
■主催：「リフォームで生活向上プロジェクト」実行委員会 事務局：（一社）住宅リフォーム推進協議会 連絡先 03-3556-5430／ ■後援：　　国土交通省／　　経済産業省 
■協賛：　　　 （一社）高齢者住宅推進機構／　　　（一社）住宅リフォーム推進協議会／　　　　（一社）日本建材・住宅設備産業協会／ 　　（一社）日本住宅リフォーム産業協会（JERCO）／ 　　 （一社）ベターライフリフォーム協議会
　　 （一財）ベターリビング／　　  （一社）マンション計画修繕施工協会／     優良ストック住宅推進協議会／　　　　（一社）リビングアメニティ協会（５０音順） ■協力：　　（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター

知るほど、なるほど！ 住宅リフォーム 平成27年３月末までのプロジェクト・テーマは、「知るほど、なるほど！住宅リフォーム」。「そうか！」「なるほど！」「いいね！」と、

思わず膝を打つような住宅リフォームの魅力を知ることができるイベントが全国各地で開催されます。是非、お見逃しなく！

平成26年10月～平成27年3月、日本全国でセミナーやコンテストなど、様々なイベントを開催予定!

こちらのイベントでお待ちしてます。

各イベントについての詳しい情報は 

www.reform-pj.com

暮らしのクオリ
ティ・アップを、

住まいのリフ
ォームから始

めませんか？
 

いよいよこの
秋から官民が

連携して、「リ
フォームで生

活向上プロ

ジェクト」が全
国でスタートし

ます！これを
きっかけに、リ

フォームの

意義やメリット
、成功のコツを

知り、時代や
暮らしの変化

に合わせて、
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しく、かしこ

い家づくりを
考えていきま

しょう。この

マークのある
イベントで、お

待ちしていま
す。

a s s o c i a t i o n

※平成２６年９月１１日までの登録イベントのみ記載。 ※事前申込要否、参加費等は会場により異なります。

イベント名 時期 場所

「住宅部品点検の日」シンポジウム
マンション大規模修繕工事MKSフォトコンテスト2014
リフォームを贈ろう。（LIXILショールームフェア）
ＭＡＤＯショップ温活の日
秋のリフォーム相談フェア
TOTO工場リモデルフェア
LIXILリアルティ・ERA不動産購入・賃貸経営セミナー
住宅リフォームセミナー
ひろしま住まいづくりコンクール2014
水まわり工房リフォームフェア
SBSラジオ「中村こずえのSmile for you」
番組内「静岡リフォーム相談の窓！｣放送
２０歳のリフォーム ショウルーム相談会
ふくしまみんなの住宅フェア2014
すてき住まいの大感謝祭
H26年度県民向け住宅リフォーム講習会
住まいとお庭のリフォームマッチングフェア
秋の感謝祭・リフォームフェア
TVKハウジングプラザ横浜「秋の大住宅フェア」
（東京ガス暮らしのリフォームプラザ　re.kura）
くらし快適！エコライフフェア
おらがまちフェスティバル
親子で楽しむ　住育の日イベント
秋の感謝祭
JERCOデー(リフォーム相談会）
諏訪市消費生活展
住まいの情報展２０１４
秋のリフォーム相談会
OZONE住まいづくりセミナー
「暮らしが楽しくなるリフォーム成功術」

H26年10月1日
H26年10月15日～H27年1月15日
H26年10月～H27年3月
H26年10月～H27年1月
H26年10月～11月
H26年10月～H27年3月
H26年10月～12月
H26年10月～H27年1月
H26年10月～H27年3月
H26年10月～H27年3月
H26年10月2・9・16・23・30日
11月６・1３日
H26年10月～H27年3月
H26年10月4・5日・11月1・2日
H26年10月～H27年2月
H26年10月4日・11月8日
H26年10月4・5日
H26年10月～11月
H26年10月11～13日

H26年10月17日～11月15日
H26年10月18・19日
H26年10月18・19日
H26年10月18・19日
H26年10月19日
H26年10月19日
H26年10月25・26日
H26年10月25・26日
H26年10月25日

