
見て、聞いて、学ぶリノベーション。あなたもリノベーションな人になろう！

ミライスト カフェ＆キッチン

リノベーションＥＸＰＯ会場で『リノベーション無料相談会』開催します！
　

会場　MIRAI.ST cafe & kitchen　札幌市中央区南3条西5丁目1-1 ノルベサ1F

リノベーションで暮らしを
もっと自由に！もっと楽しく！
いま、新築よりリノベーションが新しい

見て、聞いて、学ぶリノベーション。あなたもリノベーションな人になろう！

札幌市清田区北野５条３丁目１２-１４
（ショールーム）
Tel.011-398-8111
〈業種・業態〉
住宅リノベーション、コンバージョン

Ｒ＆Ｒstudio（トーリツ 株式会社） 株式会社 スロウル
札幌市東区北43条東16丁目１-８
Tel.０１２０-900-248
〈業種・業態〉
住宅のリフォーム・リノベーション、注文住宅の設計・
施工・工事監理、建築資材の販売、不動産の売買等

アイ・ホーム北海道 株式会社
札幌市中央区北2条東3丁目2番6
Tel.0120-406-835
〈業種・業態〉
マンションリフォーム・リノベーションの設計・施工
及びインテリアプランニング、不動産売買

リライフ

RELIFF＊
株式会社 北王 リフォーム事業部
札幌市中央区北10条西20丁目２-30
Tel.011-613-2533
〈業種・業態〉
住宅のリノベーション・リフォーム事業、
新築事業の設計・施工・不動産売買事業

リ ノ ベ ス

札幌市中央区南１条東６丁目２-３０
ラフォーレ札幌１Ｆ 空間彩生STUDIO
Tel.011-252-3751
〈業種・業態〉
リフォーム・リノベーション、インテリア
コーディネート・販売、モデルルーム製作

イエ ス

株式会社 SAWAI建築工房 株式会社 i・e・sリビング倶楽部
札幌市中央区円山西町２-４-５
Tel.011-615-6501

〈業種・業態〉
戸建注文住宅・リフォームの設計・施工・
管理、店舗デザイン・設計・施工・管理　

株式会社 ジョンソンホームズ（Ｍ＋）
札幌市西区八軒４条東５丁目１-１
Tel.011-737-8888
〈業種・業態〉
住宅の設計・施工、リフォーム工事の設計・
施工、不動産の売買および斡旋、インテリア
商品の販売、カフェ運営、ウエディング事業

RENOVES／リノベ札幌 株式会社
札幌市中央区北５条西１８丁目１-４ Ｎビル302
Tel.011-213-8305
〈業種・業態〉
戸建・マンションリノベーション、建物調査
（インスぺクション）、設計デザイン、注文住宅、
中古住宅素材探しのお手伝い、資金計画づくり

株式会社 インテリックス 

札幌市中央区北1条西15丁目1-3大通ハイム409
Tel.011-622-7111 （株）北工房
〈業種・業態〉
ホームインスペクション、耐震診断、瑕疵（かし）
保険調査、住宅・不動産総合コンサルタント

さくら事務所
ホームインスペクション北海道

東京都渋谷区渋谷２丁目１２-１９
東建インターナショナルビル１１Ｆ
Tel.03-5766-7639
〈業種・業態〉
不動産売買、不動産賃貸、不動産コンサルティング

