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街歩きをしてリノベーションに触れる2日間
ここは万代島商店街。魅力的な人やモノがあふれる街。

△の長屋がつらなるちょっと変わった街は、今日も賑わいを見せています。
食べ歩きをしながら街を進んでいくと、小さな雑貨屋さんや
さまざまなものづくりに触れることができるワークショップなど、
そこかしこに楽しい声が聞こえてきます。

の お 店 が 集 う 楽 し い 街 が 誕 生︒
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万 代 島 多 目 的 広 場【 大 か ま 】

街の広場ではアーティストのライブや
リノベーションを知ることができるトークショーも行われます。
そこにはきっと素敵な出会いが。
万代島商店街で、暮らしてみたい街のことや住まいについて考えてみませんか。

万代島多目的広場【大かま】
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万代島多目的広場【大かま】
万代島駐車場（A〜E）のご案内

最初の1時間無料／以後30分毎100円／24時間最大1,500円

※C駐車場は「おもいやり駐車場」につき、障害者・要介護・妊婦の方のみご利用できます。

http://renovation-niigata.jp

一般社団法人リノベーション協議会

新潟支部

■正会員
青山ホーム㈱ ㈲アット・ホーム 伊賀建設㈱ ㈱池田組 ㈱一木堂 ㈱インフィニティー ㈲エリアプランニング オフィスHanako㈱ 川上建築 ㈲建築工房クラフト ㈱光英住宅 ㈱コバヤシ住クリエイト
信濃土地㈱ ㈱清新ハウス ㈱総合住宅システム ダイエープロビス㈱ ㈱大建建設 ㈱たかだ ㈲寺嶋建業 ㈱鳥屋野不動産 ㈱永井工業 ㈱新潟材協 新潟プレハブ工業㈱ ㈱沼垂不動産
㈲フォルトーナ ㈱マスターマインド 丸運建設㈱ ㈱三井工務店 ㈱モリタ装芸 ㈱山築 ㈱リビングギャラリー
■賛助会員
アイカ工業㈱ 朝日ウッドテック㈱ 伊藤忠建材㈱ ㈱ウッドワン 永大産業㈱ SMB建材㈱ クリナップ㈱ ㈱広伸 ㈱新創美 住友林業㈱ ㈱大光銀行 大建工業㈱ ㈱第四銀行 ㈱高田デザインスタジオ
タカラスタンダード㈱ トーソー㈱ TOTO㈱ トクラス㈱ 新プロ産業㈱ ㈱ノダ パナソニック㈱ フクビ化学工業㈱ ㈱北越銀行 丸三製薬バイオテック㈱ ㈱LIXIL YKK AP㈱
［主 催］一般社団法人リノベーション協議会 新潟支部

［協 賛］一般社団法人新潟県建築士会

事務局：新潟市北区木崎802-18 （株）たかだ内 TEL.025-388-3355

■リノベーション・不動産
■フード・ドリンク
まち歩きガイド × まちなかイベント
㈱モリタ装芸［リノベーション］
えんでばよこごし［焼きそば］
㈱新潟材協 クオリティハウス［リノベーション］
DILL［スープ・ランチ BOX］
ハートライフ Daiken 一級建築士事務所［リノベーション］
㈱田中屋本店［和菓子］
リノベ不動産 × マスターマインド［リノベーション］
おむすび屋 舞［おむすび］
オーガニックスタジオ新潟㈱［リノベーション］
CuRA！［ハーブ・ジャム］
㈲エリアプランニング［リノベーション］
ピカリ産直市場お冨さん［野菜・果物・米］
NPO 法人新潟県不動産コンサルティング協会［不動産相談］
CREPE BOY［クレープ］
㈱アンドクリエイト［リノベーション］
MASK THE CURRY［カレー］
ちあーずガーデン［ガーデニング］
八米［ハチミツ・ひまわりオイル］
andwood［無垢フローリング］
発酵の町 沼垂ビール［クラフトビール］
㈱ウッドワン［住設建材メーカー］
Cʼs kitchen/rucoto［創作料理］
㈱ノダ［建材メーカー］
SHIRONE meat Labo.ROOTs［ハンバーガー］
タカラスタンダード㈱［住設メーカー］
長谷川屋［日本酒・ワイン］
㈱ LIXIL［住設建材メーカー］
天狗商店［駄菓子］
DAIKEN［建材メーカー］
旅する organicCAFE Berryʼs BUS［パンケーキ］
YKK AP ㈱［建材メーカー］
Kitchen Quruli［ロティサリーチキン］
東北電力㈱新潟支店［オール電化］
６/７（ロクガツナノカ）
［パン］
アイカ工業㈱［建材メーカー］
■ワークショップ・体験
■インテリア・雑貨
スクサスわかば［モザイクキャンドル］
SWELD design［オーダー家具］
ケロケロ★cafe［イラスト雑貨］
ISANA［オーダー家具］
メコ☆しろ Sweets［スイーツデコ］
シロツメ舎［雑貨・アクセサリー］
あろま＆デコパージュすぴか［デコパージュ］
APARTMENT［家具・雑貨］
ハーブランドシーズン［オーガニックハーブ］
アウトドアライフストア WEST［アウトドア用品］
BOOKS f３［書店］
■その他
青人窯［器・雑貨］
さとう式リンパケア Sally［美容］
近藤実可子［雑貨・アクセサリー］
あんも［似顔絵］
nemon［アクセサリー］
斉藤一人さんの銀座まるかん［美容］
mimi［子供用品］
VR HORUS［ヴァーチャル空間体験］
スズキ家の茶ノ間＆スズキ食堂車［雑貨・焼き菓子］
（一社）
ドローン普及協会［ドローン］
IRIE FLOWER らいおん堂［ドライフラワー］
fusephoto.net［建築写真］

