
■主催 ：

【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
クリナップ株式会社／株式会社七十七銀行／株式会社ジャパン建材／住宅保証機構株式会社／株式会社住宅あんしん保証／株式会社仙台銀行／株式会社たかだ
大建工業株式会社／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／株式会社日本住宅保証検査機構
株式会社ノダ／株式会社LIXIL／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

RENOVATION EXPO JAPAN 2016 in TOHOKU■リノベーション住宅推進協議会　東北部会（50音順） 
【正会員】

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 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

二本松市金色久保227-14
tel.0243-22-8107
fax.0243-22-8107

有限会社住まいの夢工房 ヤマニ建設株式会社

www.yamani-1971.com

二本松市南町225
tel.0243-23-1409
fax.0243-23-1410

山建工業株式会社

www.yamaken21.com

米沢市諸仏町4926-5
tel.0238-38-2261

refine-taira.com

いわき市平谷川瀬仲山町71-1
tel.0246-37-8622
fax.0246-37-8621

有限会社潤澤

株式会社アイ・クルール
仙台市太白区八本松1-13-10
tel.022-393-9335
fax.022-393-9345

www.i-couleur.co.jp

株式会社石黒建築工房

www.iadw.co.jp/

仙台市宮城野区鶴ヶ谷字京原200
tel.022-388-1496
fax.022-388-1497

株式会社アージュ
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
www.age-web.com.jp

株式会社愛建工業
石巻市伊原津1-１-41
tel.0225-92-6711
fax.0225-92-6712

aikenkougyou.com

株式会社エコラ

www.ecola.co.jp

仙台市青葉区春日町9-15
THE6 3F
tel.022-395-4131
fax.022-395-4132

株式会社インファクト

www.infarct.sukura.ne.jp

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

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

株式会社桂設計

katura-arc.com

仙台市太白区あすと長町3-2-29
tel. 022-304-0233
fax.022-304-0235

株式会社N'sCreate.

n-cre.jp

仙台市青葉区上杉3-3-21
上杉NSビル
tel.022-721-7550
fax.022-393-9682

有限会社エルプラス

sendai-lplus.co.jp

仙台市若林区新寺1-7-35
tel.022-295-6730
fax.022-742-0235

株式会社グリーンハウザー

www.greenhouser.co.jp

仙台市宮城野区中野上小袋田18-1
tel.022-254-4170

川上塗装工業株式会社

www.tosou-de-machitukuro.com

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

有限会社カントリーガーデン

country-garden.jp

仙台市青葉区春日町9-15
THE6 3F
tel.022-377-6720
fax.022-377-6721

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

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
tel.022-719-8422
fax.022-303-7829

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

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

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

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

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

株式会社タカムラ

kktakamura.jp

仙台市宮城野区扇町5-8-27
tel.022-284-7963
fax.022-232-9092

リフォルコ.仙台((株）タカヤ)

reforco.jp

仙台市宮城野区原町1-3-43
アクス原町ビル202
tel.022-781-8781
fax.022-253-6412

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

東海住宅株式会社

www.10kai.co.jp

仙台市青葉区北根黒松2-30
菊田参番館 1F
tel.0120-152-819
fax.022-728-3710

株式会社ハウスM21

r-plus-housem21.com

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

株式会社北洲
仙台市泉区長命ヶ丘3-32-5
tel.022-342-5810
fax.022-342-5830

株式会社バースランド

www.birthland.co.jp

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

株式会社ファミリ工房東北

famirecoubou.co.jp www.hokushu.net/reform/

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

丸両工務店

maruryo8artrust.com

長井市中道1-8-41
tel.0238-84-1747
fax.0238-84-1747

株式会社リノベース
天童市東本町2-8-5
tel.0120-78-0206
fax.023-664-1932

renovace.co.jp

株式会社ユーフォリア

euforia.cbiz.co.jp

仙台市青葉区上杉2-4-26
tel.022-722-2971
fax.022-722-2972

リノベる株式会社

renoveru.co.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.yumesumaikan.jp

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

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7回 リノベーション EXPO JAPAN 2016
2016.9.22 THU 10.30 SUN

www.renovation.or.jp/expo/
◎イベントに関するお問い合わせ ： 株式会社エコラ（担当：岩本） TEL 022-395-4131（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