主催者

東京
ー
全国97会場
全国17会場
全国168会場
全国14会場
北海道・茨城・東京・愛知・大阪・福岡
全国26会場
広島
全国102会場
静岡

全国48会場
福島
全国11会場
千葉
青森
全国16会場
神奈川

東京・神奈川・宮城・新潟・大阪・京都・福岡
栃木
東京
大阪
北海道・宮城・東京・大阪・広島・福岡・沖縄
長野
福井
富山
東京

（一社）リビングアメニティ協会
（一社）マンション計画修繕施工協会
（株）ＬＩＸＩＬ
ＭＡＤＯショップ（Supported ｂｙ YKK AP）
タカラスタンダード（株）
TOTO（株）
（株）LIXILリアルティ（（株）LIXILグループ）
（一社）住宅リフォーム推進協議会/地域リフォーム推進協議会
ひろしま住まいづくり支援ネットワーク
クリナップ（株）/水まわり工房会員店
ふじの国リフォーム支援センター

パナソニック（株）
福島県耐震化・リフォーム等推進協議会ほか
すてき住まいの大感謝祭事務局/ナイス（株）
千葉県/ちば安心住宅リフォーム推進協議会
eマイスター会(47社の地場リフォーム業者集団）
積水ハウスリフォーム（株）（積水ハウス（株））
東京ガス（株）

（株）ノーリツ/販売店
（公財）とちぎ建設技術センター
日経BP社
セキスイファミエス近畿（株）（積水化学工業（株））
（一社）日本住宅リフォーム産業協会（JERCO）
諏訪市/諏訪市消費生活展実行委員会
（一財）福井県建築住宅センター
（株）ハウステック
（株）リビング・デザインセンター/東京ガス（株）

イベント名 時期 場所

大阪の住まい活性化第２回シンポジウム
「20年リフォーム」10の鉄則
住宅の長寿命化リフォームシンポジウム
まちづくり総合住宅フェア(長崎会場）
リフォームプランニングカフェ
Japan Home & Building Show 2014 
会場内展示・セミナー
リフォーム・全国一斉 バス見学会
秋のリフォームフェア
家事ラクサポート宣言！『かしこい収納術セミナー』

家の「価値」を考える～賢い選択のためのセミナー～
環境時代のビルディングエンベロープを考える
シンポジウムin東大
第17回勤労者まつり
マンション省エネ改修提案ワークショップ
「おいしい水と暮らす」リフォームフェア
リフォームに関する消費者向けセミナー
消費者向けリフォーム講習会、相談会
TOTOショールームリモデルフェア
マンションクリエイティブリフォーム賞
宮城・仙台復興住宅リフォームフェア2015
マンション大規模修繕セミナー
マンション省エネ改修提案セミナー
健康長寿住宅エビデンス取得委員会 成果報告会
日報 住まいのリフォームフェア2015春
スムストックシンポジウム
「日本の優良なストック住宅を考える（仮称）」
住宅リフォームフェア2015 in札幌

H26年10月25日
H26年10月26日・11月8・28日
H26年10月28日・11月7日
H26年11月8・9日
H26年11月8・9日
H26年11月12～14日

H26年11月15日
H26年11月15・16日
H26年11月15・21・22日
12月5・6・12・13日
H26年11月16日～H27年2月22日
H26年11月20日

H26年11月23日
H26年11月29日
H26年12月1日～H27年1月31日
H26年12月14日 ・H27年1月25日
H27年1月頃
H27年1月～3月
H27年1月7日～3月6日
H27年1月17・18日
H27年2月～3月
H27年2月
H27年2月27日
H27年2月28日 ・3月1日
H27年3月

H27年3月28・29日

主催者

大阪
北海道・福岡・香川
東京・大阪
長崎
長崎
東京
　
全国17会場
大阪
宮城・埼玉・東京・愛知
兵庫・広島・福岡
東京・神奈川
東京

長野
東京
全国42会場
群馬
岡山
全国104会場
－
宮城
全国12会場
東京
東京
新潟
東京

北海道

大阪の住まい活性化フォーラム
三井ホーム（株）
（一社）住宅リフォーム推進協議会
長崎県ゆとりある住まいづくり推進協議会/長崎県
積水ハウスリフォーム（株）（積水ハウス（株））
（一社）日本能率協会/（一社）日本建材・住宅設備産業協会
（一社）住宅リフォーム推進協議会/（一社）高齢者住宅推進機構
旭化成リフォーム（株）  （旭化成ホームズ（株））
パナホームリフォーム（株）(パナホーム不動産（株））
（株）ハウステック

