
（17：３０開場 / 予約不要・２ドリンク）
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http://www.renovation.or.jp/expo2011/competition/

リノベーション学校特別授業開講
● 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ぺージ、またはお電話で。
● その他コンテンツは、ご予約不要です。お問い合わせは、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。

全国リノベーション学生アイデアコンペ ACCESS

無料 ・ 予約制

期間中、リノベーション学校会場内にて、住まいづくりのストーリーも含めデザインされた、遊び心とリアリティが共存する
入選作品12作品を展示する他、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、更に講評会をトークイベント
形式で行います。リノベーションの第一線で活躍する審査員の方とともに、リノベーションの魅力や可能性を探ります。

〒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

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

（1Fにラーメン屋「凪」のある建物です）

自分に合った住まいをみつけよう！
～希望の住まいをみつける秘訣、教えます。～

インテリックス住宅販売

いろいろな物件を見てきたけど、なかなか自分の気に入った物件
がなく、悩んでいらっしゃる方に向けて、あらためてご希望条件の
優先順位の整理や、住まいの選択肢のアドバイスなど、あなたに
あった住まいを見つけていただける秘訣についてご説明します。

引渡後リフォーム型既存住宅
かし保険活用セミナー
株式会社ハウスジーメン

既存住宅の売買に係る瑕疵対策として住宅購入
者に安心を提供する既存住宅かし保険の新商品
のご案内と活用方法をご案内いたします。

キッチンリノベーションの技、
教えます！
株式会社空間社

キッチンを囲んで家族や友人とともに楽しみたい・・・
そんなあなたのために、キッチンリノベーションのヒン
トをお教えします。暮らしがさらに楽しくなる、あなた
にぴったりのキッチンがきっと見つかるはず。

リノベーションで
DIYを考える
東京R不動産 t o o l b o x

”自分が関わる”ことで、空間に”愛着”が生まれま
す。DIYサポーターや職人さん等のゲストととも
に、 リノベーションに「DIY」を組み込むという考
え方や、コツ・事例などをご紹介します。

既存住宅の売買に関する
“安心・安全の物差し”
ハウスプラス住宅保証株式会社

既存住宅の売買時には工事内容や損害にまつわ
る補償など不安がつきものです。その不安を取り
除くための手段を様々な視点よりご案内させてい
ただきます。

おしゃれリノベ上級者 
安田さん家族にきこう！
エヌ・ユー

nuでリノベしたおしゃれリノベ家族安田さんにリノ
ベの魅力をお話してもらいます。リノベするキッカ
ケから、物件探し、プランニングまでリノベ上級テ
クをとことん教えます。

リノベーション住宅
推進協議会について

事業者様向け 11 2 WEDどなた様でも（ 除く）一般ユーザー様向け

リノベーション住宅推進協議会

「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。その事業
内容や活動内容についてご説明致します。

リノベーション住宅
推進協議会について
リノベーション住宅推進協議会

「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。その事業
内容や活動内容についてご説明致します。

R5住宅セミナー

リノベーション住宅推進協議会

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、瑕疵保険も始
まり注目される戸建て住宅に関する基準「R5住
宅」についてご説明致します。

R1住宅セミナー

リノベーション住宅推進協議会

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、区分所有マン
ション専有部分に関する基準「R1住宅」について
ご説明致します。

迷いがなくなる
マンション探し
株式会社エス

物件選びで悩める人へ「今動き出せる」ポイント伝
授。リノベーション向きの物件探しのコツから不動
産屋さんとの交渉術まで、「今すぐ動き出したくな
る」実践向けの情報をお届けします。

住宅購入者が積極的に中古住宅を
選択する新しい仲介の仕組み
エイム株式会社

これまでの中古住宅流通にまつわる諸問題を一気に解決
する「既存注文住宅」という新基準。住宅を資産と捉え、消
費者目線で構築されたリニュアル仲介というビジネスモデ
ルについて、市場動向や実例を交えてご紹介いたします。

