
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！

www.renovation.or.jp/expo2013/competitionwww.renovation.or.jp/expo2013/oftheyear

第3回リノベーションアイデアコンペ

期間中、同会場にて「空き家問題を解決せよ！」をテーマ
にした第3回リノベーションアイデアコンペの入選・推薦作、
計13作品を展示します。また最終日には、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？

ACCESS リノベーション住宅推進協議会抽選でCLASKA宿泊券をプレゼント！

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）

竹内 昌義
東北芸術工科大学 建築・環境デザイン学科 教授／
株式会社みかんぐみ 共同主宰

内山 博文
リノベーション住宅推進協議会 会長／株式会社リビタ 常務取締役

林 厚見
株式会社スピーク 共同代表／東京Ｒ不動産 ディレクター

三浦 展
社会デザイン研究者／株式会社カルチャースタディーズ研究所 代表取締役

村上 萌
ライフスタイルプロデューサー／株式会社ガルテン 代表取締役

若林 恵
『WIRED』編集長（コンデナスト・ジャパン）
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リノベーション学校特別授業
「第1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
「第3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
リノベーションEXPO JAPAN 2013 
クロージングパーティー

11.4 MON

入選・推薦作品パネル展示
10.26SAT-11.4MON 

最終選考公開プレゼンテーション講評会および表彰式

11:00～19:00

15:00～

（リノベサロン開催日はサロン終了まで）

10.26SAT    11.4 MON

RENOVATION EXPO JAPAN 2013

リノベーション学校特別授業開講 時間割 ●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。
●リノベーションアイディアコンペの入選作品の展示、リノベーション・オブ・ザ・イヤーのパネル展示は10月29日(火)、30日(水)もご覧いただけます。
※各日1限目、5限目のセミナーについては終了予定時刻が異なる場合があります。詳細はHPでご確認ください。 
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夢はあるけどお金がない。
驚きのコスパテクニック!!
nuリノベーション
年間50件の設計を担当するnu
のリノベ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。
「お金があればいいのもが作れ
る」そんな常識を覆す驚きの
コスパテクニックをご紹介しま
す!!

賃貸でも改装を楽しもう！
「カスタマイズUR」
東京R不動産
東京R不動産、toolboxが企画
から入居者サポートまで手掛ける、
改装可能なUR物件「カスタマイズ
UR」が新登場。自由に改装でき、
原状回復不要な壁「フリーウォー
ル」のカスタマイズ事例を中心に、
カスタマイズのノウハウから団地
暮らしの魅力までご紹介します。

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 JAPAN2013＠Tokyoの期間中の毎夜、The Sad Cafe STUDIO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。

リノベサロン

10.28 MON 10.31 THU 11.1 FRI 11.2 SAT 11.3 SUN 11.4 MON

15:00～

一般ユーザー様向け

事業者様向け

どなた様でも無料・予約優先

リノベサロンとは？

第1部

「第3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

14:45開場／予約不要
U-Stream配信決定！

講評会＆表彰式・クロージングパーティー

最終選考（公開プレゼンテーション）

18:00～第2部

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 第1回 リノベーション・オブ・ザ・イヤー
授賞式

表参道口 竹下口

至代々木▶

◀至渋谷 明治通り

ラフォーレ原宿

東京中央教会

▼至千駄ヶ谷

表
参
道

無印良品
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H&M FOREVER21

The Sad CafeThe Sad Cafe STUDIO
明治神宮前駅

JR原宿駅

〒150-0001 渋谷区神宮前1-9-12 ロイスダールビル 2F
ラフォーレ原宿とABCマートの間の路地を入り、20m先右側です。明治神宮前駅より徒歩3分。原宿駅より徒歩5分。

2F

11.3SUN

ノミネート作品パネル展示
10.26SAT-11.4MON 

第1回リノベーション・オブ・ザ・イヤー
発表・授賞式、パーティー

11:00～19:00

19:00～21:00

（リノベサロン開催日はサロン終了まで）

「空き家問題を解決せよ！」
第1回リノベーション・オブ・ザ・イヤー

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3日（日）夜には、第1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1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。

