
第      回第      回2222

２０１９ in 東京

10:00～17:00 東京ビッグサイト西3・4ホール
7/30［tue］.31［wed］
主催：株式会社リフォーム産業新聞社

https://www.the-bars.com/

日本最大級リフォーム展示会 ！
あなたの「知りたい」に答える2日間

ビル・マンションメンテナンス展
店舗・商業施設リニューアル展

ホテル＆旅館改装展
オフィス空間リノベーション展

ビル・マンションメンテナンス展
店舗・商業施設リニューアル展

ホテル＆旅館改装展
オフィス空間リノベーション展

同時開催

同日開催イベント
賃貸住宅フェア（青海A・Bホール）
ブライダル産業フェア（南３・４ホール）

入場無料

リフォーム産業フェアは
「リフォーム産業新聞社」が主催する

国内最大規模の建築リフォームイベントです

「リフォーム産業フェア」は、住宅リフォームの専門メディアであ
るリフォーム産業新聞社が１９９８年より開催しているプロユー
ザー向けのイベントです。今年で２２回目を迎え、住宅リフォーム
をメインテーマに、ストック住宅市場攻略のトレンドとノウハウの
最新情報を提供します。住宅はもちろん街中のあらゆる建物（小売
店や飲食店、オフィス、公共施設、ホテル）のリフォームビジネス
に特化した展示会です。

住宅設備の最新建材や、営業支援してくれるサービスなど
全国から３００社以上が出展！あなたの「知りたい」がここ
にあります！

住宅リフォーム市場向けの経営専門紙。リフォーム・リノベーショ
ン・中古不動産業界で唯一の専門新聞です。
１９８７年の創刊以来、マーケット
トレンドや行政、企業の動向、経営
戦略・ノウハウ、商品などの経営に
役立つ情報を発信しています。大手
住宅会社や有力リフォーム会社、工
務店、専門工事店、住宅設備・建材
メーカー、流通など業界内の幅広い
層にご購読頂いています。

リフォーム産業新聞とは

≪媒体概要≫
　毎週月曜日発行（毎月 4回）
　タブロイド版
　ページ数　24～56 ページ
　年間購読料　20,000 円（税別）

フェア概要

「リフォーム産業フェア」の中で毎年、一番の人気コンテンツとなって
いるのがセミナー。“令和”初の今年も、勢いのあるリフォーム会社の
成功している経営者たちが集結！１５０を超える講座数、幅広いカテゴ
リーを豊富にご用意いたしました。あなたの「知りたい」に答えます！

セミナー解説

※イベント会場とは少し離れますが、スクールスタイルでじっくり聴講することができます。

働き方改革・人材採用・女性活躍など
今取り組むべき課題のヒントがここに！
対象

101会場　有料 4,000円
102会場　有料 4,000円
609会場　有料 3,000円
610会場　有料 3,000円

会議棟

差別化・DIY・リノベなど
成功した実例やノウハウを公開します！
対象

A会場 有料 3,000円
B会場 無料
C会場 無料
Ｉ会場 無料

ホール内

実際の現場施工の様子を生で見られる実演形式 !
トリセツ見るより目の前で見てみよう！
施工デモンストレーション
対象

Ｄ会場　無料ホール内

営業のテクニックやプレゼン方法など、より現場に近い
アイデアを教えます！新人研修としてもオススメ！

対象

E会場　有料 3,000円ホール内

スキルアップセミナー

設備建材、営業支援サービスなど
最新トレンドのイマがわかる！

対象

ホール内
F会場 無料
G会場 無料
H会場 無料

トレンド・技術セミナー

経営者・役員 営業・販売 技術・設計

経営者・役員 営業・販売 技術・設計

経営者・役員 総務・経理営業・販売 現場管理・設計

営業・販売 技術・設計 大工・職人

営業・販売 技術・設計 現場管理・設計

セミナー

7/30［tue］ 7/30［tue］

7/31［wed］

101会場4,000円

101会場4,000円

10:30～11:20

11:50～12:40

13:10～14:00

14:30～15:20

15:50～16:40

10:30～11:20

11:50～12:40

13:10～14:00

14:30～15:20

15:50～16:40

買取再販
スプリングエステート
 社長室室長 並木 正幸 氏
ランドネット
 代表取締役 榮 章博 氏
ホームサーチ
 専務取締役 森 竜次 氏

買取再販で年間２００戸超を販売！伸び盛
りの３社が仕入れ、再生、販売を語り合う

ショールーム

ホームテック
代表取締役社長
高橋 久明 氏

巨大ショールーム「リフォームプ
ライス」を１１店運営！売上高５
０億円超を生み出す独自のビジ
ネスモデルとは？

働き方改革

OKUTA
代表取締役社長
森田 隆之 氏

社員の残業を減らし、売り上げを
伸ばす！有力リフォーム会社ＯＫ
ＵＴＡが取り組む「働き方改革」
と「人材育成」戦略

戸建てリノベ 競合なしのブルーオーシャン戦略 平均客単価１００
０万円越えの持家戸建リノベ専門店の立上げ秘話
野村建設工業
 代表取締役社長  野村 篤 氏
古川製材 
 リフォーム事業部課長 長瀬 義博 氏
船井総合研究所 
　マーケティングコンサルタント 松谷 満 氏

01

07

マンション改修

サンリフォーム
取締役統括本部長
大西 健夫 氏

激戦区大阪を中心にリフォーム
２４億円！マンション改修で競
合に勝つ方法を教えます

13

販促・集客

東陽住建
代表取締役社長
中井 義也 氏

イベント平均来場数２００組超
でアポ率６０％！さらに、その後
の成約率７０％を実現するイベ
ント運営術を大公開

31

買取再販

コスモスイニシア
取締役専務執行役員・
レジデンシャル本部本部長
岡村 さゆり 氏

選ばれるリノベーション物件。住
まう人の心がときめく中古住宅
再生の極意

37

アフターフォロー

ライフデザイン・カバヤ
専務取締役
窪田 健太郎 氏

ＯＢからリフォーム潜在需要を
掘り起こすために何をすべき
か？次々依頼を獲得し改修売上
を１０億円超にした方法

43

家電店の戦略

ONE TOP JAPAN 代表取締役
阪口 富左雄 氏

ヤマダ不動産 代表取締役社長
唐澤 銀司 氏

ヤマダ電機グループが手掛ける
不動産ビジネスが始動！その実
態とは？

49

集客

タカラ産業
代表取締役社長
河本 義登 氏

たった１回のリフォームイベントで
５５００人集客！チラシ、企画、運
営まで、人が集まる理由を大公開

55

19

25

注目のセミナー
7/30［tue］

7/31［wed］

社員の残業を減らし、売り上げを伸ば
す！有力リフォーム会社ＯＫＵＴＡが取
り組む「働き方改革」と「人材育成」戦略

リフォームを軸に約65億円を売り上げるOKUTA
は従業員満足度を高めるためにスーパーフレック
ス制度という「働き方改革」を実施。残業が減り、
売り上げも伸びた。その取り組みについて語る。

