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“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／株式会社秀健　裏表紙・提供／nuリノベーション／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」の考え方
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２回
リノベーション・オブ・ザ・イヤー

２回目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。 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/expo2014/oftheyear/

www.renovation.or.jp/expo2014/shutoken

首都圏

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。
5回目の今年は、「8％、カシコイわたしのもてる家」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。

主催 ： 

10.25 SAT      11.3 MON

10.25 SAT      11.3 MON

「8%、カシコイわたしのもてる家」

同時開催イベントもチェック！

［TEL］03-5569-5512
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。

朝日ウッドテック

［TEL］03-5766-7070
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

［TEL］0120-55-3927
www.ku-kan.co.jp

マンション専門に毎年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

［TEL］0120-66-3705
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。

インテリックス住宅販売

［TEL］03-6721-7442
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。

エキップ

［TEL］‒
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。

EcoDeco

［TEL］0120-453-553
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リノベーション

［TEL］03-5707-2330
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。

空間社

［TEL］0120-86-0672
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。

howzlife（秀健（bySHUKEN））

［TEL］03-6435-8863
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。

住宅保証機構

［TEL］0120-513-730
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。

株式会社スタイル工房

［TEL］03-5464-2520
www.r-bank.co.jp

不動産売買仲介業からリノベーション・
コーディネート事業、店舗のコーディネー
トまで不動産にまつわる幅広い事業を展
開。買う前の「住宅検査・保証事業」も実
施。オーナー向けには古い建物の活用プ
ランも提供しています。

Rバンク

［TEL］03-6861-9210
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。

日本住宅保証検査機構

［TEL］044-829-3324
www.nengo.jp

“100年後にも価値ある街つくり”を目指し、
不動産・建築・リノベーション・ポーターズ
ペイント・耐火被覆など横断的に家と街
つくりのサービスを提供しております。

NENGO

［TEL］03-5783-3662
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。

ネクスト（HOME'S）

［TEL］03-5332-9920
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。

株式会社ブルースタジオ

［TEL］03-6228-7937
moku-d.com

築古の老朽賃貸アパートを、適正な資金と
規模で再生させるチーム。不動産、設計、
施工のプロが３者揃い、オーナーに最適な
リノベーション計画を提示する。

木賃デベロップメント

［TEL］03-3346-4329
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。

リニュアル仲介

［TEL］0120-684-224
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。

リノベる

［TEL］03-5468-9250
www.rebita.co.jp

『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。

リビタ

１０日間の来場者１０万人を誇る東京デザイナーズウィークとコラボレーションし
「スーパーリノベーション展」を開催。テーマは「リノベーション・ワンダーランド！」。
日々の暮らしをより自分らしく変えるリノベーション。
どれほど奥が深く、幅が広いのか。
リノベーションの６つの世界を全長３０mを越す絵巻物で展示します。

目黒通りに連なるインテリアショップからつくられる「目黒インテリアショップコミュニティ（MISC）」。
例年、インテリアをテーマにしたイベントを開催している中で、今年は「リノベーション EXPO JAPAN 2014」と
コラボレーションし、「リノベーション・オリンピック」を開催。暮らしの中でも、インテリアのソフト面と
リノベーションという住宅のハード面の融合をテーマに、様々な企画が催されます。
一例を挙げれば、ワークショップやライブ、フリーマーケットなど。この連休は代官山へ。

会場の地下１階では、リノベーションにかかわる
住宅設備・建材メーカーによるメーカーズ EXPOを同時開催。
賛助会員企業による展示コーナーでは、クイズラリーに参加すると景品をプレゼント！
10/25（土）・26（日）、11/1（土）、2（日）にはペンキ塗りが体験できる
ペイントワークショップも開催予定！！

また 2F で開催しているリノベーション学校の来場者アンケートにお答えいただいた方に、
美味しいコーヒーを楽しんで頂けるカフェーコーナーもご用意しています。

［TEL］03-3544-4453
 www.iskcorp.com

（株）イケダコーポレーションは創業来、エ
コロジー建材の総合商社として主にヨー
ロッパを中心に自然塗料や紙壁紙・天然
漆喰建材などを日本のマーケットにご紹
介させていただいております。日本の市場
にはない、「より品質にこだわった本物」
しか取り扱ってはございません。