子育て家族のリノベーション実例

株式会社エキップ
子育て真っ最中、または子育て
予定の家族が住む家のリノベー
ション実例をご紹介。いろんな
アイデアやポイントをお話しし
ます。11月10日には、紹介した
お住まいを完成内覧会として
ご覧になれます。

基礎から裏ワザまで！他社と何が違う？
リノベる。流リノベーションの秘密
リノベる株式会社
初めてのおうちの購入でいろい
ろ気になるあなたに、中古マン
ションの買い方、リノベーション、
リノベる。のサービスをわかり
やすくご説明します。

ペイントワークショップ

株式会社NENGO
ポーターズペイントを使用しセ
ルフペイント体験。ポーターズ
ペイント及びセルフペイントに
関する説明とレクチャーをし、
実際にご希望のご来場者様に
ペイントを体験頂きます。
（20分延長予定）

中古マンションを買って
リノベーションしよう！
株式会社インテリックス住宅販売
中古＋リノベについてわかりや
すく解説するセミナー。
特に、最も重要なのに意外と失
敗しがちな「物件選び」につい
て成功のポイントをご説明しま
す。また当日は、中古+リノベを
ワンストップで行う新サービス
についてもご紹介します。

中古＋リノベーションAtoZ

株式会社ブルースタジオ
中古物件購入～設計～工事～
お引渡しと、リノベーションを
行う際に起こる様々な出来事
を双六形式でご説明致します。
（20分延長予定）

物件探しがリノベーションの成功を握る！
東京不動産事情を読み解こう
株式会社Style&Deco
どの物件でも自由にリノベできる
とは限らない！？リノベ前提での
物件選びのポイントを不動産事
情と共に徹底分析。アベノミクス
やオリンピックの影響は？どうな
る東京の不動産事情。希望者に
は、必携！中古物件攻略ガイド
をプレゼント。リノベ事例も紹介！

拡がる住まいの選択肢
戸建てリノベーションの可能性
株式会社リビタ
戸建てならではの暮らしの楽
しみ方から、戸建てリノベで理
想の暮らしを実現するための
ポイントを分かりやすく解説し
ます。

家を買うなら知っておきたい
情報セミナー
リニュアル仲介株式会社
資産価値を目減りさせない賢
い住宅購入のために、住宅購
入希望者がまずは知っておき
たい情報をお届けします。
（40分延長予定）

『床は大事』

朝日ウッドテック株式会社
空間の価値を高める要素とし
て、床は大事です。銘木に拘っ
たメーカーが、物件の価値がよ
り高くなる様に、『床』に対して
熱く語ります。

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 リノベーション住宅推進協議会
私たちは「消費者が安心してリ
ノベーション、既存住宅を選べ
る市場を作り、既存住宅の流
通を活性化する」を目的に活動
しています。その取り組み、活
動内容をご紹介します。

再販事業向け
マンションリノベーションセミナー
株式会社インテリックス
リノヴェックスマンション供給
13,000戸のノウハウをもとに、
再販事業成功のポイントをご
紹介するセミナー。事業期間
の短縮、コストダウンを実現
させる仕組み、高品質な内装と
保証体制についてなど、有益な
情報が満載です。

中古マンション＋リノベーションで
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
リノベる株式会社
リノベる。のサービス提案がで
きれば、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
ついてお話いたします。

新商品 既存住宅 売買瑕疵保険
～中古住宅 すまい給付金の利用のヒント～
株式会社日本住宅保証検査機構
販売中のJIO中古マンション
戸単位売買かし保険に､新た
に保険期間2年間､保険金額
1000万円､500万円が選択
出来るように｡消費税増税後
実施予定「すまい給付金」の
利用方法もご案内｡

人とまちを活かす賃貸リノベーション

大島芳彦（株式会社ブルースタジオ）
リノベーションによって賃貸住
宅の価値を向上させる。成功
の秘訣は「経営改善」の視点。
建物にとどまらず管理、オー
ナー、街、歴史の価値にも目を
向けた総合的なアプローチが
重要。プルースタジオの事例
を交えてお話しします。