（株）ＬＩＸＩＬグループ
塩ビ工業・環境協会

飯田市勤労者協議会
（一社）日本建材・住宅設備産業協会
トクラス（株）
群馬県ゆとりある住生活推進協議会
岡山県リフォーム推進協議会/（一社）岡山県建築士会
TOTO（株）/TOTOリモデルクラブ
（一社）マンション計画修繕施工協会
（株）リフォーム産業新聞社
マンション大規模修繕セミナー実行委員会
（一社）日本建材・住宅設備産業協会
健康長寿住宅エビデンス取得委員会/（一財）ベターリビング
（株）新潟日報社
優良ストック住宅推進協議会

（株）リフォーム産業新聞社

建 産 協

■主催：「リフォームで生活向上プロジェクト」実行委員会 事務局：（一社）住宅リフォーム推進協議会 連絡先 03-3556-5430／ ■後援：　　国土交通省／　　経済産業省 
■協賛：　　　 （一社）高齢者住宅推進機構／　　　（一社）住宅リフォーム推進協議会／　　　　（一社）日本建材・住宅設備産業協会／ 　　（一社）日本住宅リフォーム産業協会（JERCO）／ 　　 （一社）ベターライフリフォーム協議会
　　 （一財）ベターリビング／　　  （一社）マンション計画修繕施工協会／     優良ストック住宅推進協議会／　　　　（一社）リビングアメニティ協会（５０音順） ■協力：　　（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター

知るほど、なるほど！ 住宅リフォーム 平成27年３月末までのプロジェクト・テーマは、「知るほど、なるほど！住宅リフォーム」。「そうか！」「なるほど！」「いいね！」と、

思わず膝を打つような住宅リフォームの魅力を知ることができるイベントが全国各地で開催されます。是非、お見逃しなく！

平成26年10月～平成27年3月、日本全国でセミナーやコンテストなど、様々なイベントを開催予定!

こちらのイベントでお待ちしてます。

各イベントについての詳しい情報は 

www.reform-pj.com
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a s s o c i a t i o n

※平成２６年９月１１日までの登録イベントのみ記載。 ※事前申込要否、参加費等は会場により異なります。

イベント名 時期 場所

「住宅部品点検の日」シンポジウム
マンション大規模修繕工事MKSフォトコンテスト2014
リフォームを贈ろう。（LIXILショールームフェア）
ＭＡＤＯショップ温活の日
秋のリフォーム相談フェア
TOTO工場リモデルフェア
LIXILリアルティ・ERA不動産購入・賃貸経営セミナー
住宅リフォームセミナー
ひろしま住まいづくりコンクール2014
水まわり工房リフォームフェア
SBSラジオ「中村こずえのSmile for you」
番組内「静岡リフォーム相談の窓！｣放送
２０歳のリフォーム ショウルーム相談会
ふくしまみんなの住宅フェア2014
すてき住まいの大感謝祭
H26年度県民向け住宅リフォーム講習会
住まいとお庭のリフォームマッチングフェア
秋の感謝祭・リフォームフェア
TVKハウジングプラザ横浜「秋の大住宅フェア」
（東京ガス暮らしのリフォームプラザ　re.kura）
くらし快適！エコライフフェア
おらがまちフェスティバル
親子で楽しむ　住育の日イベント
秋の感謝祭
JERCOデー(リフォーム相談会）
諏訪市消費生活展
住まいの情報展２０１４
秋のリフォーム相談会
OZONE住まいづくりセミナー
「暮らしが楽しくなるリフォーム成功術」

H26年10月1日
H26年10月15日～H27年1月15日
H26年10月～H27年3月
H26年10月～H27年1月
H26年10月～11月
H26年10月～H27年3月
H26年10月～12月
H26年10月～H27年1月
H26年10月～H27年3月
H26年10月～H27年3月
H26年10月2・9・16・23・30日
11月６・1３日
H26年10月～H27年3月
H26年10月4・5日・11月1・2日
H26年10月～H27年2月
H26年10月4日・11月8日
H26年10月4・5日
H26年10月～11月
H26年10月11～13日