OKUTA
代表取締役社長  森田 隆之 氏

101
会場

15:50
16:40

働き方改革25

609
会場

15:50
16:40

女性の力で売上高倍増！女性の感
性を取り入れた設計の魅力と組織
作りのヒミツ

女性ならではの感性を設計に盛り込む方法・
メリットを解説。ワークシェアリングなど、女性
が最大限の力を出して働ける環境作りを紹介。

ゼムケンサービス
代表取締役　籠田 淳子 氏

女性活躍27

Airbnb（民泊）×リノベーション、
住宅のポテンシャルと改修ニーズ
について
民泊新法が施行されたことで、日本における民
泊事業は今後どのように進行していくのか。将
来の可能性について語りつくす。

Airbnb Japan ホームシェアリング事業
 統括本部 本部長 森 厚雄 氏
エアトリステイ 
 取締役  澤畑 勝章 氏
和久環組
 代表取締役 鎌田 友和 氏

民泊44

102
会場

13:10
14:00

セミナー

7/31［wed］

102会場4,000円 609会場3,000円

102会場4,000円 609会場 3,000円

10:30～11:20

11:50～12:40

13:10～14:00

14:30～15:20

15:50～16:40

10:30～11:20

11:50～12:40

13:10～14:00

14:30～15:20

15:50～16:40

10:30～11:20

11:50～12:40

13:10～14:00

14:30～15:20

15:50～16:40

10:30～11:20

11:50～12:40

13:10～14:00

14:30～15:20

15:50～16:40

中古住宅×リノベ

アルティザン建築工房
代表取締役
新谷 孝秀 氏

性能向上リノベで単価アップ！
１７００万円の工事を次々獲得す
る最強の受注法とは

32

WEB

楽天
ホームライフジャンル戦課
住環境部門　事業責任者
加藤 雅人 氏

国内最大規模のオンライン
ショッピングモール「楽天」が行
う住環境事業のすべて

38

民泊 Airbnb（民泊）×リノベーション、住宅
のポテンシャルと改修ニーズについて

44

社員満足度アップ

中村工務店
代表取締役
中村 鉄男 氏

社員のやる気を引き出し、定着率
アップ！離職率を３割から５％未満
に減らした社内改革全部教えます

50

CS

島津組
代表取締役社長
島津 志朗 氏

世帯数６万でもＬＩＸＩＬリ
フォームコンテスト３年連続で１
位 社員が輝く会社経営とは

56

女性活躍

LIFE QUARTET
代表取締役
山本 航聡 氏

関わる人は全員女性、１０００件
のアンケ―トから見えた女性の
ための究極住まいづくり

02

人材採用

ウィル
参事
岡田 洋子 氏

優秀人材が次々集まりリフォー
ム売上１４億円突破！就職サイト
使わなくても毎年新卒を２０名
採用するノウハウ

08

地域密着営業

i creation
代表取締役
今川 貴晶 氏

わずか３人で売上５億２０００万
円の生産性！小商圏で圧倒的に
稼ぐ経営術とは？

14

リフォーム営業

NEO
営業部取締役本部長
明 大典 氏

営業マンの育て方に困っていま
せんか？地域密着で１８億円の
リフォームを売り上げる人材育
成・定着率向上・管理の方法

20

集客

ハウジング重兵衛
代表取締役
菅谷 重貴 氏

リフォーム売上２０億円！チラ
シ、ショールーム、営業…地域
トップ店の経営戦略

26

営業力アップ

リ・ワークショップ
代表取締役
原田 直人  氏

あなたのリフォーム営業、間違っ
ているかもしれません！１万人が
聞いた契約率倍増の極意

33

施工

JM
代表取締役社長
大竹 弘孝  氏

売上３００億円の会社が１０００
億円挑む！デジタル社会におけ
る新しいサービスとは

39

リフォーム会社の働き方改革

マエダハウジング
代表取締役
前田 政登己 氏

残業時間４割減！有力リフォー
ム会社が実践する「休みを増や
しても売り上げが伸びる働き方
改革」の全取り組み

45

ホームページ集客 制作会社３強が終結 今日だけ教え
るホントに意味があるＨＰの作り方

51

塗装リフォーム

平野塗装
代表取締役
平野 裕司 氏

外装工事店を立て続けに出店！
年商３億円から２ケタ成長する
塗装専門店の拡大戦略とは

57

有力塗装会社改修

アカデメイア
代表取締役社長
皆川 一 氏

職人不足時代を乗り切る「外国
人採用」の成功事例教えます！施
工品質の上げ方も伝授

03

テクノロジー

GA technologies
執行役員
川崎 総一郎 氏

「AI ×暮らし」今期売上２０１億
円の急成長企業が考えるリノベ
の超効率化

09

設備建材ネット販売

オーカベガラスホールディングス
代表取締役
大壁 勝洋 氏

建材のネット販売で９億円！粗
利率65％の驚愕のビジネスモデ
ルを大公開

15

差別化戦略

グリーンランド
執行役員・統括部長
坂井 勝憲 氏

水回り、デザインリフォーム、中
古リノベの３ブランド展開でリ
フォーム売上１５億円を誇る人
気店の戦略を紹介

21

女性活躍

ゼムケンサービス
代表取締役　
籠田 淳子 氏

女性の力で売上高倍増！女性の
感性を取り入れた設計の魅力と
組織作りのヒミツ

27

Airbnb Japan ホームシェアリング事業
 統括本部 本部長 森 厚雄 氏
エアトリステイ 
 取締役  澤畑 勝章 氏
和久環組
 代表取締役 鎌田 友和 氏

ゴデスクリエイト CMO  上田 かおり 氏
D-Gripシステム 代表取締役  宮坂 嘉男 氏
アババイ 代表取締役 山本 晋 氏
【司会】ラン・リグ 代表取締役 渡邉 昇一 氏

ゴデスクリエイト CMO  上田 かおり 氏
D-Gripシステム 代表取締役  宮坂 嘉男 氏
アババイ 代表取締役 山本 晋 氏
【司会】ラン・リグ 代表取締役 渡邉 昇一 氏

