リフォーム産業フェア概要

日本最大規模のプロ向け
リフォーム展示会
リフォーム産業フェアは、
リフォーム業界唯一の
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、今回で24回目を迎えるプロ
向けの展示会です。
業界に携わる事業者の方々がビジネスを活性化
できるよう、
さまざまな切り口で最新の情報発信
を行っています。

新聞社ならではの主催者特別企画が盛りだくさん！

新しい商品・情報に出会える
全11種の特別企画を開催
リフォーム産業フェアの最大の特長は、長年リフォーム業界に根

ざして活動してきた新聞社が主催しているということです。
だか

リフォーム産業新聞はリフォーム
業界向けの専門新聞です。
1987年の創刊以来、マーケット
トレンドや各企業の動向、経営戦
略・ノウハウ、
商品情報など、
経営に
役立つ情報を発信し続けています。
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、
流通など幅広い
方々にご購読いただいています。

New Normal
リフォーム展

らこそ業界のトレンドをつかんだバリエーション豊かな企画を実
現できます。

キッチンや壁材などジャンル別に商品を集めた企画展やさまざ

まな課題解決につながるノウハウが得られる企画を用意しまし
た。知らなかった商品に出会い、今知りたい情報を取得できる場

長引くコロナ禍で新しい生活
様式は定着しつつあります。
そんな今こそ空間や暮らしご
とアップグレードできるリフォ
ームの出番です。ニューノー
マルなリフォーム提案に生か
すことのできる商品を集めま
した。

差別化提案に最適！個性派建材に出会える

リノベアイテム
100 選

を提供していきます。

２大メディアが展示会で初コラボ
工務店向け専門メディア
「新建ハウジング」と初コ
ラボ が 実 現。リフォーム
産業フェア内で、特別イ
ベント「リノベ工務店サミ
ット」を実施します。特設
コーナーで行われるセミ
ナーや展示は必聴、必見
です。

リフォーム産業新聞について

新しい暮らしの提案アイデア集結

知らなかった壁材の魅力に巡り合う

知られざる
壁材の世界展

オーダー、
輸入 こだわりキッチンが多数

キッチンワールド&
水まわりコレクション

あまり知られていないけれど

も面白い注目建材に出会え
るのがリノベアイテム100選
です。まるで蚤の市のような
雰囲気のコーナーには、他社
と差別化できる建材が所狭し
と並びます。独自提案するた
めのアイテムを探したい人に
おススメです。

集客
パビリオン

空間の印象、そしてそこで過
ごす人の心にまで大きな影
響を与える壁 材。世 の 中に
は多種多様な商品が存在し、
それぞれが持つ特長も千差
万別です。たくさんの壁材に
一遍に出会い、その魅力を
知ることができる新 企 画で
す。

建築塗装展

住宅＆不動産
人財 EXPO

リフォ ー ム 産 業 フェア と
ANDPADが連携し、
９つの特
別セミナーを開催します。デ
ジタル経営をテーマにした同
セミナーでは、
有識者の座談会
からSNS活用手法、
成功事業者
ノウハウまで幅広くラインアッ
プ。展示会場中央ANDPAD
ブース内で行います。

リフォーム業界で頑張る女性集合！

リフォーム
女子会ʼ22

いかにして有効なリフォーム
集客を行うかをテーマにチラ
シやDM、HPを利用した具体
的な成功集客手法をずらりと
並べた企画展。反響率3000
分の1以上を獲得しているチ
ラシや受注につながりやすい
DMの実物を展示します。

人財に関する悩みをなんでも解決

塗装ビジネスの発展をテー
マに特殊塗料や塗装に関わ
る最新のビジネススキームを
学べるブースが並びます。
また、計10講座のセミナーで
は、YouTubeなどの集客手
法から、近隣営業で9割受注
といった最先端ノウハウを用
意しました。

デジタル経営
セミナー

チラシや WEB の最新集客ノウハウ

塗装に関わる情報の最前線がここに

オーダーメードキッチンや
輸入水栓など意匠性が高
い商材を集めた人気企
画。一歩先行く提案に使え
るアイテムが揃います。キ
ッチ ン の 専 門 家 で あ る
STUDIO KAZの和田浩
一氏の協力のもと、つくら
れた展示空間は見ごたえ
があります。

