
リノベーション EXPO JAPAN 2012@Tokyo 連続リノベトークイベント
Renovation Salon〈リノベサロン〉

• リノベサロンとは？
– 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、お酒を酌み交わし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 JAPAN 2012＠Tokyoの期間中、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

※サロン（仏:Salon） Wikpediaより
フランス語で宮廷や貴族の邸宅を舞台にした社交界をサロンと呼んだ。主⼈（⼥主⼈である場合も多い）が、⽂化⼈、学者、作家らを招いて知的な
会話を楽しむ場であった。

• 開催概要
– 期間 2012／10／27（土） ~10/29（月） 〜 11／1（木）~3日（土）
– 場所 playroom 〒150-0011 東京都渋谷区東1-3-1 カミニート20(３Ｆ)
– 「渋谷」駅 徒歩９分 / 「恵比寿」「表参道」駅 徒歩15分（1メーター／TAXI）
– ⼊場無料／ドリンク実費（Cash on)

• イベントプログラム
– 10月27日（土） 19:00〜 （18:30開場） 無礼講！リノベーショントークバトル
– 10月28日（日） 18:00〜 （17:50開場） メディア⼥⼦部給湯室トーク
– 10月29日（月） 19:00〜 （18:30開場） ハ会 meets PDJ-lab
– 11月1日（木） 19:00〜 （18:40開場） 自由なチンタイ、いじれるチンタイ（仮）｜Presented by SUUMO編集⻑ 池本洋一
– 11月2日（⾦） 19:00〜 （18:40開場） ゼクシィナイト「おうちの夢と現実ホンネトーク」｜Presented by ゼクシィ（予約者限定）
– 11月3日（土） 18:00〜 （17:50開場） 地方ナイト Renovation All Over Japan｜Presented by リクルートすまい研究研島原万丈