H26年10月17日～11月15日
H26年10月18・19日
H26年10月18・19日
H26年10月18・19日
H26年10月19日
H26年10月19日
H26年10月25・26日
H26年10月25・26日
H26年10月25日

主催者

東京
ー
全国97会場
全国17会場
全国168会場
全国14会場
北海道・茨城・東京・愛知・大阪・福岡
全国26会場
広島
全国102会場
静岡

全国48会場
福島
全国11会場
千葉
青森
全国16会場
神奈川

東京・神奈川・宮城・新潟・大阪・京都・福岡
栃木
東京
大阪
北海道・宮城・東京・大阪・広島・福岡・沖縄
長野
福井
富山
東京

（一社）リビングアメニティ協会
（一社）マンション計画修繕施工協会
（株）ＬＩＸＩＬ
ＭＡＤＯショップ（Supported ｂｙ YKK AP）
タカラスタンダード（株）
TOTO（株）
（株）LIXILリアルティ（（株）LIXILグループ）
（一社）住宅リフォーム推進協議会/地域リフォーム推進協議会
ひろしま住まいづくり支援ネットワーク
クリナップ（株）/水まわり工房会員店
ふじの国リフォーム支援センター

パナソニック（株）
福島県耐震化・リフォーム等推進協議会ほか
すてき住まいの大感謝祭事務局/ナイス（株）
千葉県/ちば安心住宅リフォーム推進協議会
eマイスター会(47社の地場リフォーム業者集団）
積水ハウスリフォーム（株）（積水ハウス（株））
東京ガス（株）

（株）ノーリツ/販売店
（公財）とちぎ建設技術センター
日経BP社
セキスイファミエス近畿（株）（積水化学工業（株））
（一社）日本住宅リフォーム産業協会（JERCO）
諏訪市/諏訪市消費生活展実行委員会
（一財）福井県建築住宅センター
（株）ハウステック
（株）リビング・デザインセンター/東京ガス（株）

イベント名 時期 場所

大阪の住まい活性化第２回シンポジウム
「20年リフォーム」10の鉄則
住宅の長寿命化リフォームシンポジウム
まちづくり総合住宅フェア(長崎会場）
リフォームプランニングカフェ
Japan Home & Building Show 2014 
会場内展示・セミナー
リフォーム・全国一斉 バス見学会
秋のリフォームフェア
家事ラクサポート宣言！『かしこい収納術セミナー』

家の「価値」を考える～賢い選択のためのセミナー～
環境時代のビルディングエンベロープを考える
シンポジウムin東大
第17回勤労者まつり
マンション省エネ改修提案ワークショップ
「おいしい水と暮らす」リフォームフェア
リフォームに関する消費者向けセミナー
消費者向けリフォーム講習会、相談会
TOTOショールームリモデルフェア
マンションクリエイティブリフォーム賞
宮城・仙台復興住宅リフォームフェア2015
マンション大規模修繕セミナー
マンション省エネ改修提案セミナー
健康長寿住宅エビデンス取得委員会 成果報告会
日報 住まいのリフォームフェア2015春
スムストックシンポジウム
「日本の優良なストック住宅を考える（仮称）」
住宅リフォームフェア2015 in札幌

H26年10月25日
H26年10月26日・11月8・28日
H26年10月28日・11月7日
H26年11月8・9日
H26年11月8・9日
H26年11月12～14日

H26年11月15日
H26年11月15・16日
H26年11月15・21・22日
12月5・6・12・13日
H26年11月16日～H27年2月22日
H26年11月20日

H26年11月23日
H26年11月29日
H26年12月1日～H27年1月31日
H26年12月14日 ・H27年1月25日
H27年1月頃
H27年1月～3月
H27年1月7日～3月6日
H27年1月17・18日
H27年2月～3月
H27年2月
H27年2月27日
H27年2月28日 ・3月1日
H27年3月