イケダコーポレーション

［TEL］03-6459-2670
www.suvaco.jp

約13,000の新築戸建、リフォーム・リノベーション
などの事例写真を楽しめる完全無料のサイト。雑誌
感覚で素敵な写真を見ながら、お気に入りの画像を
ストック・シェアしたり、専門家に相談して、理想の
ホームデザイン探しを楽しめます。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

［TEL］03-5213-5430
www.sst-ltd.com

住宅ストック市場をリノベーションという
ソリューションで創造していくことをビ
ジョンに邁進しています。

SST

［TEL］03-6685-7050
www.sekisui-exterior.co.jp

ハイクオリティーなエクステリア＆ガーデン
の設計施工専門店  ザ･シーズン http://
www.the-season.net/ を１５店舗で
展開中

セキスイエクステリア

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

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

［TEL］03-5458-7001
www.re-ism.jp

国内外の不動産の売買、賃貸、管理および
その仲介ならびに管理、保有まで幅広い事
業を展開。特に不動産の資産運用のコンサ
ルティング業務は経験も豊富で、数多くの
セミナーも実施。近年は、リノベーション事
業やシェアサロン事業も展開している。

リズム

［TEL］03-5428-3420
www.jshi.org

日本におけるホームインスペクション（住宅診断）
の普及と、ホームインスペクター（住宅診断士）の
育成・スキルアップを目指し、2009年から公認
ホームインスペクター資格試験を毎年１回実施。
昨年は1021人が受験し合格率25/6%。現在会員
は873人。

ホームインスペクターズ協会

［TEL］03-5403-8867
renoverisu.jp

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。今年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

［TEL］0120-19-5955
www.okuta.com iemo.jp

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177点の受賞
実績。今なら、不動産売買仲介手数料も最大50%
OFF、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

iemo
www.natsumikumi.com

夏水組
www.maison-aoki.jp

メゾン青樹

［TEL］03-6212-2921
www.funaisoken.co.jp

業界別に専門のコンサルタントを擁し、実務
的かつ効果的なコンサルティングを行う。
約100業種に専門特化したコンサルタントが
活躍し、中でも住宅や不動産関連は、日本
でもトップレベルの質はもちろん、最大規模
のコンサルタントを抱えている。

船井総合研究所

［TEL］03-5623-3151
www.sfa-japan.jp

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

［TEL］03-6438-0623
www.r-toolbox.jp

「自分の空間を編集するための道具箱」を
コンセプトに空間づくりのための様々な
アイテムや建材、アイディアを提供するウ
ェブショップ。工事費用を明示してカタロ
グ化するなど気軽に安心してつくるための
様々な手立てを紹介。

R不動産toolbox

［TEL］-
www.wako-ss.co.jp

今年で創業54年。斬新な発想から生まれる商品
開発力とそれを可能にする確かな技術力では住宅
設備機器業界では一目置かれる存在。特に水回り
においては、インテリア性を重視したバスルームを
提案する日本初の住設デザインブランド「スピリ
チュアルモード」を展開。近年ではその活動領域
を海外にまで広げている。

和光製作所

旧山手通り

駒沢通り

八
幡
通
り

デンマーク
王国大使館

ヒルサイドフォーラム

エジプト・アラブ
共和国大使館

至 等々力

代官山
交番前

至 恵比寿

至 渋谷

郵便局
代
官
山
駅

「リノベーション・オリンピック」
コラボレーションwith目黒インテリアショップコミュニティ

「メーカーズEXPO」

インテリックス、サジェスト、 STYLE＆DECO、スタイル工房、トータルエステート、
ブルースタジオ、リビタ、リノべる 他

JR 中央・総武線「信濃町駅」「千駄ヶ谷駅」、銀座線「外苑前駅」
銀座線・半蔵門線・大江戸線「青山一丁目駅」、大江戸線「国立競技場駅」

開催日程

協賛企業

最寄駅

当日販売１回入場券 　　　：大人一般 3,000 円
当日販売１回入場券 (学割）：大学生 2,000 円、高校生1,500 円、中学生1,000 円
前売り販売１回入場券 　　：大人一般 2,500 円（前売り）