必須であるデジタル化のヒントを提供

大 人 気 インテリアコー ディ
ネーター荒井詩万さんから学
ぶ「美しい暮らしをつくる仕
事術」
＆交流会開催♪ 同じ業
界で働く仲間との交流で、ス
トレス発散＆モチベ向上しま
しょう！先着30名様
（事前申込制）参加
費￥2,500（税込・お
申込みはこちら
土産付き）

年１度のチャンス！人気書籍が大集合
リフォーム雑誌
「リフォマガ」
や、
Amazonでも大人気のパー
フェクト教本など3000冊以上
の書籍を販売します。
読むとリ
フォームしたくなる！大人気販
促ツールを無料配布！リフォー
ム産業新聞電子版体
験コーナー、
ニュース
レター展示会開催。

経営において最も重要な課題
といえる人財をキーワードに西
展示棟のアトリウムで行う特別
企画展です。
リフォーム産業フ
ェアと賃貸住宅フェアの2大展
示会がコラボ。
住宅と不動産に
おける 採用 や 育成 生産性
向上 といったテーマ別課題解
決サービスが並びます。

詳細はこちら

出展企業一覧（カテゴリー別・五十音順）
水まわり
アイオ産業

セクショナルキッチン／オリジナルキッチン
／洗濯機上部用吊戸棚

アイクールジャパン

簡単5秒「トレルーノ」脱着可能自動水栓・
キッチン水栓

MTG

美容ブランド「ReFa」のファインバブル
シャワーヘッド／ドライヤー

オンダ製作所

リフォーム現場の流量不足を解決！
「ダブル
ロックジョイントRevos」

サイエンス

ウルトラファインバブル生成水栓各種／マ
イクロバブル入浴装置

produce・D

特許商品「とめーる君」洗濯共振・騒音を最
大70％抑制!／壊れない網戸

公式ホームページ

マルトク

リフォーム産業フェアの詳しい内容は
公式ホームページをご覧ください。
URL:https://the-bars.com/

会場案内

会場：東京ビッグサイト

住所 〒135-0063 東京都江東区有明３丁目11‑1
最寄り駅
・りんかい線
「国際展示場駅」
より徒歩約7分
・ゆりかもめ
「東京ビッグサイト駅」
より徒歩約3分

木製のキッチン

床・壁材・建具
イクタ

手軽に貼れるフレンチヘリンボーン／非木
質シートフローリング

WOODPRO

古材内装材シリーズ／パネル仕様の古材／
サーモ処理した高耐久足場板

SSJ

板硝子協会、硝子繊維協会、一般社団法人関東しろあり対策協会、キッチン・バス工業
会、一般財団法人経済調査会、一般社団法人JBN・全国工務店協会、一般社団法人住活
協リフォーム、一般社団法人住生活リフォーム推進協会、独立行政法人住宅金融支援機
構、一般財団法人住宅金融普及協会、一般社団法人住宅リフォーム推進協議会、一般社
団法人住宅リフォーム推進サポート協議会、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支
援センター、一般社団法人住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会、一般社団法人ステキ
信頼リフォーム推進協会、一般財団法人住まいづくりナビセンター、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、一般社団法人全日本瓦工事
業連盟、一般社団法人日装連リフォーム推進協議会、一般社団法人日本建材・住宅設備
産業協会、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、一般社
団法人日本建築士事務所協会連合会、一般財団法人日本建築センター、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DIY・ホームセンター協会、一般社団
法人日本塗装工業会、
日本木造住宅耐震補強事業者協同組合、一般社団法人ベターラ
イフリフォーム協会、一般財団法人ベターリビング、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、一般社団法人木造住宅塗装
リフォーム協会、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