リノベーションセミナー

いわむロックLIVE

11.10（土）11（日） 12：50〜13：35
GOOD BYE APRIL
11.10（土） 11：00〜12：00

「人とまちを活かすリノベーション」

大島

芳彦 さん

（株）
ブルースタジオ 専務取締役
（株）
リノベリング 取締役
（一社）
リノベーション協議会 理事／副会長
http://www.bluestudio.jp/
1970年東京都生まれ。建築家。大手組織設計事務所勤務を経て
2000年、
ブルースタジオにて遊休不動産の再生流通活性化をテー
マとした「リノベーション」事業を創業。その活動域は建築設計に
とどまらず企画、コンサルティング、
グラフィックデザイン、不動産
仲介管理など多岐にわたる。団地再生など都市スケールの再生プ
ロジェクトを手掛ける一方、個別の物件探しからはじめる中古住宅
のワンストップリノベーションサービスを展開。近年では地域再生
のためのエリアグランドデザインの策定なども手がける。
リノベーションスクールの実績により
「ストック型社会におけるリノ
ベーションスクールを通じた人材育成と地域再生事業」で2015年
日本建築学会教育賞、築45年の団地再生プロジェクト
「ホシノタニ
団地」で2016年度グッドデザイン金賞（経産大臣賞）を受賞。一社)
リノベーション協議会理事副会長。一社)HEAD研究会理事。大阪工
業大学建築学科客員教授。

11.11（日） 11：00〜12：00

「アートで、まちを、暮らしをリノベーション」
art unit OBI

美術作家・鈴木泰人 さん

“現代版ニューミュージック”
https://www.goodbyeapril.com/

TeNY「夕方ワイド新潟一番」番組テーマソング
http://tsubasaokamura.weebly.com/

KIDS DANCE LIVE

建 築 家・本間智美 さん

合同会社OBI 共同代表
https://www.facebook.com/artunit.obi/
美術作家・鈴木泰人と建築家・本間智美とで、現代アートと建築に特
化した合同会社OBI(オビ)を2017年に設立。建築家による場・仕組み
づくりと、美術作家による内側の見えない／見えにくい素材を題材
にした表現活動を併せ持つことで、
社会課題にアプローチしながら、
各地でプロジェクトを展開している。民間企業のリノベーション作品
『木屋プロジェクト』や、現在進行形のリノベーションまちづくり作品
『月潟アートプロジェクト(水と土の芸術祭2018)』
など、
多岐にわたる。
六甲ミーツ・アート芸術散歩2018では、
公募大賞グランプリを受賞。
■鈴木泰人(美術作家)
1979年生、神奈川在住。2011年多摩美術大学大学院美術研究科修
了。光や場所を題材にして多様な表現方法により発表をしている。
また地域とアートの課題にも積極的に取り組み、見る事の出来な
いモノや見えないモノを形にする事を基調として制作に取り組む。
■本間智美(建築家)
1970年生、新潟出身在住。20年住んだ名古屋から2014年にUター
ン。以来、地域プロデューサーとしても活動。地域に根付いた文化を
アートの力で再編集し、包括的な社会整備に取り組む。新潟市南区
まちづくりアドバイザー。

11.10（土） 14：50〜15：20
dance studio Roots

http://dancestudioroots.muse.weblife.me/

11.11（日） 14：50〜15：20
dance team Hoppies

https://www.facebook.com/danceteam.hoppies/

生放送！
！

11.10（土） 12：00〜12：55OA

住んでみたいお家てんらん会
す

う ち

か い

所定の台紙（A4）に住んでみたいお家の絵を描いて会場に飾ろう！
参加してくれたちびっ子には記念品をプレゼント。
※予定につき内容が一部変更となる場合がございます。

11.10（土）11（日） 13：50〜14：35
岡村 翼

参加記念品
プレゼント！