信託ホーム 株式会社
札幌市豊平区月寒東２条17丁目１-47
信託ビル２Ｆ
Tel.011-858-5555
〈業種・業態〉
不動産・建築

棟晶 株式会社
札幌市東区栄町６６２-１
Tel.0800-800-5565

〈業種・業態〉
住宅・マンションのリノベーション・リフォーム事業、
注文住宅・新築戸建の設計・施工

札幌市厚別区厚別南6丁目2-10
Tel.0120-892-234

〈業種・業態〉
戸建・マンションのリノベーション、
新築・リフォーム、不動産売買

竹内建設 株式会社 株式会社 リビングワーク
札幌市豊平区月寒東1条18丁目1-35
Tel.0120-70-1154

〈業種・業態〉
戸建・マンションのリノベーション、
新築・リフォーム、不動産売買　

9/23sat・24sun の両日とも会場でリノベーションＥＸＰＯ参加企業とリノベーション相談できます！
受付のスタッフにお気軽にお声かけください！

［ リノベーション住宅推進協議会  札幌エリア正会員 ］

https://www.facebook.com/sappororeno/

https://www.renovation.or.jp/hokkaido/

株式会社アクシエイズム、アートジール、朝日ウッドテック株式会社、有限会社共生、クリナップ株式会社、株式会社シーゲル、株式会社ジューテック、住宅保証機構株式会社、　　　　　　　　　 大建工業株式会社、タカラスタンダード株式会社、株式会社ダンク、株式会社ＣＨＩＮＴＡＩ、ＴＯＴＯ株式会社、
トクラス株式会社、日昭アルミ工業株式会社、株式会社日本アクア、株式会社ノダ、北洋交易株式会社、株式会社北海道防疫サービス、株式会社ヤマチコーポレーション、　　　　　　　　　  ＹＫＫ ＡＰ株式会社、株式会社LIXIL、株式会社リノベーション・クラフト、リリカラ株式会社、渡辺パイプ株式会社［  　　　　　］リノベーション住宅推進協議会

札幌エリア賛助会員

● 三越

↑JR札幌駅

↓中島公園

● 北洋銀行

● パルコ

北海道銀行 ●

アルシュ ●

ホテルオークラ札幌 ●

狸小路商店街

大通公園

ススキノラフィラ ●札幌東急REIホテル ●

ノルベサ

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。楽しみながらリノベーションのことを学べます。

ACCESS

1F MIRAI.ST
ミライスト

詳しくは、リノベーション
住宅推進協議会北海道
エリアのフェイスブック
またはホームページより
ご確認ください！

両日
相談
ＯＫ！

両日
相談
ＯＫ！

両日
相談
ＯＫ！

両日
相談
ＯＫ！

両日
相談
ＯＫ！

両日
相談
ＯＫ！

24日
相談
ＯＫ！

23日
相談
ＯＫ！

両日
相談
ＯＫ！

両日
相談
ＯＫ！

※施工会社の担当者が不在の場合がございます。予め各社へ「会場での相談を希望」と
　ご連絡をいただけますとスムーズにご案内させていただけます。



自分らしいマイホームづくりや、暮らしを楽しむヒントがいっぱいの２日間です。
暮らしやリノベーションに関するトークライブやセミナー、ワークショップなど
みんなでリノベーションを楽しみましょう！
おひとりでも、カップルでも、小さなお子様連れでも、みんなで楽しんでいただけるイベントです。
リノベ初心者の方から上級者の方まで、お気軽にご来場ください！

セミナー　9/24sun 12:00～13:00

セミナー　9/24sun 13:00～14:00

セミナー　9/24sun 14:00～16:00 ショップ　9/24sun

トークショー　9/23sat 14:00～15:00

9/23sat・24sun 終日

2017.9/23sat

タイムスケジュール 12:00～20:00

2017.9/24sun

タイムスケジュール 11:00～16:00

トークショー　9/23sat 15:30～16:30

ワークショップ　9/24sun 13:00～14:00 ワークショップ　9/24sun ワークショップ　9/24sun 11:00～16:00 ワークショップ　9/23sat 12:00～14:00

《 講師プロフィール 》
二級建築士を取得し、ハウスメーカー系リフォーム会社に11年
勤務。2009年、｢マイホームの住宅ローンを完済する前に破綻
してしまうお客様をゼロにする」事をモットーにファイナンシャ
ルプランナーとして独立し、年間50件限定で無料相談を実施。

2000年ブラジルに渡り、ブラ
ジル音楽、サンバダンスを学ぶ。
現在は地元札幌にて、ソロや、
「メニーナ・ダンサ」でヴォーカ
ル、ギター、パーカッションを演
奏。また、サンバダンサーとして
活動中。