壁紙屋本舗

自分で貼れる 破れにくい のり付壁紙 と
水だけで貼れる壁紙
畳／襖／障子／和内装

クボデラ

自然素材リフォーム／造作材プレカット／木
質空間建材

ゲットクリーンコート

「D-フィットスチールウォール」/ダイノック
フィルム

サンフェルト

シーンに合わせて自由に色を選べるフェルト
の壁紙

城東テクノ

窓枠カバー／防火・高気密型天井点検口
（45分準耐火構造対応品）

TIME&GARDEN

リサイクル・アップサイクルをテーマにした
壁仕上材

E-mail：bars@reform-online.jp

外壁・屋根材
オークマ

コロニアル屋根改修材「Ｃガード」／高耐久
金属屋根材
「Ｆガード」

新東

天然石粒鋼板屋根材

JSPA／匠屋

業界唯一の10年保証付き塗り壁材「Sto」
を
全国材工で対応

東邦シートフレーム
金属サイディング

フジカワプラスターコミュニティー

塗り壁材／下地調整モルタル／内外装仕上
げ材

三ツ星貿易

アルミ成型瓦屋根材「ス―パールーフ・ラス
ティックシングル」

エクステリア
ガーデン＆エクステリアのリフォーム提案

色が剥がれないスタンプコンクリート タフ
テックス

ダイドレ

透水化粧ふた／砂利樹脂舗装材／雨水タメ
マス用丸形透水化粧ふた

藤栄

タイル・石材／キッチンカウンターの傷補修
と防滑剤

PAEグローバル

人を幸せにする人”幸”芝
「CLOVER TURF」

木材塗料

撥水性の高い水性木材保護塗料「ウッドエ
イド」シリーズ

ユニマットリック

最短１分で外構計画が可能なWEBツール
「RIKsotomo」

家具・インテリア
AXCIS.INC

ヤマシタ

エフツー

リビングハウス

圓屋

木製壁パネル「ウオールスター」／集成フ
ローリング
「フロアスター」
家具卸売/モデルルーム・ショールームプロ
デュース/集客支援

Room Essence

家具・インテリア雑貨

省エネ
アップルゲートセルロース断熱

アップルゲートセルロース断熱「持続型住ま
い」

エコの助

これからの時代再び注目される
「太陽熱温水
器」

FKTlab

純国産 遮熱&断熱 遮断熱シート
「SDN-SHEET」
「SDN-PANEL」

エンデバーハウス

リフォームに最適なポリエステル健康断熱
材パーフェクトバリア

住宅設備
I-Light

省エネと除菌脱臭を同時に！LED除菌脱臭
灯
「ウィルド365」

SFA Japan

床下の排水管の敷設工事はもう不要「サ二
スピードプラス」

GROOVE

後付け可能な電気式床暖房

コンフォー

既存の浴室に設置できる
「お風呂ヒーター」

スリーエステクノ

床放射式暖房システム
「床暖だん」

DYNAUDIO JAPAN

ホームシアター／音響システム

ビームテック

体感型LED照明
「EWINDOW」

フクビ化学工業

リフォーム用断熱パネル「フェノバボードＲ」
／浴室リフォーム商品

未来工業

配管保護材

防災・防犯
エイム

雨漏り保証10年！粘着ゴムアスファルト
「屋
根下のルーフィン」

新コスモス電機

火災+一酸化炭素のハイブリッドな警報器

集客・営業支援

タイルメント

意匠的照明／トグルスイッチ／ハウスパーツ

テクナード

時代に左右されず、長年使いたいものをデザ
インするブランド

あつまる

オーダー洗面ボウル・キッチン／アイアン家
具シリーズ

アトムチェーン本部

ウッドシャッター／ブラインド／スクリーン

規格住宅フランチャイズ
「UNSTANDARD」