家を買うなら知っておきたい
情報セミナー
エイム株式会社

「760万戸の空室／空室率13.1％」、こんなに家
が余っている現状の中で、どのような住宅購入が
賢い進め方なのか。ぜひ、このセミナーを聞いてか
ら住まい探しを進めてみませんか？

中古マンション＋リノベーション
実践シミュレーションワークショップ
株式会社ブルースタジオ

不動産購入からリノベーションまでの道のりを、実際に体験し
てみよう！というコンセプトで開催するセミナー＋ワークショッ
プです。ただ「知る」だけでなく「やってみる」に参加者とともに
チャレンジしてみませんか？ご家族での参加も歓迎します。

中古マンション販売促進の
新戦略
株式会社エス

中古マンションはリフォームしてからでないと売れ
ない、と思っていませんか？今までの常識を覆す、
中古市場の新たなビジネスモデルとして注目を集
める「リノベる。」についてお話します。

モノから考える
収納スペース
株式会社プランドゥプラス

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！

ホームシアター
リノベーション
大建工業株式会社

「音のDAIKEN」が基礎から応用まで音に関する
ノウハウを説明致します。また「住宅における音の
困りごと」にもお答え致します。

リノベサロン

（仮）コイのから騒ぎ
リノベサロン

目指せおうちガール！
キックオフ女子会

（ご招待者様、プレス限定） リノベサロン

（仮）リノ妻ナイト
リノベサロン

（仮）リノベーションいいたい放題
リノベサロン

（仮）最先端の地方ナイト
Renovated by

東京R不動産 林厚見 Presented by

日経WOMAN ONLINE

Presented by

リクルート住宅総研　島原万丈
Hakai’d by

ブルースタジオ　石井健
Presented by

リクルート住宅総研　島原万丈

マンションリノベーションの新工法「Good-Infill工法」
～工期短縮・六面断熱で効率、性能ＵＰ～

インテリックス空間設計

在来工法よりも工期短縮が可能となり、仕上がりの性能
も向上する新工法「Good-Infill工法」について解説いた
します。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工法の仕組みをご紹介いたします。

木賃アパート再生ワークショップ
「木造賃貸アパート再生ワークショップ2011」成果発表

木賃再生ワークショップ（首都圏学生有志団体）
2010年に開始し、第２フェーズをむかえた『木造賃貸アパート再
生ワークショップ』 学生たちが自らの生活環境であるアパートに
ついて議論し、行動し、アイデアを実現する。 目指すのは木賃ア
パート再生のための一般解、「木賃再生レシピ」の構築。 都内３カ
所でリアルプロジェクトが完成しました。

恋するリノベ
relife+ × nu 対談
エヌ・ユー

2009年夏初のリノベ雑誌発行。リノベ雑誌売れっ子編集
者君島氏と、リノベの東京スタンダードの確立を目指す
nu代表。リノベーションの魅力にとりつかれ、リノベーショ
ンに恋した２人の対談。ずばりタイトルは「恋するリノベ」

ライフスタイル別リノベ成功術
見つかります
株式会社リビタ

物件探しのポイントから、賢い資金計画、設計者・施工者
の選び方から進め方のポイントまで、実例を交えてご紹
介。あなたのライフスタイルにぴったりなリノベ成功術が
見つかります。

中古リノベ事業「集客＆営業」
事例公開セミナー
株式会社インタープライズ・コンサルティング

今セミナーでは中古リノベーション事業のカギ
となる集客・営業の仕組みやツール事例をご紹
介します。明日から実践に生かしていただける
内容です。

リノベーション徹底解剖
入門編
株式会社エス

知識がなくて不安・・・そんな方にこそお伝えしたいリノ
ベーションを楽しむコツ。お客様の実例のビフォーアフ
ターなどをお見せしながら、こだわりを叶える新サービ
ス「リノベる。」についてもご紹介します。

賃貸住宅リノベーション
コンセプトメイキング実践ワークショップ

株式会社ブルースタジオ
賃貸住宅の空室対策に特効薬は存在しません。 周辺環境、マー
ケット、ライフスタイルの変化を個別に読み解くプロセスが成否
の分かれ道。 ブルースタジオクリエイティブディレクター大島芳
彦のモデレートにより、実際に存在する物件をもとにこのプロセ
スを体験するワークショップ。
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昨年「日経住まいのリフォーム博」で開催され、大好評だったリノベーション学校。