入場料

TOKYO 
DESIGNERS 
WEEK2014

青山通
り

外苑前駅

青山一丁目駅

JR信濃町駅

JR千駄ヶ谷駅

国立競技場駅

時間：11:00 - 21:00（最終日は 20:00まで）
会場：東京都新宿区霞ヶ丘町 2-3　明治神宮外苑絵画館前（中央会場）

11.1SAT      11.3 MON

東急東横線［代官山駅］下車 徒歩3分
東急東横線・地下鉄日比谷線［中目黒駅］下車 徒歩7分
JR山手線・JR埼京線・地下鉄日比谷線［恵比寿駅］下車 徒歩10分

開催日程

10.25SAT     10.26SUN

最寄駅

無料
入場料

時間：9:00 - 21:00（予定）
会場：東京都渋谷区猿楽町 29-18 代官山ヒルサイドテラス内 ヒルサイドフォーラム

※詳細は協議会サイトでご確認ください。

11.1SAT     11.2 SUN

www.renovation.or.jp

ペイントワークショップ開催予定日



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/expo2014/competitionwww.renovation.or.jp/expo2014/oftheyear

第第4回4回リノベーノベーションアイデアコンペンアイデアコンペ

期間中、同会場にて「萌える防災」をテーマにした第4回
リノベーションアイデアコンペの入選・推薦作、計12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

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
450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。

●

●

●

●

リノベーション学校特別授業
「第2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4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 2014 
クロージングパーティー

11.3MON

入選・推薦作品パネル展示
10.25SAT-11.3MON 

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）

10.25SAT    11.3MON

RENOVATION EXPO JAPAN 2014

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27日(月)もご覧いただけます。 

11:00

11:45

〜

12:00

12:45

〜

13:30

14:15

〜

14:30

15:15

〜

15:30

16:15

〜

16:30

17:15

〜

19:00

21:00

〜

10.25 SAT 10.26 SUN 10.28 TUE 10.29 WED 10.30 THU 10.31 FRI 11.1 SAT 11.2 SUN 11.3 MON

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

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

5

H&M FOREVER21

The Sad CafeThe 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, B1F
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

● メーカーズEXPO  ※詳細は裏面へ

B1F

11.2SUN

ノミネート作品パネル展示
10.25SAT-11.3MON 

第2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）

「萌える防災」萌える防災」
第2回リノベーノベーション・オブ・ザ・イヤーン・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2日（日）夜には、第2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2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。

暮らしを自由に・暮らしを自由に・
カシコク・編集するカシコク・編集する

www.renovation.or.jp/expo2014

ご予約はホームページから

抽選でCLASKA宿泊券をプレゼント！
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。

www.claska.com

リノベEXPO 2014 検索

家は自在に変えられる！妄想
から素材選びまで自分が主導
に立って進める家の作り方を
事例やアイディアを交えてご
紹介します。

R不動産toolboxR不動産toolbox

住まい選びで失敗しないために！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、これだけ押さ
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　リノベる　

物件の価格交渉から物件の価格交渉から
中古リノベまでワンストップ対応中古リノベまでワンストップ対応

セルフサービスを取り入れ、
市場の全物件の住宅診断、価
格交渉までフルサポート、手数
料も最大半額に。女性デザイ
ナーによる実際の中古リノベ
事例セミナーも開催します。

LOHAS studio／ロハススタジオLOHAS studio／ロハススタジオ

経験者に聞いてみたい経験者に聞いてみたい
中古リノベ経験者のホンネ～戸建編～中古リノベ経験者のホンネ～戸建編～

実際に中古戸建物件を買って
リノベーションしたお客様にお
越し頂き、経験者に大変だった
こと、よかったこと、ホンネを
ズバッと聞き出します。生の声
を聴いてみませんか。