リノベーション住宅の
アフターサービス対応

リノベーションでも重要になり
つつあるアフターサービス。
リスクや不安はないのか？実際
のアフターサービス、クレーム
対応の事例、ノウハウをご紹介
します。Ｒ１住宅アフターサー
ビス保証書新書式も合わせて
紹介予定。

木賃アパートを魅力的にする
「モクチンレシピ」徹底解説
特定非営利活動法人モクチン企画
「モクチンレシピ」は木賃アパー
トを再生するため強力なサポー
トツールです。レシピと名の付
く通りどんな人でも使えるアイ
ディア集です。具体的な事例と
合わせてレシピを徹底解説し
ていきます。木賃アパートをみ
んなで料理しましょう！

一棟の一部を売って全部をリノベー
ション。賢い一棟資産活用術。
株式会社リビタ
集合住宅の一部を買い取り、建
物全部をリノベーションする、
新しい資産活用術。「大規模
修繕したいけど予算がない。」
「空室だけ売却したい。」そん
な悩みにリノベ会社ならでは
の提案でお答えします。

「外構デザインが不動産価値を変える---
ブルースタジオの外構リノベーション」
株式会社ブルースタジオ
帰宅する人を迎える玄関先の緑。窓
の外に広がる木立。足元の優しい靴
音。賃貸住宅の価値を決める要素
は間取りや設備だけではありません。
建物と隣地の間。「外構」空間には
多くの可能性が溢れています。室内
より先に外構のリノベーションを試
してみませんか。（20分延長予定）

マンションリノベーションの新工法
「Good-Infill工法」
株式会社インテリックス空間設計
在来工法に比べ、大幅に工期
を短縮し、現場での作業環境
の改善や、騒音や振動による
近隣住民の負担を軽減する
「Good-Infill工法」。
その仕組みをご紹介します。

「HOME'Sリノベーション」
最新ユーザー動向
株式会社ネクスト
先日オープンした新サイト
「HOME'Sリノベーション」の、
ホットなユーザー閲覧・行動の
一部をご報告します。

【講師】リノベーショングループ
　　　 大出裕之

タイル インテリアデザインセミナー
＜タイルは今、可愛い＞
株式会社LIXIL
昨今の本物志向・他とは違うテ
イストの空間作りに欠かせない
デザインタイルを使ったインテ
リアデザイン・トレンドをご紹介
します。高級感・機能・デザイン
の小技など。講師は世界中でタ
イルを提案し朝日新聞凄腕つと
め人にも掲載された志村豊氏。

デザイントレンドセミナー 2013

TOTO株式会社／セラトレーディング株式会社
2013年3月にドイツ フランク
フルトで開催された世界最大
規模の国際見本市「ISH2013」
の内容やデザイン傾向を水回
りを中心にTOTOとCERAト
レーディング独自の視点でレ
ポートいたします。

まもりすまい既存住宅保険・
リフォーム保険の活用方法
住宅保証機構株式会社
既存（中古）住宅向けの瑕疵
保険『まもりすまい既存住宅
保険』およびリフォーム工事
向けの瑕疵保険『まもりすまい
リフォーム保険』の概要や、そ
れぞれのメリット・活用方法を
ご説明します。
（20分延長予定）

０円住宅？！のリノベ再生

株式会社スタイル工房
築古の戸建。すでに建物の価
値はなく土地代だけの値段…。
そんなねらい目物件、興味はあ
るけどちょっと不安もあります
よね。ワンストップリノベーショ
ンサービスであれば、０円住宅
をどんな風にリフォームして再
生させていくかをお話します。

キラリと光る！リノベーション向き
宝石物件の探し方のコツ
リノベる株式会社
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、役立つ情報を事例を
織り交ぜながらお話します。

「ちょうどいいリノベーション」

株式会社インテリックス空間設計
「住みごこち」「デザイン」「価格」
の3要素を、あなたの「ちょうど
いい」バランスで叶えるセレク
ト型リノベサービス『ちょうど
いいリノベーション』について、
お客様事例を見ながらご紹介
します。

