
RENOVATION EXPO JAPAN 2015 in  TOHOKU

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！ 11月入会説明会開催予定

会の趣意にご賛同いただき、共に優良なリノベーション住宅の普及活動をしてくださる会員を広く募集しています。

【賛助会員】アールデザインラボ株式会社／アイカ工業株式会社／朝日ウッドテック株式会社／株式会社イケダコーポレーション／株式会社ウッドワン／永大産業株式会社

有限会社エルプラス／クリナップ株式会社／光和建材株式会社／住宅保証機構株式会社／株式会社住宅あんしん保証／株式会社たかだ／大建工業株式会社

株式会社タカムラ／タカラスタンダード株式会社／株式会社デイリー・インフォメーション／トクラス株式会社／トーソー株式会社／TOTO株式会社／株式会社ノダ

株式会社リクルート住まいカンパニー／渡辺パイプ株式会社／YKK AP株式会社／和以美株式会社　【特別会員】 住宅金融支援機構

■リノベーション住宅推進協議会　東北部会（50音順） 

【正会員】

www.renovation.or.jp/expo/
◎イベントに関するお問い合わせ ： 株式会社アート＆マテリアル（担当：佐々木） TEL 022-395-6821（受付9:00～17:00まで）

リノベーション住宅推進協議会 東北部会

■主催 ：

全国7エリア13会場で開催

【順次開催】北海道／東北／首都圏／東海／関西／中国・四国／九州

第6回 リノベーション EXPO JAPAN 2015
2015.9.19 SAT 11.8 SUN

時間 会場
東
北

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。中古って本当に大丈夫？ 物件や会社はどう選んだらいい？ 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。

中古リノベーションは、もう当たり前の選択肢だ。

10.2 FRI 10.4 SUN

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

OPEN 10:00 - 17:00 せんだいメディアテーク

株式会社 建築工房 零

www.zerocraft.com

仙台市泉区上谷刈6-11-6
tel.022-725-2261
fax.022-725-2262

株式会社コージーライフ

www.cozylifesendai.co.jp

仙台市青葉区山手町11-50
コアライフ山手１Ｆ
tel.022-719-8422
fax.022-303-7829

今野不動産株式会社

www.konno-net.co.jp

仙台市青葉区大町2-8-25
tel.022-224-1675
fax.022-224-1676

さくら工房株式会社

www.reform-sakurakobo.com

塩竈市尾島町23-13
tel.0120-985-396
fax.022-365-1968

有限会社櫻本塗装店

www.sakura-1-style.com

仙台市若林区霞目２-18-5
tel.022-352-0990
fax.022-352-0991

株式会社サンレイホーム

sanreihome.com

仙台市泉区八乙女4-9-8
tel.022-772-9770
fax.022-772-9771

株式会社ジューテック

www.jutec.jp

東京都港区芝大門1-3-2
tel.03-3433-1300
fax.03-3433-1360

株式会社シライシコーポレーション

www.shiraishicorp.co.jp

仙台市泉区泉中央2-12-9
リバース第2ビル
tel.022-776-4382
fax.022-776-4380

スタップ株式会社

stap.co.jp

仙台市青葉区双葉ケ丘1-45-11
tel.0120-225-545
fax.022-271-0841

株式会社西洋ハウジング

sendai.seiyo.co.jp

仙台市宮城野区新田東3-5-2
tel.0120-239-150
fax.022-782-1511

セルコホーム株式会社

reform.selcohome.co.jp

仙台市若林区卸町5-2-10
卸町斎喜ビル306 
tel.0120-304-211 
fax.022-783-9760

株式会社T-plan

www.t-plan.in

仙台市宮城野区宮千代1-32-12
tel.022-352-0410
fax.022-352-0414

株式会社ハウスチェックマネジメント仙台
仙台市青葉区南吉成２-20-3
tel.022-344-7764
fax.022-344-7765

株式会社ファミリ工房東北

famirecoubou.co.jp

仙台市泉区南中山1-27-274
ハピネス南中山
tel.0120-146-155
fax.022-739-9672

株式会社北洲

www.hokushu.net/reform/

黒川郡富谷町成田９-２-２
tel.022-341-6371
fax.022-348-3935

イーコンセプト株式会社

www.econcept.jp

仙台市青葉区中央3-4-12-6F
tel.0120-330-282
fax.022-398-7836

株式会社インテリックス

www.intellex.co.jp

仙台市青葉区一番町3-1-1
仙台ファーストタワー11F
tel.022-797-7639
fax.022-797-7636

株式会社インファクト

www.infarct.co.jp

仙台市若林区卸町1-6-13
tel.022-237-1771
fax.022-237-1772

　 株式会社エコラ

www.ecola.co.jp

仙台市青葉区春日町9-15
チュリス春日町3F
tel.022-395-4131
fax.022-395-4132

株式会社N'sCreate.

n-cre.jp

仙台市青葉区国分町3-4-20
SEIWA BLDG. 3F
tel.022-721-7550
fax.022-393-9682

川上塗装工業株式会社

www.tosou-de-machitukuro.com

岩手県盛岡市三ツ割3-2-11
tel.019-601-4014
fax.019-601-2478

株式会社バースランド

www.birthland.co.jp

福島県郡山市豊田町4-13
tel.024-925-7255
fax.024-925-7256

株式会社ハウスエム二十一

r-plus-housem21.com

岩手県盛岡市盛岡駅前通3-53
第6甚ビル2F
tel.019-681-0091
fax.019-681-0097

株式会社アージュ

www.age-web.co.jp

仙台市青葉区本町2-3-10
仙台本町ビル8F
tel.022-212-3222
fax.022-212-3223

株式会社 アート＆マテリアル

www.artandmaterial.co.jp

仙台市青葉区国分町3-4-20
SEIWA BLDG. 5F
tel.022-395-6821
fax.022-395-6841

株式会社アイ・クルール

www.i-couleur.co.jp

仙台市太白区八本松1-13-10 S2
tel.022-393-9335
fax.022-393-9345

リノベる株式会社

www.renoveru.jp

仙台市青葉区五橋2-8-15 
朝日プラザ五橋303号
tel.0120-684-224
fax.022-796-5398

株式会社リプロ東日本

www.repro-ej.jp

福島県郡山市島2-43-12
tel.024-983-6106
fax.024-983-6107

株式会社リノベース

renovace.co.jp

山形県天童市東本町2-8-5
tel.0120-78-0206
fax.023-664-1932

 