H27年3月28・29日

主催者

大阪
北海道・福岡・香川
東京・大阪
長崎
長崎
東京
　
全国17会場
大阪
宮城・埼玉・東京・愛知
兵庫・広島・福岡
東京・神奈川
東京

長野
東京
全国42会場
群馬
岡山
全国104会場
－
宮城
全国12会場
東京
東京
新潟
東京

北海道

大阪の住まい活性化フォーラム
三井ホーム（株）
（一社）住宅リフォーム推進協議会
長崎県ゆとりある住まいづくり推進協議会/長崎県
積水ハウスリフォーム（株）（積水ハウス（株））
（一社）日本能率協会/（一社）日本建材・住宅設備産業協会
（一社）住宅リフォーム推進協議会/（一社）高齢者住宅推進機構
旭化成リフォーム（株）  （旭化成ホームズ（株））
パナホームリフォーム（株）(パナホーム不動産（株））
（株）ハウステック

（株）ＬＩＸＩＬグループ
塩ビ工業・環境協会

飯田市勤労者協議会
（一社）日本建材・住宅設備産業協会
トクラス（株）
群馬県ゆとりある住生活推進協議会
岡山県リフォーム推進協議会/（一社）岡山県建築士会
TOTO（株）/TOTOリモデルクラブ
（一社）マンション計画修繕施工協会
（株）リフォーム産業新聞社
マンション大規模修繕セミナー実行委員会
（一社）日本建材・住宅設備産業協会
健康長寿住宅エビデンス取得委員会/（一財）ベターリビング
（株）新潟日報社
優良ストック住宅推進協議会

（株）リフォーム産業新聞社

建 産 協

〈キリトリ線〉

〈
キ
リ
ト
リ
線
〉

郵 便 は が き

お 申 し 込 み ご 希 望 の 方 は 裏 面 へ

１０５-８７９０

（受 取 人）

東京都港区西新橋２-18-２
新橋ＮＫＫビル２階

一般社団法人
マンション計画修繕施工協会内
マンション大規模修繕セミナー
事務局行

２２８
9789

芝局承認

料金受取人払郵便

差出人有効期限
平成27年
3月21日まで

（ 切 手 不 要 ）

13:20～13:40

全国１２カ所にて開催
※各会場の詳しいご案内は裏面をご覧ください。

あなたのマンションどうします？

参加無料
12:30～16:00
（12:30より受付開始）

マンション
大規模修繕
セミナー

マンション
大規模修繕
セミナー

2015年 ２月７日（土） より３月２１日（土） まで

無料相談コーナー  12:30～16:00

13:00～13:20
計画修繕マニュアル
プレゼント

（大規模修繕かし保険・助成制度  等）
講師／国土交通省担当官
　　　（札幌・東京・埼玉・神奈川・千葉・名古屋）
　　　一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会
　　　（仙台・大阪・神戸・岡山・小倉・熊本）

既存マンションストックの
長寿命化に関する提言解説

安心できる大規模修繕工事の進め方

講師／
NPO法人全国マンション管理組合連合会

講師／
（一社）マンション計画修繕施工協会

13:50～14:50

15:50～16:00

住宅金融支援機構の
制度について
講師／独立行政法人住宅金融支援機構

15:00～15:50 設備改修の考え方・進め方 講師／一般社団法人マンションリフォーム技術協会

主催

共催

公益財団法人マンション管理センター
一般社団法人マンション管理業協会
一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会
一般社団法人日本マンション管理士会連合会
一般社団法人マンションリフォーム技術協会

本セミナーは、国土交通省住宅局の「住宅消費者への相談体制の整備事業」の補助を受けて実施するものです。
※セミナーの内容と相談会の開催時間は変更となる場合がございます。

後援

マンション大規模修繕セミナー実行委員会
（NPO法人全国マンション管理組合連合会
　一般社団法人マンション計画修繕施工協会）

独立行政法人住宅金融支援機構

修繕・大規模修繕
かし保険 無料相談コーナー

開催地後援自治体  （北海道・札幌市・宮城県・仙台市・東京都・千葉県・
埼玉県・神奈川県・横浜市・愛知県・名古屋市・大阪府・大阪市・兵庫県・
神戸市・岡山県・岡山市・福岡県・北九州市・熊本県・熊本市）

＊このイベントは、「リフォームで生活向上プロジェクト」の趣旨に賛同して開催するものです。

マンションの大規模修繕に
関連する施策