リノベーション EXPO JAPAN ２０１２ http://www.renovation.or.jp/expo2012/shutoken/index.html



18：30 開場
19：00 開始 21：00 閉会

21：00~ アフターパーティ

< 壇上スタメン予定 >「壇上」と「客席」は流れ次第でどんどん⼊れ替わっていく⽅式（の予定）

島原万丈
（リクルートすまい研究所）

石井 健
（Blue Studio）

他（続々！）

福元 成武
（TANK）

内山博⽂
（リビタ）

坂田夏水
（夏水組）

リノベーション EXPO JAPAN2012@Tokyo リノベサロン第１夜 2012.10.27 Sat

無礼講！リノベーショントークバトル

リノベサロン企画の第一夜は、キーパーソンたちが業界の未来を語る生トークナイト。
あいまいな予定調和的な話ではなく、

「批判上等！全てぶっちゃけ！」をキーワードに本音のトークバトルを展開します。
「呑んでからしゃべる」「オブラート禁止」等の縛りが、

プレーヤーたちの本音と本気とロマンを明らかにすることでしょう。
外部乱⼊大歓迎。大荒れな一夜をお楽しみに。

山下 智弘
（りのべる。）

林厚⾒
（スピーク／東京R不動産）

小野有理
（スーモマガジン編集⻑）



読者の反響は？ ユーザーの変化は？ トレンドは？
注目の事業者やサービスは？ 住宅業界の中ではどんな位置づけ？

リノベーションてメディアから⾒てどう？ 業界に求められているものとは？

日々、リノベーションや住宅業界の最前線を取材し、
業界を客観的に⾒守ってきた編集者さん、記者さんとリノベサロンだけのオフレコ給湯室トーク！？

第一部： 「編集者、記者に聞く！リノベーション」

第二部：もっと知りたい！リノベーション質問＆交流タイム

参加者のもっと知りたい！聞いてみたい！の声に応えるざっくばらんな質問＆交流タイム

メディア⼥⼦部給湯室トーク

リノベーション EXPO JAPAN 2012@Tokyo リノベサロン第２夜 2012.10.28 sun

リノベーション プレスナイト

第一プログレス
『LiVES』副編集⻑

佐藤 可奈⼦

< 出 演 >
扶桑社

『relife＋』副編集⻑
君島 喜美⼦

住宅新報社
『住宅新報』記者

⿅島 香⼦

リノベーション住宅推進協議会
リビタ 広報
木内 玲奈

17：50 開場 18：00 開始 20：00 閉会



リノベーション EXPO JAPAN2012@Tokyo リノベサロン第３夜 2012.10.29MON

Hakai meets PDJ-lab
18：30 開場

19：00 開始 21：00 閉会
21：00~ アフターパーティ

< 参加予定 >

僕たちが住みたい
家はなぜないの？

なぜ、ストック型社
会が大切なの？

PDJ、これから何
してくれるの？

日本の幸せに不動産業界
が貢献するためには？

島原万丈
（リクルートすまい研究所）

石井 健
（Blue Studio）

他続々
参加表明中！

⻑嶋 修
（さくら事務所）

佐々木龍郎
（佐々木設計事務所）

内山博⽂
（リビタ）

大島芳彦
（ブルースタジオ）

小野有理
（スーモマガジン編集⻑）

大⻄倫加
（さくら事務所）

笹本直裕
（ブルースタジオ）

木内玲奈
（リビタ）

刈内一博
（野村不動産）

茅野達郎
（東京ガス）

白崎達也
（リノベる。）

内山章
（スタジオＡ）

来生ゆき
（東京Ｒ不動産toolbox）



リノベーション EXPO JAPAN 2012@Tokyo リノベサロン第４夜 2012.11.01 thu

「賃貸カスタマイズ ＮＩＧＨＴ！」
〜自由な賃貸なくしてリノベのメジャー化はないっ！〜

18：40 開場 19：00 開始 21：00 閉会

管理＆ペイント
和泉 直⼈

（オリエンタル産業)

オーナー
⻘木 純

（メゾン⻘樹）

Presented by SUUMO編集⻑ 池本洋一

ＤＩＹポータル
村井 隆之

（ＤＩＹＰ）

< 出演予定 >

www.maison-aoki.jp/ diyp.jp/

賃貸カスタマイズ、我々がその⾔葉を発し始めてちょうど丸1年。
この1年でどこまで賃貸の自由化は進んだのか？

メゾン⻘樹、壁紙屋本舗は、なぜこんなにメディア取り上げられてるの？
オーナーの意識は変わりつつある？ それとも一部の先鋭的なオーナーまでのモノなのか？
壁紙の自由化、⼈気壁紙の最新事情、ウォールペイントの最新事情、話題のＤＩＹ⼥⼦･･･

賃貸自由化のトップランナーをお招きしての「過去、今、そして未来」
賃貸から始まるリノベーションの未来が⾒えてくるかも！？

www.natsumikumi.com/ www.oriental-japan.com/suumo.jp/

壁紙ポータル
濱本 廣

（壁紙屋本舗 ）

デザイナー
坂田夏水

（夏水組）

www.rakuten.ne.jp/gold/kabegamiyahonpo/

プレゼンター
池本 洋一

（ＳＵＵＭＯ編集⻑）



結婚は、ゴールではなく、2⼈の暮らしのスタートです。
今回、登場するのは、２⼈らしいおうちを実現して暮らす20代の新婚カップル2組。

その秘訣は、中古購⼊＋リノベにあり！？
ゼクシィ丸山副編集⻑ナビゲートのもと、リアルな２カップルのおうち探しと購⼊体験談を聞きます！

第一部： 「おうちとお⾦のホンネ事情！ 先輩カップルに聞く」

第二部：教えて！ みんなのコダワリ・アコガレ夢を実現するための、おうちガール交流会
一般参加者と先輩カップルとのざっくばらんな質問＆交流タイム！

※軽食と1ドリンクをご用意しております。お飲み物は2杯目以降、Cash on (￥500/１D)となります。

新居はどうする？いつかはマイホームもほしい！
“おうち”の夢と現実ホンネトーク

リノベーション EXPO JAPAN 2012@Tokyo リノベサロン第４夜 2012.11.02 Fri

先着順
予約者限定 Presented by

ゼクシィ副編集⻑
丸山 央理絵

< 出 演 >
都⼼・駅近で開放的な住まい

Hさんご夫妻（29歳、28歳）
大好きな街で大好きなものに囲まれた住まい

Tさん奥様２７歳

18：40 開場 19：00 開始 21：00 閉会

ご予約はこちらから
本イベントは、「リノベーション EXPO JAPAN 2012」（主催：リノベーション住宅推進協議会）の１コンテンツとなります。
⾒て聞いて学ぶリノベーションイベント「リノベーション EXPO JAPAN 2012」詳細はこちら



リノベーション EXPO JAPAN 2012@Tokyo リノベサロン第６夜 2012.11.03 sat 

Renovation All over JAPAN

17：50 開場 18：00 開始 20：00 閉会
20:00～ アフターパーティ

Presented by リクルートすまい研究所 島原万丈

北海道部会代表 出演者調整中
東北部会代表 川上兼・佐々木サトル（株式会社アート&マテリアル）
東海部会代表 出演者調整中
関⻄部会代表 出演者調整中
中国・四国部会代表 石井 権一郎 （アイエス株式会社）
九州部会代表 松山 真介 （株式会社アポロ計画）

リクルートすまい研究所 島原万丈

リノベーション住宅推進協議会の各エリア部会⻑が渋谷に集結。
各エリアの取り組みやリノベーションマーケットの現状について、報告、意⾒交換を⾏います。

日本中の最新リノベーション事情が一望できる夜です。

< 出演予定出演予定出演予定出演予定 >