建築用接着剤

ドリックス

高い吸音性能を持つ硬質吸音フェルトボー
ド
「Felmenon」

ムラモト

TEL：03-6252-3450

madolino

レトロな型ガラスを再利用した木製室内窓
「マドリノ」

タフテックス

建材製品／巾木S＋
（ハバキSプラス）新築・リ
フォーム向け製品

〒104-0061 東京都中央区銀座 ８-１１-１

樹脂サッシ施工の導入支援サービス
「RAKUE+(プラス)」

室内木質ドア／ドア金物

岡崎製材

東都積水

主催：株式会社リフォーム産業新聞社 イベント事務局

BACホールディングス／リアルターソリューションズ

タカショー

貼って剥せる簡単除湿消臭シート
「ach-de(エチュード）」

※社判を押してお使いください。

セブンホーム

ステンドグラス／ステンドグラスドア製造販
売

脱プラ・循環使用に貢献できるエコストー
ンフローリング

キツタカ

後援団体名

窓・ドア

誰でも塗れる自然素材の塗り壁材「Wol10
(ウォーロ)」

EL COMMUN Inc.
友安製作所

ノーマンジャパン
福井金属工芸

石膏ボード対応軽量シェルフ／石膏ボード
対応猫ステップ

POSH MADE

シンプルな機能とデザインのDIYパーツで洗
練された空間づくり

DXで経営数字を全て見える化する
「セール
スホームクラウド」
本業に家電販売をプラスのご提案

UNSTANDARD

イメチェン

1㎡×1万円の定額制リフォーム「イメチェ
ン」
FC加盟店募集

IROHA.IE／Flexible Box
間取りを創る家
「Flexible Box」

売れる広告研究所

リフォームチラシ／リフォームホームページ

価格競争しない会社のための集客チラシ
「地
域リフォーム新聞」
木材・建材・住宅設備機器の買取専門店「圓
屋アウトレット店」

おうちカンパニー

おうちや暮らしの相談窓口「おうちのクリ
ニック」
パートナー募集

絆ジャパン

シャワーだけじゃもったいない！家中ウルト
ラファインバブル水！

キッズマネースクール

社会貢献をしながら圧倒的集客を実現する
為のサービス

くらしのマーケット

累計登録50,000店突破！リフォームなど生
活サービス集客サイト

コスモス・ベリーズ

本業に家電販売をプラス！暮らしまるごと提
案で顧客満足度UP！

ゴッタライド

ホームページ制作・改善／SEO／広告によ
る
「ウェブ集客支援」

シップ

差別化×見込・顧客管理による業績最大化

新大陸

500社超の実績! SNS・HP・広告の戦略運用
で集客最大化

業務支援サービス
アルファブックス・アルファ企画

商業施設など設計デザインの専門書を発行

家撮り部

建築写真撮影／フォトブック作成／家具レ
ンタル

職人道場

超即戦力職人育成所

ジャパン・ロボ・ファクトリー

コスト安、簡単操作で使える床下・天井裏点
検ロボット

DMカードジャパン

ハガキ型建築系製品情報誌
「アークカード」

トップリフォーム

職人不足を解消します！全国対応・均一価格
の施工管理サービス

nat

まったく新しい現調ツール「Scanat（スキャ
ナット）
」

日本住宅保全協会

即業績UPのスキルが身につく
「メンテ営業
アカデミー」

日本長期住宅メンテナンス有限責任事業組合

工務店様向けアフターサポート代行の決定
版
「おうちケア定期便」

ハイアス・アンド・カンパニー

大手並みのアフターサポートを手間なく提
供
「家価値サポート」

jigsaw

プレミアムウォーター

JIBUNHAUS.