スタイル工房スタイル工房

事例で学ぼう！戸建てリノベで事例で学ぼう！戸建てリノベで
おさえたい１０のポイントおさえたい１０のポイント

木造の戸建ってホントに大丈
夫？マンション以上に感じる
中古戸建てへの不安。リビタの
事例を中心に問題の先読みに
役立つポイントと、戸建て暮ら
しの魅力をご紹介。

リビタリビタ

知っているようで知らない！？知っているようで知らない！？
中古リノベ“王道”の進め方中古リノベ“王道”の進め方

最近よく耳にするワンストップ
サービス。そのスタイルに各社違
いがあることをご存知ですか？
中古リノベを成功させるキー
ポイントを踏まえ、ベストな進
め方をお伝えします。

インテリックス住宅販売インテリックス住宅販売

そうだったのか！そうだったのか！
中古リノベのウラ側公開！中古リノベのウラ側公開！

不動産屋は何を考えて物件を
えらぶの？プランナーはどうや
って図面をつくるの？普段見え
ない部分を知れば中古リノベ
がもっと好きになる！中古リノ
ベの裏側お見せします。

howzlife(秀建)howzlife(秀建)

中古MS×リノベーションで、中古MS×リノベーションで、
資産性と豊かさを両立しよう！資産性と豊かさを両立しよう！

資金計画のたて方、資産性の
高い物件の見分け方、購入す
る前に確認する事、リノベー
ション事例など、不安が一挙
に解決できます。

ＮＥＮＧＯＮＥＮＧＯ

リノベーションは『物件探し』でノベーションは『物件探し』で
9割決まります!!9割決まります!!

自分の購入する物件がリノベ
向きか？理想のリノベが実現
出来るか？リノベを前提にし
た物件の選び方、お得なロー
ンの組み方などnuの施工事
例を交えてご紹介します。

nuリノベーションnuリノベーション

資産価値が目減りしない資産価値が目減りしない
賢い住宅購入術賢い住宅購入術

人口減・家余り時代。「家は
一生に一度の買い物」はもう
古い？！住宅購入を人生のリ
スクにしない、資産価値が目
減りしにくい家の買い方をお
伝えします。

リニュアル仲介リニュアル仲介

新定番！新定番！
センスのいいコストダウン術センスのいいコストダウン術

アイディアが光る今どきのコス
トダウン術をお届け。DIYで
作るブルックリンスタイルや、  
IKEAキッチンが大変身！驚
きのカスタマイズ実例などを
ご紹介します。

空間社空間社

ブルースタジオのワンストップブルースタジオのワンストップ
サービス／その舞台裏に迫るサービス／その舞台裏に迫る

物件探しから引渡しまでの過
程で、ブルースタジオのスタッ
フが何を大切にしてどんな仕
事をしているのか。リノベの舞
台裏には、ヒントや大切なポイ
ントが盛りだくさんです。

bluestudiobluestudio

STOCK & RENOVATION 2014STOCK & RENOVATION 2014
-中古住宅リノベーション市場の実態とユーザー像--中古住宅リノベーション市場の実態とユーザー像-

国家戦略として2020年までに倍増させる
という政策目標も掲げられる中古住宅の
リノベーション市場について、HOME'S
総研「STOCK & RENOVATION 2014」
より、市場実態とユーザー像・価値観な
ど、最新の調査結果を紹介します。

島原万丈（HOME'S総研所長）島原万丈（HOME'S総研所長）

職人不足を解決！職人不足を解決！
マンションリノベの新工法とはマンションリノベの新工法とは

現在、業界で問題となっている
職人（大工）不足。
リノベーションをシステム化す
ることにより、効率的且つ高
品質な内装を実現する新工
法の仕組みをご紹介します。

インテリックス空間設計インテリックス空間設計

"リノベで貴社の業績が変わる！"リノベで貴社の業績が変わる！
仲介営業 生産性倍増プログラム"仲介営業 生産性倍増プログラム"