後援・協賛・主催

送迎バス（無料）のご案内

10:00～17:009/5［木］.6［金］

リフォーム産業フェア2019 in 大阪
インテックス大阪にて開催

大阪会場のご案内

無料送迎バス

＜併催＞ 
賃貸住宅フェア 2019 in 大阪／住まい×介護×医療展

独立行政法人住宅金融支援機構／公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター／公益社団法人日本建築家協会／公益社団法人
日本建築士会連合会／一般財団法人経済調査会／一般財団法人建材試験センター／一般財団法人建築環境・省エネルギー機構／一般財
団法人住宅金融普及協会／一般財団法人住宅産業研修財団／一般財団法人住宅生産振興財団／一般財団法人住まいづくりナビセンター
／一般財団法人日本建築センター／一般財団法人日本建築防災協会／一般財団法人ベターリビング／一般社団法人関東しろあり対策協
会／一般社団法人ＪＢＮ・全国工務店協会／一般社団法人住生活リフォーム推進協会／一般社団法人住宅生産団体連合会／一般社団法
人住宅性能評価・表示協会／一般社団法人住宅リフォーム推進協議会／一般社団法人住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会／一般社団法
人全建総連リフォーム協会／一般社団法人全国古民家再生協会／一般社団法人全国住宅産業協会／一般社団法人全国中小建築工事業団
体連合会／一般社団法人全日本瓦工事業連盟／一般社団法人日本ガス協会／一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会／一般社団法人
日本建築学会／一般社団法人日本建築士事務所協会連合会／一般社団法人日本サッシ協会／一般社団法人日本照明工業会／一般社団法
人日本住宅リフォーム産業協会／一般社団法人日本ツーバイフォー建築協会／一般社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会／一般
社団法人日本木造住宅産業協会／一般社団法人プレハブ建築協会／一般社団法人ベターライフリフォーム協会／一般社団法人マンショ
ン計画修繕施工協会／一般社団法人マンションリフォーム推進協議会／一般社団法人リノベーション協議会／一般社団法人リビングア
メニティ協会／一般社団法人リフォームパートナー協議会／ＮＰＯ法人建築技術支援協会／板硝子協会／硝子繊維協会／キッチン・バ
ス工業会／全国建設労働組合総連合／日本ＬＰガス団体協議会／日本木造住宅耐震補強事業者協同組合

東京ビッグサイト青海展示場で開催する「賃貸住宅フェア 2019（主

催：賃貸住宅新聞社）」へは、無料の送迎バスで行き来が可能です。

是非、両イベントへご来場ください。

社判スペースとしてお使いください

主催：株式会社リフォーム産業新聞社　イベント事務局
〒104-0061 東京都中央区銀座 8-11-1　TEL：03-6252-3450　E-mail：bars@the-reform.co.jp

賃貸住宅フェア 2019リフォーム産業フェア 2019

青海展示場西 3・4 ホール

セミナー

7/30［tue］

7/31［wed］

610会場 3,000円 A会場 3,000円

610会場 3,000円 A会場 3,000円

10:30～11:20

11:50～12:40

13:10～14:00

14:30～15:20

15:50～16:40

10:30～11:20

11:50～12:40

13:10～14:00

14:30～15:20

15:50～16:40

10:30～11:20

11:50～12:40

13:10～14:00

14:30～15:20

15:50～16:40

10:30～11:20

11:50～12:40

13:10～14:00

14:30～15:20

15:50～16:40

営業効率アップ

TOOL BOX
取締役
荒川 公良 氏

打ち合わせ１回で売り上げ７５０
万円。リノベの商品化で実現した
超効率営業

34

幹部教育

モリシタ・アット・リフォーム
代表取締役
森下 吉伸 氏

社長が会社にいなくても
リフォーム売上４億円！
右腕を育てれば会社は伸びる

40

空き家再生

ジェクトワン
代表取締役　
大河 幹男 氏

老朽物件が大変身！地域ニーズ
を絶対外さない空き家の活用方
法を大公開！！

46

ショールームづくり

イズ
代表取締役
名越 生雄 氏

ショールーム展開を始めて３年で
５店舗をオープン前期１０億達
成！その採算の取れる店舗造り！

52

リピート受注

リフォーム産業新聞社
編集部デスク
永塚 昌仁

目指せリピートだけでリフォーム
売上３億円！ＯＢの再注文と紹介
が次々集まる実例５社を徹底解説

58

リノベーション

創造系不動産
代表取締役　
高橋 寿太郎 氏

「建築家×不動産」の独自リノベ
戦略でWin-Win！物件探しから
始まるコラボモデルのすべて

04

モデルハウス戦略

古川製材
代表取締役
倉坪 茂親 氏

新築はもう頭打ち！?地域トップ
ビルダーが始めたリフォーム成
長戦略の「最初の１手」とは？

10

人材採用・離職防止

CONY JAPAN
代表取締役
小西 正行 氏

年間人材採用数は５０人！リ
フォーム業界で１０年以上新卒
採用を手がけてきた専門家が語
る人材獲得、育成術とは？

16

建材のネット販売

サンワカンパニー
代表取締役社長
山根 太郎 氏

デザインが住空間を変える、住
設建材のＥＣ販売で売上高９３
億円の理由

22

買取再販

武蔵コーポレーション
代表取締役社長　
大谷 義武 氏

中古アパートのリノベで年商１０
０億円超え！買取再販は「戸単
位」ではなく「一棟」まるごとが
チャンス

28

店舗リノベ

TRUST
代表取締役
山口 一 氏

営業１人粗利７５００万円、誰でも
できる店舗リノベの丸秘ノウハウ

35

賃貸リフォーム

モクチン企画
代表理事　
連 勇太朗 氏

築古賃貸の再生メソッド、空室を
満室にする改修レシピを大公開！

47

ホテルリノベ

建築商売
代表取締役
田口 啓右 氏

空きビル再生で年商５億円。平均
稼働率８割を超える人気ホステ
ルのつくりかた教えます

53

受注率アップ

つみき設計施工社
代表
河野 直 氏

施主参加型リノベで高成約率！
ＤＩＹを取り入れ他社と圧倒的
に差別化するリフォーム戦略

59

業界トレンド

リフォーム産業新聞社
編集長
金子 裕介

リフォーム市場・中古住宅市場の
最新動向を徹底解説！今押さえ
ておくべき7つのトレンド

05

施工品質

NEXT STAGE
代表取締役社長
小村 直克 氏

クレームゼロとＣＳアップは施
工品質の向上から！品質評価の
プロがポイントを伝授 

11

介護リフォーム

高齢者住環境研究所
代表取締役社長　
溝口 恵二郎 氏

年間２０００件の介護リフォー
ム実績！トップランナーが語る
「手すりだけじゃない、潜在需要
の掘り起こし方」

17

中古住宅×リフォーム

リフォーム産業新聞社
記者
小松 智行

中古住宅×リフォームビジネスの成
功のポイントとは？取材を通じて
分かった５つの繁盛モデルを紹介

23

DIY

HandiHouse project
加藤 渓一 氏
坂田 裕貴 氏
中田 理恵 氏

家づくりはライブだ！満足度の
高い施主参加型リフォームの仕
組み教えます！

29

エクステリア・ガーデン
月刊エクステリア・ワーク
 発行・編集人  佐倉 慎二郎氏
ワイドアルミ 代表取締役  巾 竜介氏
HMG Planning Office
 代表 星 ひで樹氏
Office Hanyuda 代表 羽生田 新悟 氏