今年は場所を変え、セミナーはもちろん、ワークショップなど体験型コンテンツも追加。

まだまだこれからの初心者の方から、具体的に検討している方まで参加頂ける、幅広い授業をご用意しました。

また、期間中、「全国リノベーション学生アイデアコンペ」の入選作品展示もご覧頂けます。

●審査委員（50音順） 

●審査委員長
石井 健 株式会社ブルースタジオ　執行役員

大島 芳彦 株式会社ブルースタジオ 専務取締役/クリエイティブディレクター 佐藤 可奈子 LiVES副編集長 島原 万丈 リクルート住宅総研 主任研究員

曽我部 昌史 神奈川大学教授/株式会社みかんぐみ共同主宰 長坂 常 有限会社スキーマ建築計画 代表取締役 馬場 正尊 東北芸術工科大学准教授/株式会社オープン・エー 代表

TOKYO FAMILY RESTAURANT

at TOKYO FAMILY RESTAURANT

3F

「リノベーション学生アイデアコンペ」 最終選考プレゼンテーション/講評会/表彰式
リノベーションエキスポジャパン2011 クロージングパーティ

playroom2F

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

「リノベーション学生アイデアコンペ」
表彰式
リノベーションエキスポジャパン2011
クロージングパーティ

郵便局

青山
通

宮益坂

六本木通り
青山トンネル

住友不動産渋谷ファーストタワー
渋谷クロスタワー

東福寺渋谷警察署

JR線
東横線

渋谷駅東口

ウィンズ

氷川神社

渋谷図書館

明
治
通り

こどもの城

青山学院大学

TOKYO FAMILY RESTAURANT

playroom

並木橋

渋谷2丁目

11 1TUE 11 6 SUN 11:00～19:00 入選作品展示（最終日は、14:00まで） 11 6 SUN 15:00～ 最終選考公開プレゼンテーション / 講評会（一般公開）

一般ユーザー様
向けコンテンツ

●出演

石井 健
大島 芳彦
佐藤 可奈子
島原 万丈
曽我部 昌史
長坂 常
馬場 正尊

（14：45開場 / 予約不要）

「リノベーション学生アイデアコンペ」
最終選考プレゼンテーション／講評会

リノベーション学生アイデアコンペ　入選者12名

ブルースタジオ　 
ブルースタジオ
「LiVES」副編集長
リクルート住宅総研
神奈川大学教授 / みかんぐみ
スキーマ建築計画
東北芸術工科大学准教授 / オープン・エー

15:00～

17:30

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

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！



会員企業によるリノベーションイベント11 5SAT

ＴＥＬ：03-5687-6200
会場：東京都台東区浅草橋5-13-6
　　  株式会社ノダ 東京ショールーム
www.noda-co.jp/showroom/tokyo.html

① 安心・安全　体験セミナー　時間：10:00～11:30 〈定員10名程度〉
　 対象者：建築関係者及び建築を学ばれてる学生　
② 安心・安全　体験会　時間：13:30～15:00 〈定員10名程度〉
　 対象者：一般のお客様

SAT11 5 SUN6/ SAT11 5 SUN6/

SAT11 5 SUN6/ SUN11 6 SUN11 6

SAT11 5

SAT11 12 SUN13/ SUN11 13SUN11 13

日程：11月6日（日）
時間：13:30～ 〈ご予約制〉
会場：埼玉県さいたま市大宮区浅間町2-178
お問い合わせ：株式会社リビタ
ＴＥＬ：03-5468-9250
www.rebita.co.jp

2010グッドデザイン賞を受賞、第三者建物診
断や自由設計、コミュニティが魅力のリビタの
一棟丸ごとリノベーションセミナー。個性派ぞ
ろいの３つのお部屋もご覧頂けます。