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。

リノベるリノベる

820万戸リノベーション市場と820万戸リノベーション市場と
温熱環境の提案と関心温熱環境の提案と関心

リノベーションにおいて増強で
きる躯体工事は断熱工事と耐
震工事だけ。

「省エネ・エコ需要」→「温熱
環境向上」の必然性を見つめ、
win-winヒントを探ります。

ＮＥＮＧＯＮＥＮＧＯ

白さがキワダツ！白さがキワダツ！
スイス天然漆喰でリノベーションスイス天然漆喰でリノベーション！！

漆喰の本場は実はヨーロッパ。ク
ロスに飽きた方にも漆喰は大好
評です。DIYでも塗れる簡単施
工で、物件の資産価値向上をお
約束いたします。「新しい何か！？」
をお探しの方、必見です。

イケダコーポレーションイケダコーポレーション

ブルースタジオの賃貸リノベブルースタジオの賃貸リノベ／
貸す人・借りる人貸す人・借りる人

高入居率を誇るブルースタジ
オの賃貸物件。実際に入居
している方の暮らしぶりや、
オーナー自身の声には賃貸
経営のヒントがたくさん隠さ
れています。

blue studioblue studio

既存住宅を販売するとき、既存住宅を販売するとき、
知っておきたい保険制度知っておきたい保険制度

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。 

住宅保証機構住宅保証機構

インテリックスグループのインテリックスグループの
再販事業を成功させるリノベノウハウ再販事業を成功させるリノベノウハウ

事業期間の短縮・コストダウン
を実現させる仕組み、顧客
満足度の高い内装と保証体制
等、リノベ済マンション供給の
豊富なノウハウをもとに再販
事業成功のポイントをご紹介。

インテリックス空間設計インテリックス空間設計

床は大事床は大事
床は、「暮らし」の起点です。床は、「暮らし」の起点です。

無垢材挽き板化粧フロア。
ライブナチュラルプレミアム。
高い機能とやさしい木の感触
を備えたフロアに、新ライン
アップが加わりました。

朝日ウッドテック朝日ウッドテック

あきらめないで！あきらめないで！
超効率マンションリノベ省エネ術超効率マンションリノベ省エネ術

マンションリノベだからといって
省エネをあきらめていません
か? 快適でありながらエコ
でかつ年間投資利回り３０％
以上という驚異の超高効率な
省エネ術のご紹介。

和光製作所和光製作所

買主様の中古住宅購入時の不安を買主様の中古住宅購入時の不安を
保険で解消します！保険で解消します！

中古住宅購入時の業者選定に
ついて、買主の２人に１人が「保
証体制がしっかりしている業
者であること」をあげていま
す。不安を解消する安心の保
険制度をご案内します。

日本住宅保証検査機構（ＪＩＯ）日本住宅保証検査機構（ＪＩＯ）

中古住宅売買を左右する中古住宅売買を左右する
ホームインスペクションホームインスペクション

国交省も中古住宅市場活性化
のために重要視しているホーム
インスペクション。何をチェック
するのか？診断で何がわかるの
か？どんな相談があるのか？な
ど現場実例をもとに解説。

ホームインスペクターズ協会ホームインスペクターズ協会

「仲介＋リノベーション」仲介＋リノベーション」
業界動向・ＷＥＢ集客成功事例業界動向・ＷＥＢ集客成功事例

お客様があなたの会社に殺到
する仕組みを一挙公開。消費
者からの注目も高い「中古仲
介＋リノベーション」ビジネス
での成功事例を紹介します。

船井総合研究所船井総合研究所

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
を販売・宣伝に活用するを販売・宣伝に活用する

「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」を目的に活動す
る協議会のご紹介。

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

『リライフプラス』&「リノベりす」でリライフプラス』&「リノベりす」で
人気の物件はコレ！人気の物件はコレ！

イマドキの30～40代はどん
なリノベを求めているのか？
どんなディテールにグッとくる
のか？リノベーション専門誌＆
サイトだからこそ、の豊富な
データを元に分析。

『リライフプラス』編集部 & SUVACOリライフプラス』編集部 & SUVACO

リノベーション検討ユーザーがリノベーション検討ユーザーが
考えている「本当のこと」考えている「本当のこと」

HOME'Sリノベーションを利用し
ているエンドユーザーへのアンケ
ートや実際にサイトの利用動向
などから、検討ユーザーが考えて
いること、リノベーション会社に
望んでいることを解説します。