リノベ塾「番外編」に参加して手強い
“お客様”になろう！
株式会社リビタ
中古マンションを購入してリノベー
ションする事は決めたけれど、ま
だ知識が不足しているのでは？
という方向けの、あと一歩を踏み
出すための『リノベ』スキルアップ
セミナー番外編です。購入に差し
当たってのよく聞く不安点や疑問
を解消していく講義を実施します。

素材選びで楽しむ家づくり
～快適な住まいを手に入れよう!!～
株式会社空間社
リノベーションだからできる、
自由な素材選び。
素材選びのポイントや、体験
エピソード、実例をもとに、楽し
い家づくりのヒントをご紹介し
ます。

「中古マンションを買って
リノベーション」～お金編～
株式会社インテリックス住宅販売
中古＋リノベで理想の住まいを実
現するために「知っておくべきお
金のこと」について、わかりやす
く解説するセミナー。今さら聞け
ない住宅ローンの基礎知識、見
落としがちな費用のこと、失敗し
ない資金計画の立て方等押さえ
ておきたいポイントを説明します。

リノベーション最終兵器TOLA

アートアンドクラフト
暮らしをとことん考えてつくった
間取り集【太鼓判】と人々に支持
されてきた厳選の建材パーツ集
【イチオシ】から選ぶだけ！リノ
ベーションを知り尽くしたアート
アンドクラフトだからリリースでき
た言わばいいトコどりのシステム
を開発者の生の声でお届けします。

あなたは何型!?
答えが見つかるリノベ型診断
nuリノベーション
物件価格とリノベ費用のバラン
スってどうやって決めるの？そ
んなあなたにはリノベ型診断!!
予算や内容をもとに9タイプの
リノベ型をご用意。あなたに当
てはまるリノベ型を診断し、そ
の型に合ったリノベーションを
ご提案します!!

「北海道のリノベ物件で人生設計」・
移住先として、不動産投資として
リノベーション住宅推進協議会 北海道部会
お持ちの資産を活用し、北海道
でリタイア後の豊かな生活を
送りませんか？
北海道のリノベ向き物件、リノ
ベ済物件の最新情報を、北海
道からお持ちします。

賃貸を楽しもう♪
「団地 de リノベーション」
UR都市機構
団地の素晴らしい環境と自分
らしい暮らしの両方を手に入れ
たい！自分で住まいに手を加え
られる「カスタマイズUR」や
「DIY住宅」、自分の暮らしに
合わせて住まいをアレンジでき
る「MUJI×UR」プロジェクト等
URの取り組みをご紹介します。

今年初めての開催となるリノ
ベーション・オブ・ザ・イヤー。
栄えある第1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。

ちゃんと住まいテーマ

世の中の平均値や最大公約数。
そんな“誰でもない不特定多数”のために作られた住まいのカタチに、自分の暮らしを合わせますか？
それよりも、自分にとって「ちょうどいい」を、自分軸で編集する住まいの選択肢が広がりつつあります。
RENOVATION EXPO JAPANで楽しく学びながら“ちゃんと住まい”を考えてみませんか？

自分軸で編集する住まい選び

期間中、来場者アンケートにご協力いただいた方
の中から抽選で、リノベーションホテルの先駆者
的存在として今なお新しい情報を発信し続ける
CLASKA（東京都目黒区）の宿泊券（1組2名様
分）を1組に、また全国のリノベーションの事例を
集めた「最高に気持ちいい住まいのリノベーショ
ン図鑑」（エクスナレッジムック）を5名様にプレ
ゼントします。

●入場無料

●ドリンク実費（Cash on)
リノベーション白熱教室

●主なプログラム（予定）

ハ会ナイト「五輪2020は住宅維新に影響あり?!」 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。

※

※

www.claska.com

www.renovation.or.jp/expo2013

リノベEXPO2013 検索

ご予約はホームページから
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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

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。

10.26SAT 10.26SAT

［時間］
［会場］

［主催］
［TEL］
chro-reform.com

13:00～14:00
中央区八重洲1-5-17
香川ビル2F
株式会社プロポライフ
0120-60-2429

自然素材の
おうちづくり勉強会
自然素材を使ったおうちづくりを
学ぶ「無料」勉強会です。天然無
垢材等の自然素材に関する予備
知識、いいものをローコストで造
るリノベーション成功のためのコ
ツ等を伝授いたします。
各回3部構成で、イベント後に個
別相談会も行います。

