動産
の価値を高める方法など、不動産流通物
件の品質確保の動向及び延長保険等の
紹介について延長保証等を紹介します。

住宅保証機構

住生活基本計画の見直し議論から
既存住宅活性化の方向性を考える

議論中の住生活基本計画の改定の方向
性とは? 既存住宅市場活性化のためにど
のような取組を進めているのか? 計画の
改定を受けて今後どう進めていくのか？
将来を見据えた住宅政策の方向をお話
しいただきます。

国土交通省

レポート「官能都市ランキング」
正しい読み方、活かし方

まちの活気とは何なのか？心地よい・楽し
いと思える都市とは？関係性と身体性と
いう新しいモノサシでみた都市の偏差
値。これをどう読み何に活かすか？行政
やまちづくり系の方々、不動産・建築関係
の皆様に聞いていただきたい講座です。

HOME's総研 島原万丈

女性チーフデザイナープレゼンツ
『中古リノベ』成功セミナー

人気のリノベーション事例を紹介。中古物
件探しからリノベまでワンストップで実現
したい方は必見！ 自然素材、デザイン、断
熱性能、気になるお金の話など、ジェルコ
リフォームデザインコンテスト多数受賞
のデザイナーが全てお伝えします。

LOHAS studio／ロハススタジオ

リノベは物件選びで9割決まる！
失敗しない物件選びを教えます

リノベも出来る仲介担当が物件探しの
秘訣を教えます！リノベ成功のカギは、や
りたいリノベが出来るかできないかをき
ちんと見極めること！ 不動産のプロが物
件探しの大事なポイントを紹介します。

インテリックス住宅販売

中古を買ってリノベする♪
予算と性能のポイントを伝授！

お問い合わせの多い1000万円の戸建
リノベ、500万円のマンションリノベでは
どんなことができるのか？当社のプランナー
が代表的な事例を用いて徹底解説しま
す！中古物件探しの段階においての物件
の見極めのコツも合わせてお話しします。

スタイル工房

中古リノベVS新築
設計事務所が語る判断のポイント

なぜ、中古のリノベーションあるいは新築
を選んだのか、はたまた戸建てとマンショ
ンのどちらを選んだのか。設計事務所で
あるエキップが事例を挙げ、決め手となっ
たポイント、向き不向き、メリット・デメリッ
トなど、比較解説します。

エキップ

30代リノベトレンド
年収別施工事例、一挙公開!!

お客様満足度99％!! 必ず笑顔になって
頂ける、究極のワンストップリノベーショ
ンサービスで叶えたリノベとは？１つとし
て同じデザインは存在しないnuの事例。
30代のお客様のトレンドを、年収別に分
けてご紹介いたします。

nuリノベーション

実演付!? DIYスクール校長の
イチから始めるDIYリノベ講座

最近流行りのDIY。中古を買ってリノベする
ならやれることは自分でやってみたいと思
う人も多い。壁や床のはがし、壁の塗装、床
張り、設備の設置…初心者でもトライしや
すいのは? 注意点は? DIYスクール校長が
実演画像を交えてレクチャーします。

9（ナイン） 久田カズオ

新米広報が教えます
私が知ったリノベの「実は…！」

リノベーションには「実は」がいっぱい！新
米だから見えてくる、広報だから知ってい
る、リノベの「実は…！」を大公開。完全な
「常識」になる前に、いま知っておきたい
リノベの基本を事例と共にお伝えします。

秀建（SHUKEN）

身体性と関係性から考える、
本当に魅力的な街選び

資産価値や通勤時間に着目して街を選
ぶ人が多い。でも暮らす街をその軸だけ
で選ぶのは寂しい。関係性と身体性とい
う新しいモノサシでみた都市の偏差値。
ぜひ、街を今までとは違った視点で見直
してみませんか？

HOME'S 総研 島原万丈

買ってはイケナイ中古物件とは？
リノベで解消できない致命的欠陥 

夢膨らむ「中古×リノベ」。でも“家を買
う”とは、土地、家に絡む権利、周辺環境、
住宅ローン等も一緒に買うのです。リノベ
で解消できる問題は建物部分だけに過ぎ
ません。本講座では「失敗しない家探し」
に焦点を絞って徹底解説します。

リニュアル仲介

どんなことができる?　工事費
1000万円超vs500万円以下

リノベでいちばん気になるのは「いくら
で、どんなことができるのか」。築年の古
い物件をフルリノベ、リノベ済みもしくは
築浅の物件の水回りを生かしてリノベ、
DIYでコストダウン等、様々なタイプのリ
ノベを比較検討します。

リノベりす&SUVACO

リノベ向き物件の探し方
買って＆住んで安心な物件とは

希望のリノベや、コストを軽減できるか
は、物件で大きく違います。ローンや保証
も考えると物件探しは結構大変。リノ住ム
では、専任担当がワンストップお任せ対応
なので安心です。今回は初級者向けに、
物件探しのポイントをご紹介します。

リノ住ム

5000万円で選べる可能性
マンション VS 戸建て？

例えば、「総予算が5000万円だとした
ら、一体どんな暮らしが出来るだろう。」一
番初めに気になりますよね。リノベのプロ
が同じ予算で出来る様々な住まいをご提
案します。「暮らし」の可能性を見比べて
みませんか。

リビタ

自然素材で解決！
夏涼しく、冬暖かい家のつくり方

折角リノベーションするのだったら、一年
通じて快適に暮らしたいですよね。エアコ
ンに頼らずとも、自然のチカラを利用した
「夏涼しく・冬暖かい家」のつくり方を教
えます。小さいお子様連れのご家族、必見
です。

栄えある第3回リノベーション・オブ・ザ・イヤー
に輝くのは? 各賞発表、授賞式と合わせて
選考委員によるトークセッションも開催
予定。

リブラン

施工力で決まるリノベーション！
リノベのポイントは施工力だった

施工力に信頼のおける会社選びをしてい
ますか？デザインにこだわりがちなリノ
ベーションですが、それを支えるのは施工
力。毎年1000件のマンションリノベー
ションを手掛けるリノベのプロが成功の
カギとなる施工力についてお話します。

インテリックス空間設計

http://www.renovation.or.jp/expo/oftheyear/
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