ネクスト（HOME'S）ネクスト（HOME'S）

スマホユーザ月間150万人！スマホユーザ月間150万人！
iemoを活用した最先端の顧客獲得法iemoを活用した最先端の顧客獲得法

2014年話題の「iemo」に蓄
積された膨大なデータから、
顧客の好みを引き出し、満足
度を上げる方法、そしてスマホ
時代の全く新しい顧客獲得法
を初公開します！

iemoiemo

中古住宅市場活性化ラウンド中古住宅市場活性化ラウンド
テーブルを45分で濃縮解説テーブルを45分で濃縮解説

不動産、建設、金融事業者が
一同に会する国交省の同テーブ
ル。新たな建物評価、リフォーム
一体化ローンなどこの１年の
内容を出席委員が４５分に濃
縮還元して解説します。

リクルート住まいカンパニーリクルート住まいカンパニー

ＤＩＹ・リノベ・カスタマイズｅｔｃＤＩＹ・リノベ・カスタマイズｅｔｃ
賃貸の最新事例を一挙公開賃貸の最新事例を一挙公開

今年３月国交省から原状回復
不要のDIY型賃貸借契約が発
表。変わりゆく賃貸市場をデー
タや実例を交えて徹底解説し
ます。賃貸自由化は中古市場
活性化の起爆剤になります。

リクルート住まいカンパニーリクルート住まいカンパニー

不動産事業者が語る不動産事業者が語る
「リノベーションで賃料は上がりません！」「リノベーションで賃料は上がりません！」

LIFEをSMARTに。東京の中古
不動産を活用したマンション投
資で資産運用を提案する中で目
にした成功例を数多く紹介しま
す。中古不動産の活用は幅広い
からこそ、他人の例を参考に。

リズムリズム

シェア・リノベーション...から始まるシェア・リノベーション...から始まる
新しい賃貸のカタチ新しい賃貸のカタチ

賃貸住宅を．．．住む“モノ”から
“コト”に変えることで新しい
価値が生まれます。「シェア」
や「リノベーション」をキーワー
ドにＲバンクの企画事例をご
紹介します！

RバンクRバンク

オーナー負荷少なく空き家を再生オーナー負荷少なく空き家を再生
-サクラ・アパートメント事例から--サクラ・アパートメント事例から-

どうすれば良いのか分からない、、
と放置されていた空き家を再生
し、新たな場として提供するサー
ビス「木賃デベロップメント」。
壊さず生かす事例の、収支計画
など成功ポイントをご紹介。

木賃デベロップメント木賃デベロップメント

「仕立てる賃貸」と仕立てる賃貸」と
「外装リノベーション」「外装リノベーション」

賃貸空室率増加とは無縁。
大量消費・大量生産は終わっ
た。
HAPPYをつくり、そして美しい
街並みをつくるリノベーション
サービス。

ＮＥＮＧＯＮＥＮＧＯ

住人と地域で育てる共同住宅住人と地域で育てる共同住宅
関わる人が幸せになる賃貸のヒント関わる人が幸せになる賃貸のヒント

空室率3割の築古マンションを「カスタマイ
ズ」「コミュニティ」により人気物件に変貌
させ、地域で育つ共同住宅「青豆ハウス」
もスタート。「関わる皆が幸せになれる家」
のヒントを、息ぴったりの相棒、坂田夏水
（夏水組）と対談しながら伝えます。