［時間］
［会場］

［主催］
［TEL］
www.realtokyoestate.co.jp/
column/topics/customize_ur/

12:30～17:00
晴海、品川八潮、西経堂

（詳細はwebをご覧下さい）
東京R不動産×UR都市機構
03-3479-0525

カスタマイズUR
モデルルーム
内覧会バスツアー
賃貸なのに改装を楽しめるUR物
件「カスタマイズUR」。
toolboxアイテム満載のモデル
ルームを巡る、3物件内覧バスツ
アー。ランチ付。入居者特典カタ
ログプレゼント。入居募集中につ
き申込みも大歓迎。

［時間］
［会場］

［主催］
［TEL］
www.stylekoubou.com

10:00～18:00
東京都港区南青山1-17-13
大青コーポ2F
株式会社スタイル工房
0120-513-730

ワンストップ
リノベーション相談会
一つのテーブルで、「中古物件を
探す」「リノベで好きな空間に」が
できる、ワンストップサービス。
もちろん、資金計画も併せて対応。
全部ご自分でやろうなんて気負
わずに、まずは無料相談会へ。
美味しいコーヒーを淹れてまって
ます。

10.26SAT

RENOVATION EXPO JAPAN 2013

“適合リノベーション住宅”を手に入れるには？
●リノベーションをしたい

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！ 

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

写真：表紙・提供／nuリノベーション　裏表紙・提供／株式会社インテリックス住宅販売／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 予約制予約制10.5SAT-11.30SAT

［時間］
［会場］

［主催］
［TEL］
www.noda-co.jp/showroom/
tokyo.html

10:00～18:00 水曜休館
台東区浅草橋5-13-6
三朋ビル1Ｆ
株式会社ノダ
03-5687-6200

スタイルのある
リノベーション
見学会・相談会
お部屋の印象の決め手となる床
材から、お気に入りのスタイルを
見つけてみませんか？
床材や室内ドアを、数多くのライ
ンナップでご覧いただけます！

10.29TUE

［時間］
［会場］

［主催］
［TEL］
www.bluestudio.jp

18:00～21:00
渋谷区渋谷1-17-1
TOC第2ビル 702号室
株式会社ブルースタジオ
03-5337-9833

個別相談会
中古物件を購入してリノベーショ
ン、既に所有されている物件の
リノベーション等を具体的に進め
たいお客様を対象とした個別相
談会です。［時間］

［会場］

［主催］
［TEL］
http://urx.nu/5eh7

10:30～17:00
浦安市入船6（詳細はウェ
ブサイトを御覧ください）
株式会社秀建
0120-86-0672

リノベーション
完成現場見学会

（浦安①）
築31年のリノベーション。素材に
珪藻土を使い、ナチュラルな印象
の住まい。間取り変更をして出来
たウォークインクロゼットも見所
☆26日（土）11:00には中古セミ
ナーを開催(予約制)

予約制

11.2SAT-11.4MON

10.26SAT-27SUN

［時間］
［会場］

［主催］
［TEL］
http://urx.nu/5eh7

10:30～17:00
浦安市富岡3-3 サンコーポ
浦安A棟（詳細はウェブサ
イトを御覧ください）
株式会社秀建
0120-86-0672

リノベーション
完成現場見学会
（浦安②）
築35年の物件をリノベーション。
2LDK→3LDKに変更し、キッチ
ンと洗面の壁をモルタル塗装で
アクセントに。キッチン周りに室
内窓を設置し、まるでカフェのよ
うな住まい。

10.27SUN

［時間］
［会場］
［主催］
［TEL］
www.renoveru.jp/application/
application_regist.jsp?category
=event&event_id=538