家づくりのプロなら庭も知れ！最新
庭造りのトレンドと今後のニーズ

41

セミナー

Ｂ会場 無料
7/30［tue］

7/31［wed］

C会場 無料

Ｂ会場 無料 C会場 無料

10:30～11:20

11:50～12:40

13:10～14:00

14:30～15:20

15:50～16:40

10:30～11:20

11:50～12:40

13:10～14:00

14:30～15:20

15:50～16:40

10:30～11:20

11:50～12:40

13:10～14:00

14:30～15:20

15:50～16:40

10:30～11:20

11:50～12:40

13:10～14:00

14:30～15:20

15:50～16:40

住まい方の変化

カヤックLiving
代表取締役
松原 佳代 氏

所有・定住から共有・移動の時代
へ。移住の増加と仕事のマッチン
グで見えた2019年の住まいと
暮らし方

民泊

楽天LIFULL STAY
代表取締役
太田 宗克 氏

楽天とLIFULL による民泊事業会社
が、物件選びからデザイン監修・リ
フォームの設計・施工管理、運用代行ま
でワンストップで提供するビジネスとは

場所活用

スペースマーケット
代表取締役
重松 大輔 氏

リノベ物件が月80万円の収益を
生む！？部屋貸しビジネスの大
いなる可能性

ストック活用

バリューマネジメント
代表取締役
他力野 淳 氏

歴史的建造物を改修してホテル
にするビジネスが成功する理由

事業継承

タスク
ニュークリエイション事業部
事業ソリューション推進統括
M＆Aシニアエキスパート
中林 義弥 氏

経営者なら知らなきゃまずい、
事業継承のイロハ教えます

キーパーソンセミナー「業界の未来」

ダンドリワークス 代表取締役 加賀爪 宏介 氏
BETSUDAI Inc.TOKYO  CEO 林 哲平 氏
和久環組  代表取締役 鎌田 友和 氏
リノベる  代表取締役 山下 智弘 氏
大都  代表取締役 CEO 山田 岳人 氏
カーサ・プロジェクト  代表者 縣 桂一郎 氏

住宅業界が変わる！ミライに進むべき道と、これ
からの動向を6人のキーパーソンが語りつくす

民泊

百戦錬磨
代表取締役
上山 康博 氏

「安さ」より「付加価値」で勝負！民
泊で地域活性化を目指す予約サイ
ト運営会社が語る民泊ビジネス

販促・ブランディング

ジュークアンリミテッド
代表取締役社長
加藤 瑞紀 氏

ブランディングでちょい高売り
＆採用に効く！ブランドと企業の
「魅せ方」

働き方改革

Style Design
CEO
稲葉 龍也 氏

会社にいなくても増収増益、売上
18億円の工務店へ。任せきる経
営の秘策教えます

インテリア

日本インテリア健康学協会（JIHSA）
代表理事
尾田 恵 氏

体の不調をインテリアの力で解
決！医療と融合した快適な住ま
いづくり

サニタリーデザイン

Floatdyed coalo
 代表取締役 望月 和彦 氏
INTERENO DESIGN
 代表取締役 杉山 和佳子 氏

お施主様の夢を形にする世界に1つだけ
のBATHROOMづくり　～水回りマニ
アが教える設備選び＆提案のいろは～

断熱

テオリアハウスクリニック
代表取締役社長
南山 和也 氏

「床下」は宝の山！断熱と防蟻の
セット提案で売り上げアップ！
差別化リフォーム戦略を解説

施工

サンクジャパン
代表取締役
清水 公彦 氏

経営は「戦略」ですべてが決まる。
下請け工事のワンストップサー
ビスで差別化する方法語ります

デザイン

英国インテリアデザインビジネス協会
代表理事
澤山 乃莉子 氏

世界最高峰のインテリアデザイ
ンに学ぶ、価値形成リフォーム術

マーケティング

オラクル
代表取締役　
小阪 裕司 氏

参加した経営者達が絶賛し、95％
の方が次の実践に進んだ“うわさの
講演「心の時代にモノを売る方法」

差別化提案

早稲田ハウス
代表取締役社長
金光 容徳 氏

健康は寝室リフォームで手に入る。
「究極の寝室」のつくり方教えます

業務管理

御堂筋税理士法人
税理士
西口 友世 氏

顧問先の黒字企業率84.7%を
実現！未来をコントロールする業
績管理手法「コックピット経営」

収納

アンジェ・リュクス
代表取締役
森下 純子 氏

リフォーム後の満足度が劇的にアッ
プ！ライフオーガナイザーに学ぶ リ
バウンドゼロの収納リフォーム

テクノロジー

ジャパン・インフラ・ウェイマーク
 サービス開発部／テラドローン 
 元出向社員 吉田 達也 氏
テラドローン 
 Terra Roofer開発責任者 松永 治久 氏