青木純（メゾン青樹）＋坂田夏水（夏水組）青木純（メゾン青樹）＋坂田夏水（夏水組）

買って後悔しないための買って後悔しないための
リノベ前物件のチェックポイントリノベ前物件のチェックポイント

一級建築士の資格を持つコー
ディネーターがリノベーション
前物件のチェックポイントを
実例を見ながら伝授します。
そう！僕たちはリノベ前物件の
ココを見ている。

EcoDecoEcoDeco

Porter's PaintPorter's Paint
ペイント体験ワークショップペイント体験ワークショップ

壁一面で住まいに愛着を！
刷毛で仕上げるペイント×色
×素材。
簡単壁リノベーションを体験
してみませんか？

ＮＥＮＧＯＮＥＮＧＯ

「予算内でわがままリノベ」予算内でわがままリノベ」
リノベの足し算、引き算教えますリノベの足し算、引き算教えます

予算あってのリノベーション。
好きなリノベーションをしたい
けどお金はかかる。
お客様事例を見ながら「お金
をかける、かけない」の方法
を紹介します。

インテリックス空間設計インテリックス空間設計

エクステリア＆エクステリア＆
ガーデンリノベーションガーデンリノベーション

エクステリア（外構）とガーデ
ン（お庭）のリノベーション実例
を紹介しながら、住宅と外部
空間との繋がりの重要性や、
ライフスタイルに合わせた付加
価値提案などのご紹介。

セキスイエクステリア　セキスイエクステリア　

リノベーションの資産価値リノベーションの資産価値

中古物件か新築か金融の観点から
深く切り込みます。リノベーションする
事で資産価値は向上するのか？元
みずほコーポレートで債券流動化を
最前線でコーディネートしてきた株
式会社SST伊藤が講師を務めます。

SSTSST

白さがキワダツ！白さがキワダツ！
スイス天然漆喰でリノベーションスイス天然漆喰でリノベーション！！

「リノベーションまちづくり」（仮）リノベーションまちづくり」（仮）

ゲスト：明石卓巳（レイデックス）＋ゲスト：明石卓巳（レイデックス）＋
　　　 　　　  加藤貴之（サルトコラボレイティヴ）ほか加藤貴之（サルトコラボレイティヴ）ほか
ホスト：ホスト：小野有理（元SUUM小野有理（元SUUMO（ス（スーモ）マガジン編集長）マガジン編集長）

「リノベーション・リノベーション・
ニュージェネレーション」（仮）ニュージェネレーション」（仮）
ゲスト：中村貴裕（ツクルバ）＋宮崎晃吉（萩荘）＋ゲスト：中村貴裕（ツクルバ）＋宮崎晃吉（萩荘）＋
                     連 勇太朗（予定）ほか連 勇太朗（予定）ほか
ホスト：中谷ノボル（アート＆クラフト）ホスト：中谷ノボル（アート＆クラフト）

「ハ会リターンズ」（仮）ハ会リターンズ」（仮）

ゲスト：風戸 裕樹（SONY不動産）＋内山博文（当協議会）＋ゲスト：風戸 裕樹（SONY不動産）＋内山博文（当協議会）＋
　　　 長嶋修（さくら事務所）＋清水千弘（麗澤大学 ※予定）ほか　　　 長嶋修（さくら事務所）＋清水千弘（麗澤大学 ※予定）ほか
ホスト：石井健（ブルースタジオ）ホスト：石井健（ブルースタジオ）

「リノベーション・クロニクル・リノベーション・クロニクル・
リアルトーク」（仮）リアルトーク」（仮）
ゲスト：高木伸哉（フリックスタジオ）＋ゲスト：高木伸哉（フリックスタジオ）＋
　　　 　　　  佐藤可奈子（元LIVES副編集長）ほか ※続々決定中佐藤可奈子（元LIVES副編集長）ほか ※続々決定中
ホスト：島原万丈（HOMES総研所長）ホスト：島原万丈（HOMES総研所長）

「クリエイティブ都市論とは？（仮）」クリエイティブ都市論とは？（仮）」

ゲスト：寺井元一（MAD City）＋ゲスト：寺井元一（MAD City）＋
　　　 　　　  佐々木龍郎（佐々木建築設計事務所）＋佐々木龍郎（佐々木建築設計事務所）＋
　　　 　　　  東浦亮典（東急電鉄）東浦亮典（東急電鉄）
ホスト：林厚見（スピーク・R不動産toolbox）ホスト：林厚見（スピーク・R不動産toolbox）

テーマ：「DIY女子×HandiHouse」テーマ：「DIY女子×HandiHouse」

ゲスト：DIY女子＋Handi house projectゲスト：DIY女子＋Handi house project
ホスト：石川唯（リビタ）ホスト：石川唯（リビタ）