10:30～11:30
渋谷区千駄ヶ谷2-9-6-201
リノベる株式会社
0120-684-224

基礎から裏ワザまで！
リノベる。流リノベー
ションの超基礎セミナー
リノベる。って、他のリノベ会社と
何が違うの？と、疑問に思ってい
る方の為のセミナー。中古マン
ションの買い方のコツやリノベる。
のサービスをわかりやすくご説明
します。

11.9SAT 11.9SAT

［時間］
［会場］

［主催］
［TEL］
www.renomama.jp

13:00～16:00
品川区周辺

（詳細は参加お申込み頂い
た方にご連絡致します。）
東京テアトル株式会社
0120-992-155

リノベーション
“ビフォーアフター”
体験ツアー（セミナー）
「中古を買って＋リノベーション」
を誰よりも知って頂くために“解
体中とリノベ完成後”を一度にご
覧頂ける体験ツアーを開催いた
します。是非この機会をお見逃し
なく！

［時間］
［会場］

［主催］
［TEL］
porters-paints.com/2013/09/
post_190.html

10:45～11:45
小田急線千歳船橋駅から
徒歩5分（待ち合わせ等に
つきましては、お申し込み
時にお伝え致します）
株式会社ＮＥＮＧＯ
044-379-3736

「セルフペイント物件」
内覧会
本物件は、全面お施主様がペイン
トをされた物件です。
これからペイントセルフリノベー
ションをご検討中の方にご覧いた
だきたい物件です。

予約制予約制11.4MON

［時間］
［会場］
［主催］

［TEL］
www.ku-kan.co.jp

10:00～17:00
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
0120-55-3927

５組限定！
個別相談会
中古マンションのリノベーション
を具体的に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。
先着5組限定ですので、ご予約は
お早めに！

予約制

11.9SAT-10SUN 11.10SUN

［時間］
［会場］

［主催］
［TEL］
ekip.co.jp

13:00～16:00
港区周辺（詳細は参加お申込み
頂いた方にご連絡いたします）
株式会社エキップ
03-6721-7442

リノベーション
完成内覧会
築40年以上のマンションをフル
リノベーションされたお部屋をご
案内します。子育て家族が住むた
めのアイデアがいっぱい散りばめ
られているので、何かのヒントに
なるかも？

［時間］
［会場］

［主催］
［TEL］
www.kukansha.com

13:00～17:00
世田谷区瀬田4-29-11
833ビルディング3F
株式会社空間社
03-5707-2330

「中古を買ってリノベ」
セミナー&個別相談会
物件探し、資金計画、設計＆施工
のそれぞれのプロが分かりやすく
お話します。9月にオープンした
ギャラリーにて開催します。
詳細はHPをご覧ください。

予約制11.10SUN

［時間］
［会場］

［主催］
［TEL］
www.rebita.co.jp

10:00～17:00
都心エリア(詳細はお申込頂
いた方にご連絡いたします)
株式会社リビタ
03-5468-9250

リノベーション
お宅見学会
都心でリノベーションしたお宅を
2件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！

予約制予約制（フリーも可）11.9SAT

［時間］
［会場］

［主催］
［TEL］
www.intellex.jp

13:00～15:00
豊島区周辺（詳細は予約の
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
0120-66-3705

TOKYO*STANDARD
施工事例見学会
実際にTOKYO*STANDRADで
施工したお客様の居住中のお宅
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を
見ながら貴重な体験談を聞ける
チャンスです！

予約制

見て、聞いて、学ぶリノベーション
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。
4回目の今年は、「ちゃんと住まい－自分軸で編集する住まい選び－」をテーマに、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います。

www.renovation.or.jp/expo2013/shutoken 10.26
SAT

11.4
MON

首都圏

［TEL］06-6443-1350
［営業時間］10:00～18:00 
［定休日］水曜・日曜・祝日
www.a-crafts.co.jp

1998年より大阪を中心にマンション、ビ
ル、倉庫などをリノベーションすることで
“均質化されない住まい あたらしい住ま
いのかたち”を提案しつづけてきました。
2010年セレクト型リノベーションシステ
ムTOLAリリース。首都圏でも展開中。