新築よりリノベーションの方が賢い選択！
ファイナンシャルプランナーが資金計画から
解説します。

札幌のリノベーションの
プロ達の施工事例を2時
間たっぷりご紹介します！

『新築よりリノベーションがお得なお金の話』
ファイナンシャルプランナー  臼杵 英典さん

ホームインスぺクション・住宅診断のプロが、
中古住宅選びの秘訣を教えてくれます！

《 参加企業 》
㈱i･e･sリビング倶楽部
㈱北王/RELIFE（リライフ）
RENOVES/リノベ札幌㈱
㈱SAWAI建築工房
竹内建設㈱
㈱リビングワーク
㈱ジョンソンホームズ（Ｍ+）

ホームインスペクター直伝！
『後悔しない、リノべ向き物件の選び方」
さくら事務所ホームインスぺクション北海道  大林 厚志さん

『リノベーション事例紹介』

コルクと100均資材を合わせてコルク雑貨作
りをおこないます。おうちや好みに合わせた
オリジナル雑貨が作れます。

懐かしいりんごの木箱を使って、
リノベに似合うトレイをつくろう！

住宅内装用の材料を使って、
素敵な筆文字アートを
作りましょう～♪

『お気軽！
アート書道体験』
アトリエ書の花 関吉 久美さん

『DIYでかわいい
コルク雑貨を作ろう♪』
おうちのここち  品川 裕美さん

『りんご木箱で
トレイをつくろう！ 』
三木佐藤アーキ  三木 万裕子さん＆佐藤 圭さん

セミナー　9/23sat 18:00～20:00

札幌のリノベーションのプロ達の施工事例を
２時間たっぷりご紹介します！
《 参加企業 》
㈱i･e･sリビング倶楽部、㈱北王/RELIFE（リライフ）、
RENOVES/リノベ札幌㈱、㈱SAWAI建築工房、
竹内建設㈱、㈱ジョンソンホームズ（Ｍ+）

ボサノバの心地よいサウンドを
みんなで一緒に堪能しましょう♪

『リノベーション事例紹介』

ライブ　9/23sat 17:00～18:00

『ボサノバＬＩＶＥ』

自由な発想で好きなも
のを作ったり、素材を
触ったり、試したり！子
ども達のリノベーショ
ンの心を育みます！

廃材を使ってプチリノベーション
『リノベーションＥＸＰＯと
子ども達と未来』（自由工作）
ぺたんこくらぶ  奥平 真由子さん

若本 香織 

札幌出身。ジャズギタリスト宮
の上貴昭氏に師事。1999年よ
り、ニュージーランド、オースト
ラリア、ブラジルと移り住み音
楽活動を続け、2003年に帰札。  
ラテンクラブジャズバンド
COPABONITOSのリーダー。

飛澤 良一 （guitar)