一棟丸ごとリノベーションセミナー
＆「リノア大宮浅間町」見学会

日程：11月12日（土）
時間：13:00～17:00〈ご予約制〉
会場：ご予約の方にご連絡さし上げます
お問い合わせ：株式会社リビタ
ＴＥＬ：03-5468-9250
www.rebita.co.jp

築33年・築38年のマンションをスケルトンから
リノベーションしたお宅を2軒まとめてオープン
ハウス！見所たくさんのこだわりのお宅、リアル
なリノベ体験談も聞ける貴重なチャンスです。

学芸大学K邸・Y邸お宅見学会

日程：11月13日（日）
時間：13:00～17:00 〈※無料・要予約〉
会場：東京都世田谷区深沢1-5-18
お問い合わせ：株式会社空間社
ＴＥＬ：03-5707-2330
www.kukansha.com

リノベーションをお考えの方を対象に、空間づ
くりのコツやノウハウをご紹介します。セミナー
終了後、ガーデンパーティーにて個別相談会を
開催予定。特製ハヤシライスつき！

リノベセミナー &ガーデンパーティー

日程：11月12日（土）
時間：13:00～ 〈ご予約制〉
会場：神奈川県藤沢市鵠沼松が岡3-2-17
お問い合わせ：株式会社リビタ
ＴＥＬ：03-5468-9250
www.rebita.co.jp

戸建てとマンションの魅力を併せ持つリノベー
ションヴィレッジ。自由設計のヒントが詰まった
1部屋をご覧頂けるほか、ポーターズペイントの
ワークショップも開催！

ポーターズペイントワークショップ
＆「鵠沼ヴィレッジ」見学会

日程：11月13日（日）
時間：14:00～17:00〈ご予約制〉
会場：ご予約の方にご連絡さし上げます
お問い合わせ：株式会社リビタ
ＴＥＬ：03-5468-9250
www.rebita.co.jp

築25年のマンションを、メリハリリノベーション
したお宅をオープンハウス！参考にしたいアイテ
ムがたくさんのお宅、リアルなリノベ体験談も聞
ける貴重なチャンスです。

港区M邸お宅見学会

日程：11月12日（土）・13日（日）
時間：13:00～17:00 〈ご予約制〉
会場：東京都渋谷区桜丘29－17 さくらマンション303
お問い合わせ：株式会社es
ＴＥＬ：03-5770-4321
www.renoveru.jp/expo/expo_detail.jsp?expo_id=8

リノベる。でリノベーションしていただいたお客
様のお部屋をオープンハウスします。理想を叶
えたお客さまのリアルなお話も聞ける貴重な
チャンスです。

　 渋谷
「リノベーション完成物件見学会」

in

日程：11月5日（土）・6日（日）
時間：11:00～16:30
会場：東京都荒川く荒川2-23-10
お問い合わせ：アイエス株式会社
ＴＥＬ：082-532-0211
www.iswork.co.jp

古い一軒家から素敵に生まれ変わったリノベ-
ションハウスイベント。当日はお買い物や作家さ
んの普段見ることが出来ない「さぎょう」風景も
見れます。ワークショップも計画中☆

町屋ものがたり～さぎょう～

日程：11月6日（日）
時間：13:00～18:00 〈予約不要〉
会場：東京都港区北青山3-15-13秀和北青山レジデンス301号室
お問い合わせ：株式会社フリーダムコーポレーション
ＴＥＬ：0120-266-564
www.freedomcorp.co.jp/freedomstyle

コンセプトは"引き算"ヴィンテージマンション
の一室を、無垢材やモルタル等素材を生かした
シンプルな空間に。ワンルームから2LDKまで
多様なオプションをご提案します。

表参道の引き算リノベ住宅オープンルーム

日程：11月12日（土）
時間：13:00～15:00
会場：東京都千代田区富士見2-11-13
お問い合わせ：株式会社ライフデザイン
ＴＥＬ：0120-7867-25
www.renomansion.jp/node/3008

2011グッドデザイン賞を受賞した「リノマンショ
ンシステム」をご紹介するセミナー。この機会に、
最新最先端のリノベーションについて知っておく
ことをおすすめします。