Arts&Crafts
アートアンドクラフト

［TEL］03-5569-5512
［営業時間］8:30～17:30 
［定休日］土曜・日曜・祝日
www.woodtec.co.jp

昨年、創業60周年を迎えました。
『木』の可能性を最大限に引き出し、人々
の暮らしに『革新的な価値』を提供する
『需要創造型企業』をめざしています。

asahi woodtec
朝日ウッドテック株式会社

［TEL］03-5766-7070
［営業時間］9:30～18:30 
［定休日］土曜・日曜・祝日
www.intellex.co.jp

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13000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。

intellex
株式会社インテリックス

［TEL］0120-55-3927
［営業時間］9:00～18:00 
［定休日］日曜・祝日
www.ku-kan.co.jp

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。

intellex Space-Plan
株式会社インテリックス空間設計

［TEL］0120-66-3705
［営業時間］9:30～18:30 
［定休日］水曜
www.intellex.jp

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。

intellex JYU-HAN
株式会社インテリックス住宅販売

［TEL］03-6721-7442
［営業時間］10:00～18:00 
［定休日］日曜・祝日
ekip.co.jp

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。

equip
株式会社エキップ

［TEL］‒
［営業時間］9:30～18:30 
［定休日］火曜・水曜
www.ecodeco.biz

「不動産×デザインで新しい暮らしを想像
する」をミッションに、中古物件探し、資
金計画、リノベーションまでのトータルコー
ディネートのパイオニアとして、サービス
を提供。「団地マニア」や「I LOVE秀和
レジデンス」も提案しています。

Style&Deco
株式会社Style&Deco

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

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 by renovation
nuリノベーション

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

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。

kukansha
株式会社空間社

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

物件紹介からリノベーションまでトータル
サポート。自社家具工場と自社専属の大
工により、とことんこわだりを追求したお
住まいづくりをお手伝い致します。

SHUKEN
株式会社秀建

［TEL］03-6435-8863
［営業時間］9:00～17:30 
［定休日］土曜・日曜・祝日
www.mamoris.jp

(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。

mamoris
住宅保証機構株式会社

［TEL］0120-513-730
［営業時間］10:00～18:00 
［定休日］火曜・水曜
www.stylekoubou.com

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

［TEL］03-3479-0525
［営業時間］10:00～18:00 
［定休日］土曜・日曜・祝日
www.r-toolbox.jp

「東京R不動産」は、独自の視点で不動産
を紹介するサイトです。空間づくりのため
の建材・パーツ、工事サービスからアイデ
ア・ノウハウまでを紹介するサイト「R不動
産toolbox」も運営しています。

Real Tokyo Estate
東京R不動産

［TEL］0120-992-155
［営業時間］9:30～18:00 
［定休日］水曜
www.renomama.jp

リノベ向きマンション紹介～資金計画・
リノベーション・入居までをワンストップ
サポート。
リノままｂｙ東京テアトル（東証一部）
予約特典/弊社映画館鑑賞券プレゼント！

Tokyo Theatres Co.,Inc.
東京テアトル株式会社

［TEL］0120-43-1010
［営業時間］10:00～17:00 
［定休日］水曜
www.toto.co.jp

TOTO DAIKEN YKKAP
東京コラボレーションショールーム

TOTO LTD.
TOTO株式会社

［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

住宅瑕疵担保保険、中古住宅の売買や
リフォーム工事・大規模修繕に対応した
既存住宅向けの各種瑕疵担保保険を販
売。その他、住宅性能業務をはじめとす
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

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

オーストラリア生まれの高級インテリア
ペイント「ポーターズペイント」の日本総
代理店を務めております。またおんぼろ
不動産マーケットやSimplerichなど不
動産業、リノベーション工事も行っており
ます。

NENGO
株式会社NENGO

［TEL］03-5783-3662
［営業時間］10:00～19:00 
［定休日］土曜・日曜・祝日
www.homes.co.jp/renovation/

掲載物件数日本No.1の不動産・住宅情報
ポータルサイト『HOME'S』では、2013
年に本格的なリノベーション専門サイト
『HOME'Sリノベーション』をオープンい
たしました。リノベーション市場の拡大・
向上に貢献してまいります。