時間 会場
東
北 9.24 SAT 9.25SUN OPEN 10:00-17:00 せんだいメディアテーク



15:00-16:00

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。

◎木材と空きビンでランプをつくろう（ＤＩＹ女子部）
◎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）
◎フラワーアレンジメント (Lamp)※組数限定

第1回 リノベーション動画コンテスト07
今年初開催となる「リノベーション動画コンテスト」の作品をご覧
いただけます。暮らしや人生におけるリノベーションのさまざまな
魅力を表現した動画作品をぜひお楽しみ下さい。

リモデルスマイル作品コンテスト201608
TOTO・DA I K EN・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。

（協力:POLA） 参加費無料リフレッシュコーナー05
プロの手によるハンドトリートメントを体験頂けます。手先の血行促進
やリラックスなど、短時間でも高い効果を実感しながら、リラックス
タイムをお楽しみください。

（協力：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、ご自由にご利用
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06
「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。

リノベーション住宅推進協議会 会員展示ブース02
設計・施工、不動産、インテリア、買取再販、建材メーカー、かし保険
…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。

個性的な6社8会場の
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サイトをご覧ください。

www.renovation.or.jp/tohoku/reft/

同時開催

10:00～16:00OPEN ※会場によって異なる場合があります。
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リノベーションセミナー01
DIYやセルフリノベを成功させるには、自分の家を見つめ直すことが重要。DIY

初心者やこれからDIY技術を磨きたいと思ってる人にはぴったりのセミナー。

暮らしやすい住まいを整える発想のヒントやDIYの醍醐味について徹底解析！

◎TIME TABLE

◎CONTENTS

9/24 SAT

15:00-16:00

9/25 SUN

リノベーション住宅が叶える暮らしの自由さ・楽しさ、「もっとワクワクする気持ち」を知っていただき

たくて、毎年秋に行うリノベーションEXPO-JAPAN。今年は初心者から上級者まで気軽に楽しんで

もらえる特別セミナーやDIYワークショップ、カフェスペースもご用意。おひとりでも、カップルでも、

小さなお子様連れでもみなさん楽しんで頂けます。お気軽にお越しください(予約不要・入場無料)

「欲しい暮らし」は住まいから。

9.24 SAT 9.25 SUN

ＤＩＹ女子部的、
理想のお家のつくり方
DIY女子部
部長

都澤 陽子 氏

ＲＥＮＯＶＡＴＩＯＮ OR ＤＩＥ
9株式会社
代表取締役兼
クリエイティブディレクター

久田 カズオ 氏

ゲストセミナー ゲストセミナー

13:00-14:00

リノベーション業界の今後の行方
u.company株式会社
代表
内山 博文 氏

ゲストセミナー

滋賀県出身。大阪モード学園卒業後、ファッション業界に進むがその後一転

して大工の道へ。2001年に1年をかけた自宅マンションのセルフリノベーション

を皮切りに15年間で300件以上のリノベーションや店舗設計デザイン、注文

住宅設計に関わる。「パンク・プリミティブ・ピュア」なデザインがコンセプト。

現在、９株式会社代表取締役兼クリエイティブディレクター＆カメラマン。2015年

4月に一般社団法人リノベーション住宅推進協議会関西部会長へ就任。

愛知県生まれ。筑波大学卒。1991年リクルートコスモス（現コスモスイニシア）

入社後、1996年株式会社都市デザインシステム（現UDS）に入社。コーポラティブ

事業の立ち上げや不動産活用コンサルティングの業務でコーディネーター、

取締役、執行役員として活躍。2005年株式会社リビタを設立、代表取締役に

就任。リビタをリノベーションのリーディングカンパニーへと成長させる。2009年

に社団法人リノベーション住宅推進協議会の立ち上げに参画、副会長に就任、

2013年同協議会会長に就任（現任）。現在、u.company株式会社代表として、

不動産、建築の事業構築など数社の経営コンサルタントとして奮闘中。

青森県出身。高校卒業後、住宅メーカーに大工として3年間勤務。その後、

フリーター期間を経て設計事務所に転職。7年間の在職期間中にはリーダー

として新人育成などの経験もあるが、第一子出産後に自身の働き方を見直し

フリーランスとして活動。DIY女子部には2012年入部し2015年から部長として

活動中。DIY活動のテーマは”ママから始まるDIYでおうち長生き”

仙台リノベーション市場を知ろう！
- 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

不動産、建築、施工、設計、デザイン、インテリアなど、会員各社より様々な角度

から見たリノベーションの”今”をお伝えします。