monect／インベストデザイン

プロも住みたいと思う家、超高性能デザイン
規格住宅
住宅FC・VC「ジブンハウス」／VR・CG制作
サービス

センリョク

リフォーム業界のスタンダード作りに貢献す
る会員制ネットワーク

タウンライフリフォーム

お客様から直接依頼が届く！固定費不要の
集客サイト

ヌリカエ／イエウール

リフォーム一括見積もりサイト／不動産一括
査定サイト

ハウスドゥ

川上ビジネス！相見積なし！利益率アップ！
不動産FCハウスドゥ

100％地震保証の会

多様なデザインのウォーターサーバー／天
然水の宅配サービス
経理書類DX化サービス
「monect」

ルミカ

住宅や高所の点検・撮影に 最長11.5mの超
ロング一脚

業務支援テクノロジー
雨宮

シロアリ対策ビジネスパートナー募集

ANDPAD

Make House

打合せがスムーズに！間取り作成・リフォー
ム提案アプリをご紹介

住宅フランチャイズ／ネットワーク

リショップナビ

オーセブン
オーテック

業務効率化ソリューション／商材流通

Saﬁe Pocket2／Saﬁe GO シリーズ

即決革命

リフォーム見積・受注・発注システム
「即決革
命」

ソフトウェア・トゥー

世界最小！スマートなモバイルカラーピッ
カー Pico
（ピコ）

丹青社

建 材・装 飾 材 等 の 廃 番 品 専 門 E C サイト
「フォーアース」

DATAKIT

リフォーム統合管理システム SAKSAK

凸版印刷

かんたん操作と積算制度が自慢です
「せきさ
ん係長ＥＸ」

協力会社紹介／DX支援

建築資料研究社／日建学院
CONOC

工務店が現場目線で作った「CONOC業務
管理システム」

補助金等々と事業者

住宅リフォーム事業者団体

日本優良ビルダー普及協会

工務店・リフォーム社向け勉強会／交流会／
動画配信／マッチング

東日本サイディング事業協同組合

窯業系サイディング／金属サイディング／
金属屋根

ベターライフリフォーム協会
住宅リフォーム事業者団体

資格・その他
ヤマト

純日本産の管理医療機器

リノベーションコーディネーター

リノベーションコーディネーター養成講座/
リノベーションショップ

キッチンワールド＆水まわりコレクション
アイクールジャパン
オーダーキッチン

レンジフード

産廃の委託契約書を電子化
「エコドラフト」

ビルトインキッチン機器

トライシクル
Tractable

画像認識AI「AI Property」

ネットプロテクションズ

集金・回収業務を全て代行！集金DXを実現
する
「NP後払いair」

パナソニック

工務店と施主の家づくりをクラウドで支援
「sumgoo(スムグー)」

freesia／匠工房

住宅業界特化の営業支援システム
「Casmo'」

ベーシックインフォメーションセンター

クラウド型建築計画情報プラットフォーム
「KJ CLOUD」
工務店のための接客&営業支援クラウド
Webブラウザで見積作成、原価管理！業務
支援システム
「i-Reform」