リフォームアカデミー

インテリアシュミレーションや、住宅に潜む危険の
発見と、安全な住空間を体験していただけます。

「快住ラボ」体感イベント

日程：11月5日（土）・6日（日）
時間：13:00～17:00
会場：東京都豊島区池袋2-68-10
お問い合わせ：株式会社アールズ・コーポレーション
ＴＥＬ：03-5917-8600
www.rscorp.co.jp

変化する間取で、S O H Oにも対応可

池袋ダイカンプラザ オープンルーム

日程：11月5日（土）・6日（日）
時間：13:00～17:00
会場：東京都板橋区南町14－1
お問い合わせ：株式会社アールズ・コーポレーション
ＴＥＬ：03-5917-8600
www.rscorp.co.jp

可動間仕切りで、変化する間取

グランデージ要町 オープンルーム

13 SUN
まずは、見て聞いて体感しよう！
実際どうなの？古くて大丈夫？センスは合いそう？体験者のお話を聞いてみたい！もっと詳しくプロに聞きたい！
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1 8時までに開催各社ホームページ、またはお電話で。

もっと自由で豊かな暮らしの実現を目指して、一棟丸ごとから一戸ま
で品質にこだわった3つのリノベーションサービスをご用意。シェア住
宅「シェアプレイス」や「TABLOID」「THE SHARE」なども展開。

Tel.03-5468-9250
営業時間/10:00～19:00 
定休日/火曜・水曜・祝日
www.rebita.co.jp

株式会社リビタ
ReBITA inc.

ライフデザインは中古住宅の再生事業を通じて、お客様の住まいをより快適・便利に「進
化・向上」させ、大切な資産である住まいの質を高め続けたいと考えているリノベーション
リフォーム会社です。「ライフデザイン」はリノベーションに本気です。

Tel.0120-7867-25
営業時間/平日 9:00～18:00  
　　　　 土日祝 9:00～17:00
www.renomansion.jp

株式会社ライフデザイン
LifeDesign inc

木賃アパートとは、60年代～70年代に木造在来工法で建てられ
た単身者向け賃貸アパートのこと。 学生が自分たちの手で、生活者
の視点から木造賃貸アパートの空室問題に挑むプロジェクトです。

お問い合わせ：
mokuchin.ws@gmail.com
www.mokuchin.jp

木賃再生ワークショップ（首都圏学生有志団体）
MOKU-CHIN APARTMENT RE-DESIGN WORKSHOP

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。

Tel.03-5332-9920
営業時間/10:00～19:00 
定休日/土曜・日曜・祝日
www.bluestudio.jp

株式会社ブルースタジオ
blue studio co.,ltd

「中古マンション×リノベーション」を、もっと身近に！もっと自由
に！物件探しから住宅ローン、リノベーションまで、賢く、楽しく
暮らすためのお手伝いをさせて頂きます。

Tel.0120-266-564
営業時間/10:00~18：00
定休日/水曜・日曜・祝日
www.freedomcorp.co.jp

株式会社フリーダムコーポレーション
FREEDOM CORPORATION LTD.

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。

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

株式会社プランドゥプラス
PLAN DO PLUS

ハウスプラスグループは建築確認検査に始まり、既存住宅に関する
住宅性能表示ならびに瑕疵保険と住宅に住まうお客さまへ「安
心・安全」を提供する会社です。

Tel.03-5962-3814
営業時間/9:00～17:00 
定休日/土曜・日曜・祝日
www.houseplus.co.jp

ハウスプラス住宅保証株式会社
HOUSE PLUS

住宅産業に新しいプラットホームを提供するＭＳＪグループの中核
企業で住宅瑕疵担保責任保険法人・住宅性能評価機関として、住
宅品質の向上と保証、保険の仕組みを提供しております。

Tel.03-5408-8486
営業時間/9:00～18:00
定休日/土曜・日曜
www.house-gmen.com

株式会社ハウスジーメン
House G-men Co.,Ltd.