ドローンで建築のコレカラが変
わる 危険や手間が過去のものと
なる驚きの将来性

セミナー

スキルアップセミナー
3,000円E会場

スキルアップセミナー
3,000円E会場

10:30～11:20

11:50～12:40

13:10～14:00

14:30～15:20

15:50～16:40

10:30～11:20

11:50～12:40

13:10～14:00

14:30～15:20

15:50～16:40

7/30［tue］
Ｉ会場 無料

Ｉ会場 無料

10:30～11:00

14:40～15:10

現場調査

リフォーム産業新聞社
企画開発部デスク
中村 大輔

現場調査超入門講座～成功事例
と失敗事例をもとに～

36

デザイン力アップ

平成建設
特任リフォーム室 課長
角谷 由美 氏

デザインリフォームの匠による 
デザイン力を高めファン顧客を生
み出す自分ブランディングの方法

42

プレゼン

SKET17DESIGN
代表
稲川 勝幸 氏

３０分で作成！３Ｄパース活用で
成功する！ ノートＰＣ１台で契
約を勝ち取るプレゼン術

48

収納

収納計画
代表取締役
平岡 さなえ 氏

片付かないのは間取りのせい！
女性を笑顔にする収納提案で差
をつける

54

家事ラク

みゆう設計室
代表
中川 由紀子 氏

主婦建築家が手掛けた事例と共
に学ぶ女性に喜ばれる本当の家
事ラクリフォームとは

60

営業テクニック 初回面談～完工までプロセス毎
に徹底解剖！ 年間１億円以上売
り上げるトップ営業たちが実践
する仕事のコツ&ひと工夫

06

大型リフォーム提案

Ｉ.Compass
代表取締役
西尾 肇 氏

大規模リフォーム専門に会社紹
介する立場から見える、お客様
が契約を決める理由と効果が高
い営業ツール

12

インテリア提案

田崎由美子デザインルーム
代表取締役
田崎由美子 氏

住宅店舗改修で活躍するベテラ
ンＩＣによるあっという間にトレ
ンド空間が完成！インテリア
コーディネート術

18

営業テクニック

京滋リフォーム広
代表取締役
亀田 佳明 氏

リフォーム営業歴４０年のレ
ジェンドに教わる リフォーム営
業に必要なマインドと 最低限押
さえておきたいリフォーム知識

24

外壁塗装の営業

カルテット 代表取締役
 宇野 清隆  氏
コープ住宅 営業部チーフ
 松本 武宏 氏

脱！価格競争で勝負する外装プ
レイヤーが登場 契約率がアップ
する外装提案のセオリー 

30

ウィル 大石 徹 氏
遠州鉄道 リフォーム課 堀内 渉 氏
ウィル 大石 徹 氏
遠州鉄道 リフォーム課 堀内 渉 氏

7/31［wed］

11:50～12:40

13:10～14:00

14:30～15:20

15:50～16:40

10:30～11:20

11:50～12:40

13:10～14:00

14:30～15:20

15:50～16:40

オフィスリノベ

UDS
COMPATH 執行役員
中山 幸恵 氏

時代の変化に応える、オフィス複
合施設へのリニューアル事例

店舗改装

山翠舎
代表取締役社長
山上 浩明 氏

「古木」で1000万円の店舗改修
がとれる！空き家が資産に変わ
る循環型ビジネスとは

働き方改革

内田洋行
経営企画統括部　第二企画部
 部長 矢野　直哉 氏
オフィスエンジニアリング事業部 TrendRent事業
 特命責任者 海老原　秀夫 氏

本当の働き方改革を実現する
オフィス環境とは

防災対策

大京アステージ
業務統括部　業務推進課　課長
遠藤 智樹 氏

東日本大震災と熊本地震の現場
担当者が語る 知らなきゃまずい
マンション防災の鉄則

民泊

TAKE
取締役会長
武山 眞路 氏

実質利回り20％！新法の中でも
確実に儲かる民泊ビジネスのす
べて

設計・デザイン

原忠
代表取締役
原口 広 氏

リフォーム業界でも活用できる
BIMの設計手法。乗り遅れるな！
VectorworksでリフォームBIM

supported by
エーアンドエー

セミナー

トレンド技術セミナー
無料

トレンド技術セミナー
無料G会場F会場

トレンド技術セミナー
無料

トレンド技術セミナー
無料G会場F会場

7/30［tue］

7/31［wed］

集客力アップ

モエル
チラシ反響率1/50を毎月12年継続した秘訣とは？

住宅性能向上

光冷暖システム
エアコンが要らない無風の全館冷暖房で
健康・快適住宅に！

補助金活用

BLR協会
これは知っておきたい！
次世代住宅ポイント制度のすべて

住宅診断

雨漏り検診技術開発研究所
雨漏り事案に臆さず対応し依頼者の信頼に応える
是正提案を可能にする方法

提案力アップ

安心計画
最新収納提案レベルアップ術大公開

業務効率化

DroneRoofer
屋根外装におけるドローン活用について

事業戦略

プロタイムズ・ジャパン
人材不足も解決！未経験でもできる『シクミ塗装営業』

業務効率化

レポートキング
簡単に使える写真付き報告書アプリ
REPORT KING徹底解説！！

住宅性能向上

KARVI　JAPAN
日本におけるドイツ省エネ窓システム。木造(住宅)とコン
クリート(マンション)への施工方法

10:25～10:45

10:55～11:35

11:45～12:15

12:45～13:15

13:25～13:55

14:05～14:35

14:45～15:15

15:25～15:55

16:05～16:35

10:25～10:45

10:55～11:35

11:45～12:15

12:45～13:15

13:25～13:55

14:05～14:35

14:45～15:15

15:25～15:55

16:05～16:35

10:25～10:45

10:55～11:35

11:45～12:15

12:45～13:15

13:25～13:55

14:05～14:35

14:45～15:15

15:25～15:55

16:05～16:35

10:25～10:45

10:55～11:35

11:45～12:15

12:45～13:15

13:25～13:55

14:05～14:35

14:45～15:15

15:25～15:55

16:05～16:35

差別化提案

アステックペイントジャパン
成約率50%超え続出！超低汚染リファインによる
差別化提案を大公開

業務効率化

ＪＭ
簡単安い！手間いらず！スマホで撮影した写真で
BIMモデルの自動作成が可能に！

提案力アップ

ディートレーディング
まだまだ拡がる屋根リフォーム市場！
お客様に喜ばれる提案とは？

差別化提案

無添加住宅
これからは「空気を選ぶ時代」に。 「空気測定による数値化」で
建材と空気の質を見える化し差別化します！ 

住宅性能向上

エイム
築20～40年の木造住宅に最適！
耐震診断要らずの減災リフォーム

人材育成

全国住宅営業認定協会
まだ無資格でリフォーム営業を続ける
つもりですか？

業務効率化