『リアルすぎるリノベーション相談室』
暮らしかた冒険家  
伊藤 菜衣子さん

drop around
青山 吏枝さん

リノベーション・オブ・ザ・イヤ―２０１６凱旋トーク！
『北海道のリノベーション』
（株）スロウル 代表取締役 
平賀 丈士さん

暮らしかた冒険家
伊藤 菜衣子さん

LIFULL HOME`S総研 所長
島原 万丈さん

リノベーション無料相談会！
https://www.facebook.com/sappororeno/

https://www.renovation.or.jp/hokkaido/

詳しくはリノベーション住宅推進協議会北海道エリアの
フェイスブックまたはホームページよりご確認ください！
　

20:00 ＥＸＰＯクローズ

『りんご木箱で
トレイをつくろう！』

セミナー＆トークショー ワークショップ

 トークショー
『リアルすぎる
リノベーション相談室』

 ライブ
『ボサノバLIVE』

 セミナー
『リノベーション事例紹介』

  トークショー
リノベーション・オブ・ザ・イヤ―２０１６
凱旋トーク！
『北海道のリノベーション』

お気軽に受付のスタッフにお声かけください！

入場無料
予約不要

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

19:00

20:00

11:00 ＥＸＰＯオープン 12:00 ＥＸＰＯオープン

16:00 ＥＸＰＯクローズ

『リノベーションＥＸＰＯと
子ども達と未来』（自由工作）

『お気軽！
アート書道体験』

『お気軽！
アート書道体験』

セミナー ワークショップ

 セミナー
ホームインスペクター直伝
『後悔しない、リノべ向き
物件の選び方』

 セミナー
『リノベーション事例紹介！』

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

15:00

16:00

ペーパークラフトのカード
などを販売
カード/フレーム/のし袋/
ぽち袋など

その他、ワークショップ講師のオリジナル商品も販売しています！

Floraison
フロレゾン

ハンドメイド雑貨販売
ポーチ/ランチョンマット/
ピアス/イヤリング/ヘアア
クセサリーなど

L’atelier muguet
ラトリエール ミュゲ

多肉植物
観葉植物の販売

PEACE FLOWER WORKS
ピースフラワーワークス

無料

無料

無料

無料

無料

無料 無料 無料1名様
500円

1名様
500円

8名様
限定
1,000円

①11:30～12:30

②14:30～15:30

 セミナー
『新築よりリノベーションが
お得なお金の話』

『ＤＩＹでかわいい
コルク雑貨を作ろう』

伊藤さん宅のリノベーションのエピソードや、来年か
ら洞爺に引っ越す青山さんのリノベーション相談を
公開トーク。会場からのご相談も受け付けます！

昨年の最優秀賞(800万円以上部門)受賞の平賀さんと
最優秀賞(800万円未満部門)の家の住まい手伊藤さん、
審査委員長の島原さんが、北海道のこれからのリノ
ベーションの価値や性能の重要性について語ります。

《 暮らしかた冒険家 》
広告制作を生業とする傍ら、暮らしにまつわる常識を再構築する冒険中。「君
たちの暮らしはアートだ」と坂本龍一ゲストディレクターに指名を受け、札幌
国際芸術祭2014にて札幌に引っ越して暮らす「hey,sapporo」を発表。
《 drop around 》
青山剛士さんと青山吏枝さんによるデザイナーユニット。2011年より札幌に拠
点を移動。 オリジナルプロダクトやワークウェアのデザイン、グラフィックワーク
を手がけながら、札幌・中央区内の庭付きの古い一軒家を自力改装して「つくる・
はたらく」をテーマとしたショップギャラリーMANUFACTURE&WORKを運営。

《 三木佐藤アーキ 》
三木万裕子さんと佐藤圭さんが共同主催する一級建築士事務
所。札幌と大分を拠点に、建築から家具の設計、制作、ワークショッ
プに取り組んでいる。現在、札幌で古家やマンションの改修プロ
ジェクトが進行中。

▼

１０月末までにプラン
お申し込みで、プラン
基本料金５％OFF！

ワークショップ
にご参加いた
だい方限定！

ワークショップ
にご参加いた
だい方限定！

各所の教室の
初回体験無料！

販売
ポストカード・
小物インテリア

など

個別
レッスンあり

コルク雑貨

LIFESTYLE MARKET SAPPORO
9/23sat

領収書からfusenまで、紙モノ好きに
大人気のペーパーアイテム

drop
around
ドロップ
アラウンド

伊藤さんセレクトのリノべグッズ
スイッチプレートやランプシェード、
古材のDIY額縁など
『よむ暮らしかた冒険家』も販売！

暮らしかた
冒険家

オーガニックや自然栽培のおいしい
ジャムや調味料など

たべると
くらしの
研究所

㈱スロウル　『リノベーション・オブ・ザ・イヤ―２０１６』　800万円以上部門　最優秀賞

販売
りんご木箱
トレイ

リノベEXPO
特製フードメニューも
ご用意しています！

リノベEXPO
特製フードメニューも
ご用意しています！