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。

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

株式会社ノダ
NODA corporation

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、人にやさしいのもづくりを通じて持続可能な社会の実現
を目指します。

Tel.03-6271-7751
営業時間/9:30～17:30 
定休日/土曜・日曜・祝日
www.daiken.co.jp

大建工業株式会社
DAIKEN CORPORATION

w e bサイト「東京R不動産」のグループサイト「R不動産
toolbox」webで選ぶリノベーションの道具箱を展開。リノ
ベーション設計、賃貸物件の企画・コンサルも行っています。

Tel.03-3479-0525
営業時間/10:00～19:00 
定休日/土曜・日曜・祝日
www.r-toolbox.jp

株式会社スピーク（東京R不動産 / R不動産toolbox）
SPEAC, inc.

空間社では、リノベーションの設計・施工を行っております。暮らし
が楽しくなる空間づくりと、オリジナルのキッチンや造作家具のご
提案を得意としています。

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

株式会社空間社
Kukansha

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。n uと共に東京スタン
ダードをつくりあげましょう！

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

エヌ・ユー
nu

長く愛してもらえる形を探すために。

Tel.03-5770-4321
営業時間/10:00～20:00
定休日/年中無休
www.es-pace.jp

株式会社es
es

地震で倒壊する建物をなくし、住宅の長寿命化と価値向上を実
現するために、全国の事業者様（工務店・リフォーム会社・不動
産会社など）と共に活動しています。

Tel.03-5322-8160
営業時間/9:00～18:00 
定休日/--
www.aimkk.com

エイム株式会社
aim

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。

Tel.03-5766-3739
営業時間/9:30～18:30
定休日/水曜・第2木曜
www.intellex.jp

株式会社インテイリックス住宅販売
Intellex JYU-HAN

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設計・施工会
社。年間1000を超えるマンションリノベーションを行っている。マンショ
ンリノベーションの新工法を開発するなど、そのノウハウは業界随一。

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

株式会社インテリックス空間設計
Intellex Space-Plan

創業48年目を迎える、業界特化型のコンサルティング会社です。クライアント企業の幅広
い課題に対し、具体的な解決策をご提供するために、住宅・不動産業界、自動車業界、小
売業界など業界別のコンサルティング部隊を有しております。

Tel.03-3538-2480
営業時間/10:00～18:00 
定休日/日曜
www.ipcon.co.jp

株式会社インタープライズ・コンサルティング
Interprise Consulting

弊社は、おもに中古マンションをリノベーションし、売買および賃貸
管理しています。今年で、設立10周年を向かえ、ますます、リノベー
ション部門を強化していく予定です。

Tel.03-5917-8600
営業時間/10:00~20:00
定休日/第一火曜・毎週水曜
www.rscorp.co.jp

株式会社アールズ・コーポレーション
rscorp

アイエスグループのリノベーションブランドRenoЖRenoは老朽
化したビルやマンションをの設備や間取りを一旦取り除き新たに
現在のライフスタイルにあった空間へ蘇らせて変身させます。

Tel.082-532-0211
営業時間/10:00～19:00 
定休日/--
www.iswork.co.jp

アイエス株式会社
is

リノベーション学校特別授業
・イベント 開催企業

SAT11 12SAT11 12SAT11 12

予約制

予約制

予約制

予約制

予約制

予約制

予約制

11 1TUE11 6SUN

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。
● リノベーション学校特別授業
● 会員企業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アコンペ」入選作品展示/最終選考・講評会・表彰式

主催:リノベーション住宅推進協議会  www.renovation.or.jp www.renovation.or.jp/expo2011/kanto.html

見て、聞いて、学ぶリノベーション
11 13SUN （一部関連イベントまで） ～

11 13SUN （まで） ～

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。

 renovation

renovation

reform

適合リノベーション住宅

リノベーション

リフォーム

既存住宅全般

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

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

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

協議会発足のきっかけ

＞＞見た目だけでく中身も大切です。
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。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。

安心してリノベーション住宅を選ぶためには？

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。

”適合リノベーション住宅”とは？適合リノベーション住宅の種類

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。

“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

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

●リノベーションをしたい

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

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。 新規会員企業様募集中！お問合せ: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