ダンドリワークス
情報共有の手法が変われば現場も変わる

事業戦略

global construction union
改革

業務効率化

リビングCG
最も効率的な「現場測量」から
「プレゼンテーション」まで

職人不足対策

住宅診断

提案力アップ

差別化提案

提案力アップ

業務効率化

人材育成

ハウスリフォーマー育成学院
粗利益向上のヒミツ！これから生き残る
工務店のカタチ！

業務効率化

ダイテック
現場の課題は手のひら解決！
現場情報共有アプリ

トップリフォーム
「#職人さんと繋がりたい」企業さまへ
～高品質・低価格で全国対応します～

住宅診断

アマケン関西
雨漏り事案の解決をリスク回避思考から脱却し
利益誘導を図る改革方法

赤外線技術向上協会
赤外線で建物のトラブル解決！

ソフトウェア・トゥー
現場で瞬時に色見本とマッチング！簡易測色器
Cube（キューブ）のご紹介

SFAJapan
ここが変だよ日本のリフォーム～世界では取替だけ
でなく増設も～排水圧送ポンプで簡単！

シーピーユー
ZEH基準の自社仕様選定から、
施主へ訴求メリットを伝える方法

建て役者
生き残る為に他の会社はこうしている！
―他社事例から学ぶ「働き方改革」―

企業防災

FM防災Lab
やろう！実践的防災訓練

職人不足対策

サスティナ
現場の職人不足を解決！サスティナで
新規協力会社を見つけよう

事業戦略

職人起業塾
現場での真実の瞬間～職人不足、需要減、
激動の時代の根本的問題解決～

住宅性能向上

ツヅキ
日本初！TSUZUKI&DANTOコラボレーション新外壁工法＝薄型
タイル+アルミレール低価格・軽量・短納期・高品質！！

業務効率化

AND PAD
残業減らして売上げUP！
スマホで変わる施工管理

差別化提案

エルックス
やっぱり重要！！インテリアを大きく左右する
照明を活用し新たな提案を

事業戦略

ニッカホーム
リフォーム売上300億円超！ニッカホーム西田社長によるビジ
ネスモデル大解説

営業ノウハウ

リフィード
大手企業も採用！初回面談で成約率を
上げる方法とは？

営業ノウハウ

LIFE LABEL／dolive
なぜZERO-CUBEは売れるのか？ユーザーが瞬間で落ちる！”イン
テリアスタイリング”で圧倒的差別化

セミナー

トレンド技術セミナー
無料Ｄ会場 施工デモンストレーション

無料

Ｄ会場 施工デモンストレーション
無料

H会場

トレンド技術セミナー
無料H会場

7/31［wed］

10:25～10:45

10:55～11:35

11:45～12:15

12:45～13:15

13:25～13:55

14:05～14:35

14:45～15:15

15:25～15:55

16:05～16:35

10:30～11:00

10:25～10:45

10:55～11:35

11:45～12:15

12:45～13:15

13:25～13:55

14:05～14:35

14:45～15:15

15:25～15:55

16:05～16:35

7/30［tue］

集客力アップ

住宅診断

PAINT LINE　ペイントライン
外装集客のヒミツ大公開！！殿堂入りの実績が証明した「集客支
援付きVCペイントライン」スタート！！

リアリムジャパン

提案力アップ

カリモク家具
カリモク家具でビジネスチャンス拡大！

現場調査の工数削減！スマホみたいに扱える簡単操作の
ライカの3次元測量機

事業戦略

ラン・リグ
リフォーム売上ナンバーワン、ニッカホーム西田社長による
成長戦略大公開セミナー

住宅性能向上

日本アクア
業界No.1の実績！省エネ住宅を最適化する断熱材
「アクアフォーム」

業務効率化

サンキテック
未経験でも即戦力！新人営業マンでも月10件の契約がとれる
内装・外装リフォーム提案システムのご案内！

住宅性能向上

日本の窓
青森から日本の窓を考える

提案力アップ

Life is Style
立体映像を空間上で表現できる『3D Phantom®』が
実現する新しい映像空間の紹介

集客力アップ

あつまる
たった1ヶ月で集客効果10倍！
経営者の「勘ピューター」限界突破セミナー

住宅性能向上

日本衛生センター
基礎アルカリ度回復とアラミド補強

集客力アップ

クラスココンサルファーム
経営者のための不動産テック活用講座～集客効果8倍の海外AI
技術を駆使したプロモーション戦略～

集客力アップ

物件王
建築会社の強みを最大限に活かした
不動産業参入の成功のポイント

提案力アップ

オーセブン
エクステリアを学ぼう！『プレゼンできる会社』になる方法

事業戦略

介護リフォーム本舗
日本初の介護リフォームのFC本部が業界初の
AIアプリで介護業界に革命を！

集客力アップ

ハピすむ
～ネット集客の最先端～

提案力アップ

コラムデザインスクール
［手書きパース］明日から使える！顧客の心をつかむ
宮後浩の簡単パース講座

事業戦略

リノベ不動産
リノベ不動産のO2Oプラットホーム戦略大公開

集客力アップ

アームズ・エディション
スマホ一台無料でできる！YouTube動画とLINEで
受注を倍増する方法

11:20～11:50

13:00～13:30

13:50～14:20

10:30～11:00

住宅性能向上

KARVI　JAPAN

日本におけるドイツ省エネ窓システム。
木造（住宅）とコンクリート(マンション)への施工方法

簡易施工

ムラモト

ビニールクロスに直塗りできる！100％自然素材塗り壁材

簡易施工

シンコール北陸

上から貼るだけ！1.5mmフローリング
お手軽・きれい1日リフォーム！

差別化建材

外壁リノベ専門店

デザインコンクリート®や塗り壁を使った
新しいリノベ技術

11:20～11:50

13:00～13:30

13:50～14:20

職人不足対策

職人道場

職人不足に効果覿面！未経験者を即戦力職人にする
ものづくりの里

住宅性能向上

J建築システム

簡単施工！！アラミドシートで木造耐震補強

簡易施工

エービーシー商会

現場発泡ウレタンフォームで誰でも簡単！断熱改修

簡易施工

イシカワ

既製パーツを選ぶだけ！下地不要・ラクラク施工の
壁面収納システム

セミナーを聴講するには

有料セミナーは
必ずセミナーチケットを
ご購入ください!

無料のセミナーは、
チケット不要で
ご聴講いただけます

公式サイトの「セミナー情報」ページにて
セミナーチケットを販売しております。
https://www.the-bars.com/seminars/

お届けしたセミナーチケットは
必ずお持ちになってご来場下さい

リフォーム産業フェア

ココをクリックして購入 !

スケジュールを
よくご確認の上
ご注文ください！

※セミナー講師・タイトル・内容は変更になる場合があります。予めご了承下さい。
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圧倒的集客力・インショップ型総合不動産FC