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」をコンセプトにした

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です。

6回目となる今年は、「中古リノベーションは、もう当たり前の選択肢だ」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が見られる

一斉オープンルームなど、楽しみながらリノベーションのことを学べます。

個性的な9社20会場以上の
リノベーション済み物件を一挙に大公開！
各会場の場所は、Webサイトまたはリーフレットをご覧ください。
www.renovation.or.jp/tohoku/reft/

同時開催

ゲスト ＆ 会員企業セミナー01
東北エリアの会員企業や、リノベーション界のトップランナーをお招きしてのリ

ノベーションセミナーです。中古マンション・戸建てはもちろん、団地や一棟ま

るごとなど、東北ではなかなか聴くことができない首都圏のリノベーション事

情をお話いただきます。

◎TIME TABLE

◎CONTENTS

※セミナーゲストやコンテンツ内容は、当日変更となる場合がございます。予めご了承ください。

あなたも、リノベーションな人になろう！

10/4
 SUN

せんだい
リノベーションまちづくり

15:00-16:00

仙台市都市整備局
都市再開発課

洞口 文人 氏

ゲストセミナー

仙台リノベーションニーズの今と
これからの中古市場の行方

13:00-14:00

株式会社リクルート住まいカンパニー
SUUMO編集長

池本 洋一 氏

ゲストセミナー

10/2
 FRI

活性化する中古住宅市場
- 戸建リノベーション事業の魅力とは -

15:00-16:00

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

内山 博文 氏

ゲストセミナー

拡がる東北リノベーション市場
- 会員各社からの最新情報 -

13:00-14:00

リノベーション住宅推進協議会
東北部会

東北初！レゴ社認定スクール  レゴ®スクール仙台02

東北初となるレゴ社認定スクールの『レゴ®スクール仙台』がメディ

アテークにやってくる！おなじみのレゴ®ブロックで自由に家をつく

り、みんなで楽しい『せんだいのまち』をつくろう！大人も子供も夢中

になること間違いなし。

DIYワークショップ03 （参加費無料）

会員企業によるDIYワークショップです。簡単につくれるお手軽な

モノばかり。さぁ、あなたもDIYにチャレンジしてみませんか？完成

品はお持ち帰りいただけます。

◎端材でキーホルダーをつくろう（建築工房 零）

◎チョークボード塗装で黒板づくりにチャレンジ（櫻本塗装店）

◎自宅のクロスを塗壁に大変身（イケダコーポレーション）

リノベーション住宅推進協議会  会員PR06
設計・施工、不動産、インテリア、買取再販、建材メーカー、瑕疵
保険…etc。東北エリア会員の会社案内や、事例紹介などが集まっ
たPRスペースです。

第4回  リノベーションアイデアコンペ展示07
EXPO恒例の一般参加型コンペ企画。今回の課題は「フロムロー
カル」。全国から集まった斬新なアイデアの中から、選りすぐりの
入選作品をパネル展示。

リモデルスマイル作品コンテスト201508
TOTO・DAIKEN・YKK APの3社で、理想の暮らしを叶えるトー
タルリフォーム、それが「リモデル」。実際の事例を展示して、優秀
作品を発表します。

リノベーション相談窓口09
リフォームとリノベーションの違い、リノベーションの進め方、物
件探しの方法、住宅ローンについてなどなど、リノベーションに関
するご質問にお答えします。　

3日のみ特別企画

リノベーションEXPOナイト
『東北をリノベーション　　  　　　　　』

17:00-19:00

パネラー

モデレーター

島原 万丈氏（HOME’S総研）／洞口 文人氏（仙台市都市整備局）
石川 唯氏（株式会社リビタ）／百田 好徳氏（株式会社エコラ）
笹本 直裕氏（studio niko）

10/3
 SAT

Sensuous City［官能都市］
- 身体で経験する都市 -

15:00-16:00

HOME’S総研
所長

島原 万丈 氏

ゲストセミナー

家づくりを2度失敗した私が
リノベーションを薦める理由

13:00-14:00

リノべる株式会社 
代表取締役

山下 智弘 氏

ゲストセミナー

様々なパネラーを招いてのアットホームな雰囲気で行なわれるトークディスカッション。
住空間だけにとどまらず、まちや地域、コミュニティ、空き家問題…etc。
どんなお話が飛び出すかは、当日のお楽しみ！

 ～コミュニティとまちづくり～ 

（協賛：ゼロ村カフェ）カフェスペース04
コーヒーやソフトドリンクを飲みながらセミナーを聴いたり、会場
で集めた各社のパンフレットを広げて見比べてみたり、ご自由にお
使いください。

アンケートにお答えいただいた方にドリンクを1杯サービス

リノベーション協議会紹介パネル展示05
「リノベーション住宅推進協議会とは？」、「適合リノベーション
住宅とは？」など、協議会の様々な活動内容をご紹介します。

10:00～17:00OPEN ※会場によって異なる場合があります。

Vol.03
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