ゲスト：各募集企業の社長陣（仮）ゲスト：各募集企業の社長陣（仮）
ホスト：白崎達也（リノべる）ホスト：白崎達也（リノべる）

「来たれ！未来のリノベスター。来たれ！未来のリノベスター。
リノベ界隈起業家ナイト」リノベ界隈起業家ナイト」

本漆喰でリノベーションしてみ
ませんか！？天然漆喰のルーツ、
スイスから来た「カルクウォー
ル」は高いアルカリ性と調湿性
を合わせもった、温故知新な
塗り壁材です。

イケダコーポレーションイケダコーポレーション

コンサルタントのつぶやき。コンサルタントのつぶやき。
魅力あるチームビルディング魅力あるチームビルディング

リノベーションでつくる理想
の暮らし。それはつくり手との
良い関係性が不可欠。数多の
パートナーを見てきたコンサル
タントが、独自の視点で、多数
の事例と共に語ります。

リビタリビタ

水まわりを簡単に増やせる裏技水まわりを簡単に増やせる裏技
～トイレが増えれば生活が変わる！～トイレが増えれば生活が変わる！

フランスのメーカーSFAの排
水圧送ポンプは、今までの常
識にとらわれることなく、水
まわりを自由に増やしたり減
らしたりすることができます。
事例と共にご紹介します。

SFA JapanSFA Japan

子供部屋って必要？子供部屋って必要？
30代家族の子育てリノベの極意30代家族の子育てリノベの極意

現在子育て中、あるいは将来
子育て予定の家族が考える
リノベーションについて、間取
りの工夫や注意点、素材選び
から子育てリノベのアイディア
などをご紹介します。

エキップエキップ

夢はあるけどお金がない。夢はあるけどお金がない。
驚きのコスパテクニック!!驚きのコスパテクニック!!

nuデザイナー森山が、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」
そんな常識を覆す驚きのリノ
ベアイディアを披露します。

nuリノベーションnuリノベーション

ブルースタジオの戸建てブルースタジオの戸建て
リノベーション／その可能性に迫るリノベーション／その可能性に迫る

カタチを変える増築や減築、ス
タイルを変える二世帯、ショップ
に変える用途変更。戸建てなら
ではの楽しさや可能性をチーム
に分かれ、ワークショップ形式で
一緒に考えよう。

blue studioblue studio

頼んでよかったリノベ会社は頼んでよかったリノベ会社は
どこですか？～施主のホンネ～どこですか？～施主のホンネ～

中古×リノベの最初の難関は
会社選び。どうやって探した？
決め手は？どんなところが良
かった？などなど、取材の現
場で聞いた、会社選びのリア
ルな実態をご紹介します。

『リライフプラス』編集部 & SUVACOリライフプラス』編集部 & SUVACO

「8%、カシコイわたしのもてる家」テーマ

リノベサロン リノベサロン ※10.26は休み。10.27に実施 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
授賞式授賞式
栄えある第2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。

【審査委員長】

【審査委員（50音順）】

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

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

嶋田 洋平
株式会社らいおん建築事務所 代表取締役

陣内 秀信
法政大学デザイン工学部建築学科教授

馬場 未織
NPO法人南房総リパブリック 代表理事

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

山本 俊哉
明治大学理工学部建築学科教授

15:00～第1部

「第4回 リノベーションアイデアコンペ第4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  最終選考（公開プレゼンテーション）・
  講評会&表彰式・  講評会&表彰式・クロクロージングパジングパーティティー

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

2014年４月、17年ぶりに消費税がUPしました。
そして、来る2015年10月、さらに10％に（予定）。劇的ではないけれど、静かに確実に、
私たちの暮らしにかかる負担は重くなっています。住まいを購入することもますます大変になりそうです。
でも実はそんな時代であっても、無理なく素敵な住まいを手に入れるカシコイ方法があります。
RENOVATION EXPO 2014で、皆さんのモテる家に思い巡らしてみませんか？

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！ https://www.facebook.com/renovation.or.jp

※写真は昨年の出展作品です。