健康増進機器

規格住宅FC

規格住宅フランチャイズ

建設業向け勤怠・工数管理クラウドサービス

携帯型写真測量機／カラーシミュレーションソフト

住まいのリフォーム

現場測量／BIMモデル／建築プレゼンテーション

営業支援／リフォーム販促サポート

住宅の長寿命化リフォームの周知

ソーシャルメディア

写真付き報告書作成アプリ

リノベアイテム／建材EC

寝室リフォーム商材／フローリング／塗料／珪藻土

床暖房

低汚染塗料

セルロース断熱材／高付加価値商品

積雪地凍害専用耐久性塗装

高機能建材／リフォーム関連商品

鳥害対策商品

水回りレイアウトを自由自在にする排水圧送ポンプ

ポリエステル断熱材

外断熱／遮音効果の外壁材

屋根材

省エネ窓

エコガラス

シャッター／エクステリア建材

接着剤／シーリング材

ファインバブル発生装置

営業支援サービス／メディア

断熱診断／耐震開口フレーム／新耐震接合工法

リフォーム屋根材

石付板金屋根材

電気式床暖房システム

賃貸リフォーム向け商材／アパート用キッチン等

ユニットバス／住宅用設備

ステンレス製透水化粧ふた ストーン・コート舗装

人工木材ウッドデッキ／目隠し樹脂フェンス／エクステリア建材

外張断熱システム

吸音パネル

破れない網戸

断熱診断／断熱リフォームのサポート

液体ガラス

屋根材／金属屋根材

現場発泡断熱材

基礎補強／RC中性化対策

水処理装置／制震ダンパー

木製サッシ・木製建具

冷暖房システム

石粒付鋼板屋根材

浴室リフォーム工法／重量床衝撃音低減材

高機能塗料

窓リフォーム

アルミ屋根材

トイレと手洗いの後付け式自動水栓

人工木材のエクステリア製品

配管材

室内用の自然素材のぬり壁材

風呂用貯水型耐震シェルター

高断熱窓／玄関ドア／エクステリア建材

コンパクトキッチン／収納棚／施設向け流し台

照明／DIYパーツ

内装材／スペースユニット

壁面収納システム／キッチン

YouTube＆LINE でネット受注倍増戦略

建材流通サイト

雨漏り事案解決相談会／雨漏り検診資格取得の案内

片づけ収納インテリアに関する営業支援ツール

リフォーム提案支援／リフォーム専用積算見積システム

施工管理アプリ

建築CADソフト

空調工事会社

カラーシミュレーションツール／面積算出システム

耐震補強部材

リフォーム提案ツール

業務効率化ソリューション

介護リフォームFCビジネス／FC加盟店募集

WEBAR／AR受託開発

高所撮影点検システム

リノベーションフランチャイズ

建設業界に革命を行う取り組み

チームビルディング／業界活性

積算システム

オリジナル塗料OEM製造受託／外壁塗装営業支援

オーディオ

古木のネットワーク

営業支援／チラシノウハウ

リフォーム業向け総合支援システム／FC

内外装シミュレーションシステム／建築 3次元 CAD

展示会装飾／デザインや動画CM等の集客サポート

iphone を活用した 3D図面自動作成

業務サポート／工事管理システム

リフォーム事業者向けマーケティング支援

次世代住宅ポイント お客様向け案内パンフレットのご紹介

リフォーム・リノベを応援するローン

現場実務者向けマーケティング研修

超即戦力職人育成所

住宅リフォームの働き方改革をサポート

調査診断／雨漏り／外装調査／教育

「リフォーム提案士」認定資格制度の紹介

資格取得

ボランタリーチェーン／コンサルティング

簡易測色ツール

住宅業向けクラウドシステム／現場施工管理アプリ

経営コンサルティング

建築現場コミュニケーションツール

建築情報誌

ホームステージング／建築写真

自然石粒付きガルバリウム鋼板屋根材

リフォーム統合管理システム

全国施工請負サービス／省エネリフォーム拡販サービス

店舗づくりのトータルサポート

屋根点検用ドローン・ソフトウェア

修理コンサルタント／損害金の取得サービス

リフォーム事業主体の住宅事業者団体

日本中の塗装専門店が集結した全国規模の施工会社

工務店・リフォーム会社支援

戸建てリノベーション／FC

不動産 FC

住宅リフォームの多能施工スタッフを育成する学校案内

リフォームマッチングサイト

住宅診断用ドローン

戸建住宅プレゼンボード制作代行サービス

不動産仲介業新規参入支援サービスの紹介

外壁塗装受注向上支援／塗装フランチャイズ

外装リフォーム専門店ネットワーク

協会の案内

建材ECサイト

地域戦略立案支援／需要予測支援

オリジナル建材／米のり集成建具／オリジナル住設

業務支援システム／原価管理／見積ソフト

薄型天然石材シート

断熱防炎ポリカプリントパネル

海外ブランド照明／オリジナルデザイン照明

フローリング／ビンテージ建材

インテリア／収納／賃貸リフォーム向け商材

家具

リノベーションネットワーク／塗り壁材

畳／襖／室内建具

ビニール壁紙／カーテン／塩ビ床材／繊維床材

家具／オーダーソファ

快適収納　システムラック／室内物干

デニム壁紙

壁紙／床材／その他

リフォーム用フローリング／マグネット壁装材

照明器具

インテリアペイント／ミルクペイント for ウォール

住宅外装品

ガーデン・エクステリア製品

タイル

省施工建築金物／装飾用部材

機能性タイル建材

ビニル壁紙／デニム壁紙

壁紙の普及

特殊壁紙施工実演

ステンレス製ハウスウェア／ウォールデコレーション

ピクチャーレール

オリジナルデザイン照明器具

リノベーションフローリング／ストーンスタイル

ホームステージング／スクール／家具販売

造作キッチン／造作洗面化粧台／水栓／北欧生地

アイアンパーツ

珪藻土内装左官仕上げ材／珪藻土内装仕上げ塗料

デザイン壁紙

リフォーム／不動産のネット販売

家具

家具

マグネットシート

ミャンマーチーク無垢フローリング

鋼板製庇

炭酸泉装置

木質フローリング

網戸

各種サイネージ

デザイン家具／タイル類

宅配ボックス

DIYドームパーツ

カビ取り・防カビ・除菌・消臭関連の施工と商品販売

外構リフォーム

オーダーメイド浴室ドア

後付け可能ポリカーボネート製軽量ひさし

書斎家具・空間

デザイン網戸／デザイン壁紙

木製内装建具

タイムラプスカメラ

装飾ビスキャップ／蝶番金具

耐震補強材／住宅用基礎鉄筋ユニット

インテリア用木質塗料／自然派塗料

抗ウィルス性機能建材／アルミ建具

国産自然塗料

内装コーティング

ひのきアロマオイル

自然塗料／滑らない塗料

人工大理石の各種加工品

カートリッジ網戸

ステンドグラス／アイアン

コーティング剤

鎖樋

押入れリフォームクローゼット／押入れリフォームドア

住宅リフォーム用内外装タイル

セラミックタイル／ガラスタイル等

ステンドグラス

北海道産無垢フローリング

機能収納椅子／オープン階段 手すり／インテリアレール

リノベーション向けタイル

インテリア和紙

磁性建装材／磁石がくっつく石膏ボード／磁石タイル

オーダー収納

木工塗装／UV塗装／内外塗装

ひのき家具の企画・製造・販売

リノベーション用タイル

建築金物／店舗什器

立体網目状構造体マットレス

室内物干し器ルームハンガー

建材・インテリアの専門サイト

建材オンラインストア

オーダーキッチン／セラミックタイル

オーダーキッチン

オーダーキッチン

輸入水栓／洗面ボウル

レンジフード

ビルトイン食器洗い機

オーダーキッチン

オーダーキッチン

ディスポーザー

輸入機器

輸入水栓

キッチンパネル／キッチンカウンター

オーダーキッチン

オーダーキッチン

ドミノ式ガスコンロ／ IH

防災ソリューション

給水給湯配管部材

TT-SL トルネード工法／ECO NEWトルネード工法

エコストーンフローリング

シーリングファン／ミストファン／暖房設備

手動式移動棚

3Dデジタルサイネージ

LED照明

喫煙ブース

タオルウォーマー／暖房・換気システム

オフィス家具／キッチン収納家具

ホワイトボードシート

壁紙／リフォーム資材／オンデマンドサービス

エクステリア関連カタログ

間取り図一括作成サービス

資格認定講座

一人親方労災保険／福利厚生
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※東京ビッグサイト総合案内の裏にある会議棟のエスカレーターをご利用下さい※東京ビッグサイト総合案内の裏にある会議棟のエスカレーターをご利用下さい

営業支援システムサービスゾーン

高機能省エネ建材ゾーン

高機能省エネ建材ゾーン

デザイン建材ゾーン

デザイン建材ゾーン

リノベアイテム１００選

リノベアイテム１００選
知られざるこだわり商材揃い踏み

キッチンワールド

キッチンワールド

店舗・商業施設リニューアル展

YAMADA不動産／ONE TOP HOUSE
ヤマト
LIFE QUARTET
LIFE LABEL ／ dolive
らくらく現場
リアリムジャパン
LIXIL
リビング CG
リフィード
住宅リフォーム推進協議会
RoomClip
レポートキング
和久環組
早稲田ハウス