VR・住宅プレゼンソフト

ラクス

電子請求書発行システム
「楽楽明細」

リフィード

営業支援／リフォーム販促サポート

工具・工事用品
オフ・コーポレイション

ジェル状強力かび取り剤「かびとりいっぱ
つ」

理想の住まいをバーチャルで体感！
「カラデ
コ360」

住まいのリフォーム
探し

リフォームマッチングサービス／工務店サ
ポートアプリ

カラーアンドデコ

ワンストップリノベ事業強化・立上げ/DX支
援

レッツクリエイト

saﬁe

ご存知ですか？ 現場仕様の道具が揃う
「オフ
の店ウェブショップ」

住宅会社向け受注・来場数アップを実現する
顧客・追客管理ツール

クラフトバンク

「エデルステインコーティングシステム」
で建
物に宝石の輝きを

職人・工事会社探し・正社員採用で人手不足
を解消！
「助太刀」
／
「助太刀社員」

KASIKA

リフォーム集客数国内No.1サイト
「リショッ
プナビ」

リノベ不動産

助太刀

メガソフト

ミツモア

LIFE LABEL/Dolive

見積大棟梁シリーズ（内装版／外装版／退
去版）

建築3次元CAD/空間プレゼンツール/営業
支援VR

配線不要のAIカメラで人物検知・人数カウン
トソリューション

11年間でリフォーム年商50億円増加！秘密
は電球！ボール！？

サンキテック

メイズ

iYell

Agx/Eta Compute/丸文

MED Communications

日本住宅リフォーム産業協会

住宅営業支援システム／手書き図面をAIが
3D化システム

いえーる ダンドリ リフォーム ／ いえーる
ダンドリ ／ いえーる 住まいチャット

不動産仲介業参入支援ネットワーク
「物件
王」

明日から使用できる住宅商品パッケージ
「S」
全16種

コンピュータシステム研究所

マイホム

イオグランツ

初期費用!月額使用料0円!無料のインター
ネット受注サービス

住宅リフォーム推進協議会

現場コミュニケーションアプリ／住宅仕様確
定クラウドサービス

施工・経営一元管理サービス
「ANDPAD」

建設業界初の「wallstat」による100%地震
保証

物件王

コムテックス

鈴木油脂工業

太平洋コンサルタント
外壁診断システム

ダンドリビス

壁面・石膏ボードの収納提案商品

団体
雨漏り検診技術開発研究所

雨漏り事案解決のサポートサービス／雨漏
り検診資格試験

HEJ

GAGGENAU

KITCHEN MIND

オーダーキッチン

クラフトシマダ
オーダーキッチン

クリナップ

キッチンテーブル
「HIROMA」

クレド

オーダーキッチン

グローエジャパン

知られざる壁材の世界展
壁紙屋本舗

自分で貼れる 破れにくい のり付壁紙 と 水
だけで貼れる壁紙

K3walldepot

大量生産型からの脱却。
デジタルプリントシ
ステム導入サポート

サンゲツ

お部屋のアクセントに！セレクトオーダーの
デジタルプリント壁紙

サンフェルト

シーンに合わせて自由に色を選べるフェルト
の壁紙

タカラスタンダード

新しい暮らしを発信する、
マグネットがつく
ホーロー壁材

輸入壁紙

トーザイクリエイト

木目不燃化粧板 WRAPPING WALL eco

とちタッチ

栃木県大谷石漆喰×栃木県伝統素材左官技
術・触りたくなる壁
「とちタッチ」

モザイクスタイル

だれでも簡単にできる 廃棄をしないサステ
ナブルな模様替え

リンテックサインシステム

デジプリ壁紙「プリンテリア」／デジプリシー
ト
「パロアデコ」

建築塗装展
アル・テックス

積雪地凍害専用耐久性塗装工法「外壁もど
〜る」

水系遮熱塗料
「アドグリーンコート」

オーガニックペイント

NCK

STUDIO KAZ

ガイソー

外装リフォーム専門のボランタリーチェーン

SHINSEI

ディスポーザー／生ごみ処理機

タイムラプスで施工をみえる化「セコウラプ
ス」

アウトドアグリル／調理機器／食洗機

外壁・屋根塗装サービス

ツナシマ商事

日本塗装名人社

DELTA FAUCET

PAINT LINE ジャパン

パウダールームコーディネート

BLANCO

世 界 トップ クラ ス の シ ン クブ ランド
BLANCO

Bosch

ビルトイン食器洗い機／IHクッキングヒー
ター

売上UP支援ツール／次世代型高品質無機
塗料

リノベアイテム 100 選
アイチ金属

カスタムメタル〜金属で空間をリメイク

岩井工業所

軽量薄くて取付簡単後付OKひさし

マイセット

ウッディワールド

松岡製作所

ヴィータ販売

フレームキッチン
「SOU」
オーダーキッチン

矢島

オーダーキッチン

リラインス

水栓金具／洗面ボウル／バスルームアクセ
サリーなど

リンナイ

ドミノ式コンロ／オーブン／マイクロバブル
バスユニット