NEXT Co.,Ltd.
株式会社ネクスト

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

住宅のインテリア建材メーカーです。
一般住宅用建材からユニバーサルデザイ
ンの建材まで幅広く取り扱っています。
全国での対応が可能です。

NODA CORPORATION
株式会社ノダ

［TEL］0120-60-2429
［営業時間］10:00～20:00 
［定休日］水曜
www.propolife.co.jp

リノベーションマンション再販事業、新築
マンション・戸建の分譲、住宅設備ブラン
ドの企画販売、不動産仲介、リフォームの
企画・施工等の事業運営を行う総合不動
産企業です。自然素材にこだわった住ま
いづくりをご提案しています。

Propolife Inc.
株式会社プロポライフ

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

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。

blue studio
株式会社ブルースタジオ

［TEL］‒
［営業時間］10:00～18:00 
［定休日］土曜・日曜・祝日
www.mokuchin.jp

オーナーや不動産会社と恊働して木造
賃貸アパートの再生に取り組む若手集団。
改修のアイディアが詰った「モクチンレシ
ピ」をウェブで公開しています。

MOKU-CHIN KIKAKU
特定非営利活動法人モクチン企画

［TEL］03-5323-2973
［営業時間］9:15～17:40 
［定休日］土曜・日曜・祝日・年末年始
www.ur-net.go.jp

私たちは、すべての人びとが生き生き暮ら
す都市をめざし、「アーバン・ルネッサン
ス・プロデューサー」として21世紀の日本
の都市像を描いていきたいと思います。

UR
UR都市機構

［TEL］03-4332-8888
［営業時間］-
［定休日］土曜・日曜・祝日
www.lixil.co.jp

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「綜合
住生活企業」です。

LIXIL
株式会社LIXIL

［TEL］03-3346-4329
［営業時間］9:00～18:00 
［定休日］水曜・祝日
www.rchukai.jp

ほとんどの不動産仲介会社は「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。

Renewal Brokerage Agency Inc.
リニュアル仲介株式会社

［TEL］0120-684-224
［営業時間］10:00～20:00 
［定休日］-
www.renoveru.jp

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。

renoveru
リノベる株式会社

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

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。

ReBITA inc.
株式会社リビタ

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。

第1回
リノベーション・オブ・ザ・イヤー

今年初めての開催となるリノベーション・オブ・ザ・
イヤー。本コンテストでは、リノベーションの楽しさ・
魅力・可能性という点にフォーカスしてこの一年を
代表するリノベーション作品を選出します。
マンションvs戸建て、購入vs賃貸、の様なカテゴ
リーではなく、一般のユーザーがもっとも関心が高
い項目のひとつである施工費で分類し、価格帯別
に優秀作品を選出します。
これから住宅取得を考えている人に、リノベーショ
ンをより身近に感じて、それぞれの家づくりの参考
としていただければと考えています。ホームページ
でも価格帯別にご覧いただくことができますので
是非ご覧ください！

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

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

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。

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

記載の会員企業イベント以外にもまだまだ他にも会員企業イベントを予定しています。メイン会場のリノベーション学校には足を運べないという方も、
実際にリノベーションしたお部屋が見れる見学会や、具体的なリノベーションの進め方などが聞けるセミナーなど、是非この機会に足を運んでみてください！！

まだまだある！
リノベーション体感イベント。 詳細はこちら www.renovation.or.jp/expo2013/shutoken/event/

［時間］
［会場］

［主催］
［TEL］
www.bluestudio.jp

10:00～13:00
港区麻布十番周辺
（詳細は参加お申込み頂い
た方にご連絡致します。）
株式会社ブルースタジオ
03-5337-9833

完成内覧会（港区）
中古マンションをフルリノベーショ
ンされたお施主様のご自宅を、お
引渡前に特別にご覧頂けます。
貴重な機会ですので奮ってご参
加下さい。

11.2SAT 予約制予約制

リノベーション・オブ・ザ・イヤー発表・授賞式について
は裏面をご覧ください。

www.renovation.or.jp/expo2013/oftheyear/

ちゃんと住まいテーマ

自分軸で編集する住まい選び
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