アシコー
アステックペイントジャパン
アップルゲートセルロース断熱
アル・テックス
エービーシー商会
エスイーエル
SFA Japan
エンデバーハウス
岡本インターナショナル
Onduline Japan
KARVI JAPAN
機能ガラス普及推進協議会
グローバル電子
コニシ
サイエンス
SUSTINA
J 建築システム
昭光通商
新東
スリーエステクノ
SEKI
積水ホームテクノ
ダイドレ／Tosk Remake Cover
髙儀
ツヅキ
ドリックス
長尾木鋼
南勝
ニッコー
日鉄日新製鋼建材
日本アクア
日本衛生センター
日本治水販売／日本制震システム
日本の窓
光冷暖システム
FEROOF Co., Ltd
フクビ化学工業
フロンテックレジン／プレマテックス
マテックス
三ツ星貿易
ミナミサワ
MINO
未来工業
ムラモト
モーベリーホーム
YKK AP

アイオ産業
AXCIS, INC
旭コンステック
イシカワ

アームズ・エディション
アウンワークス
amaken
アンジェ・リュクス
安心計画
ANDPAD
イオグランツ
伊藤テクノ
インターローカス
エイム
オーセブン
オーテック
介護リフォーム本舗
KAKUCHO
CUBIC
クラスココンサルファーム
global construction union
建築職人甲子園
建築資料研究社／日建学院
コジマヤ興業
コスモサウンド
古木ネットワーク
最強集客メソッド
サンキテック
シーピーユー
ジーングロス
JM
システムサポート
シップ
シャディ
住宅金融支援機構
職人起業塾
職人道場
SUMUS
赤外線技術向上協会
全国住宅営業認定協会
全国ハウジングマイスター協会
センリョクwith ニッカホーム／ラン・リグ
ソフトウェア・トゥー
ダイテック
タナベ経営
ダンドリワークス
DMカードジャパン
ディーシーエス
ディートレーディング
DATA KIT
トップリフォーム／プラネットグリーン
TRUST
DroneRoofer
長野住宅研究
日本住宅リフォーム産業協会
日本塗装名人社
ネクスト・アイズ
ハウス INハウス
ハウス ドゥ！
ハウスリフォーマー育成学院
ハピすむ
Hito-Robo
深森商事
物件王
プロタイムズ・ジャパン
PAINT LINE
ベターライフリフォーム協会
街建プロ
マップマーケティング
無添加住宅
メイズ

WAVE INC.
f. ディライト
エルックス
岡崎製材
オリジン
カリモク家具
カントリーベース
キツタカ
サンゲツ
SIEVE
清水
ジャパンブルー
シンコールインテリア
シンコール北陸
スイッチ
ターナー色彩
ダイドー
タカショー
Danto Tile
ダンドリビス
DHC
トキワ産業
日本壁装協会  Re 壁プロジェクト
ハンガーズ
ビザイン｠
フクイメタル＆クラフト
フレイムス
プレイリーホームズ
HOME STAGING JAPAN
北洋交易
POSH MADE
U-SELECT
LIMELIGHT

ビル・マンションメンテナンス展

カタログコーナー

ホテル＆旅館改装展

オフィス空間リノベーション展

楽天市場
ROUGH＆TOUGH
ROOM ESSENCE

安全塗料
e-teak 汎アジア貿易
岩井工業所
ヴィータ販売
ウッディワールド
エイ・ジェイ・テックス
エイブル
ekrea Parts ／日本エムテクス
エス・ディ・エス
エムフォーテック
カビ取り・除菌工房
季織苑
近畿アルミニウム
ケノフィックス・ジャパン
工房ヤマシタ
COTA-labo
コムラックス
サイホープロパティーズ
雑貨のAKR24
三栄商事
サンユーペイント
三洋
シオン
芝住宅総合開発
島田小割製材所
杉本
スリーワイ
セイキ総業

セブンホーム
大装
タニタハウジングウェア
谷元フスマ工飾
玉川窯業
TNコーポレーション
デザインプラナリア
東邦木材
内外
長江陶業
ながはる
ニチレイマグネット
ヒガシ
ひかり塗装
ヒノキ・ワークス
藤垣窯業
プテラ
モーブル
モリテックスチール
403
ONE ORDER

KITCHEN MIND
クラフトシマダ
クレド
KOHLER／日鉄物産マテックス
小林木工
G-Place
嶋本木工所
STUDIO KAZ
ちくま精機
ツナシマ商事

DELTA FAUCET／ロッキーズコーポレーション
日本デコラックス
松岡製作所
Re*blanc
リンナイ

FM防災 Lab
オンダ製作所
トルネードホールディングス

SSJ
ケイエスシー
サンステーションシステムズ
Life is Style

エル光源
ジー・スリー
森永エンジニアリング

Zhejiang Loctek Intelligent Motion Technology Co. LTD
タキロンシーアイ
菱洋エレクトロ

オンリーワンクラブ
スタジオアンビルド
日本ライフスタイル協会
一人親方労災保険組合

ビル・マンションメンテナンス展

店舗・商業施設リニューアル展

ホテル＆旅館改装展

オフィス空間リノベーション展

リフォーム会社の集客や営業・提案などの
業務を強力にサポートする商品や、システ
ム・サービスなどを展示します。

魅力的な店舗づくりのノウハウ、デザイン
建材、家具や什器など展示します。

防水・塗装や給・排水設備の更生をはじめ、
建物長寿命化への技術を展示します。

住まいの高機能化と省エネを推進、近未来
の住まいを実現するための建材や設備を展
示します。

「こんな商品があったんだ」と思わず唸っ
てしまう差別化建材を展示します。

キッチンの実物が多数勢ぞろい。最新機器
やパーツが多数並びます。

家具、デザイン内装材、分煙対策など集客
力を高める建材・技術を展示します。

働き方・居心地を考えた家具や内装デザイ
ンを展示。クリエイティブな働き方を。

価格競争を脱し、高付加価値提案を実現する
デザイン性の高い商品や建材を展示します。

営業支援システムサービスゾーン

セミナー
Ｂ会場

セミナー
Ｃ会場

施工デモン
ストレーション
Ｄ会場

スキルアップ
セミナー
Ｅ会場

トレンド技術
セミナー
Ｆ会場

トレンド技術
セミナー
Ｈ会場

セミナー
Ｉ会場

トレンド技術
セミナー
Ｇ会場

セミナー
Ａ会場

セミナー
Ｂ会場

セミナー
Ｃ会場

施工デモン
ストレーション
Ｄ会場

スキルアップ
セミナー
Ｅ会場

トレンド技術
セミナー
Ｆ会場

トレンド技術
セミナー
Ｈ会場

セミナー
Ｉ会場

トレンド技術
セミナー
Ｇ会場

セミナー
Ａ会場

大規模改修の総合見本市！

デザイン建材がずらりと並ぶ

次世代の注目建材目白押し

業務効率化、集客力向上を協力サポート
ワンランク上のキッチン提案を

働きやすい空間づくりのアイデア満載

意匠性の高い最新商材をラインアップ

宿泊施設改装アイテムを一同に展示

セミナー101・102・609・610会場は
東京ビッグサイト会議棟で開催します

セミナー101・102・609・610会場は
東京ビッグサイト会議棟で開催します

リフォーム産業フェア２０１９in 東京　出展企業一覧 会　場　案　内

東京ビッグサイト西３･４ホール
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