いぶし瓦壁材・床材／超軽量いぶしセラミッ
クMOMO

サンユーペイント

自然派塗料／漆喰塗料／リバーテーブル製
作用エポキシ樹脂

島田小割製材所

木製ボールペン販売／ひのき精油・雑貨販
売

住まいのオーダーメード館403

オーダーメード建材・インテリアの専門サイ
ト

谷元フスマ工飾

オーダーキッチン

日本インテリアコーディネーター協会

光洋製瓦

テシード

S:U:S

米国水栓 デルタフォーセット

女性のための次世代デザイン作業服

セイキ総業

冒険と刺激に溢れたANDREW MARTINの
壁紙コレクション

エコスオーガニックペイント

ちくま精機

カラーテクノ

チェルシーインターナショナル

ドイツ・グローエの洗練されたデザインの
キッチン水栓

使い勝 手に合わせて自由にプランできる
オーダーキッチン

かじ新

ご使用中の椅子やベンチシートにぴったりの
カバーを作成

輸入フローリング／コルク床／ウッドデッキ

炭酸泉装置（ワンパスタイプ／循環タイプ／
マルチタイプ）

エイブル

瞬間調光液晶ガラスシステム「サプライズ・
ガラス」

縁code

テレワーク時代、付け外しできるマグネット
収納
「マグライフ」

NewNormal リフォーム展
サンワカンパニー

デザインにこだわった宅配ボックス機能門柱
／玄関用手洗いボウル

ステップ・ワン

水道工事のいらないタンク式ポータブル手
洗ＴＥＡＲＡ
（テアラ）

タカギ

サイクロンバブルミストシャワー水形搭載
洗面用水栓
「キレイスト」

TSUNAGU DOOR
電気を使わない自動ドア

ナスタ

屋内外どこにでも据置設置可能な小型宅配
ボックス

フクビ化学工業

高断熱ダブルハニカム生地「ハニカム・サー
モスクリーン」

腰 壁シート「 ベリーウェイ」/ 出 隅 保 護 材
「ピュアナガード」

既存建具枠を活かしたリフォーム用の引戸
／開き戸／クローゼット

スマートロック／ホームセキュリティー／
IoT

玉川窯業

軽量タイル カルセラ

大装

銀系光触媒・次世代抗菌剤 デオコーキン

ダイパネ工芸

お好みの色に特注色塗装

デザインプラナリア

ステンドグラス制作

内外

連動LED照明その他

長江陶業

デザインタイル各種

ニチレイマグネット

磁石が使える不燃内装壁材／マグネット機
能のあるエコカラット

橋本産業

画像が浮かび出てくるサインボード「Neo
board」

撥水道場

軽トラック荷台用落下防止対策品／長尺資
材固定用品

美和ロック

住宅＆不動産人財 EXPO
建築転職

建築系技術者に特化した、人材紹介サービ
ス
「建築転職」

ザメディアジョングループ

「人財」
「採用」
「出版」等をテーマに提案する
ブランディング

職人起業塾

志教育×職人技能×高等教育のキャリア教
育通信高等学校

Standard Force

教育ではなく記憶を提供、建築教育アプリ
「NOGAZO」

ミキワメ

適性検査ミキワメ／ミキワメウェルビーイン
グは人事を支援するツール

ラン・リグ

登録者1万人！ “超”プロ人材紹介サービス
「即戦力くん」

RE/MAX JAPAN

壁面・石膏ボードの収納提案商品

世界的不動産FCブランドで低リスク・低コス
トの事業拡大

意匠性塗装サービスVALPAINT/HAYMESPAINT/
JOLYPATE/COLORWORKS

リフォームスキル研修／営業ツールの提供
／個別コンサルティング

はっぴーでこらいふ
ひかり塗装

福山キッチン装飾

オーダーキッチンで使われる特別な面材／
イタリア左官材／差別化塗材

藤垣窯業

ガルバリウム鋼 板でタイルを張る新 商 品
「MExT」
ーメクストー

ベル・グローバル・コーポレーション
伸縮自在なポールで天井と床との間で突っ
張る強力な養生システム

モーブル

リ・ワークショップ

カタログ展示
エルックス

おしゃれなインテリア照明
（北欧）
のカタログ

ノエシス

32年・全国2000社の導入実績。工事総合管
理ソフトのパイオニア。

ベストワン

無垢の羽目板床材のカタログ

環境に優しいクッション材「RICEWAVE ラ
イスウェーブ」

モリテックスチール

室内物干し器ルームハンガー／EV車用ケー
ブル自動巻取り充電スタンド

ユアハウス

天然石複板／ライト・ストーンパネル

Wanderpaper

京襖紙技術を応用した国産壁紙/スペイン漆
喰/抗ウィルス製品

出展企業の
詳しい情報は
こちらから

共創 時代における住宅ビジネス
生き残りのヒントを提供

セミナー受講方法

ステージセミナー
会場：アトリウム

7/26（火）

経営セミナーは必ずセミナーチケットをご購入ください

事業戦略
10年後は9割の会社がなくなる！
？
2大メディアがホンネで語る住宅ビ
ジネス生き残りポイント
新建新聞社
代表取締役社長

経営セミナー情報はこちら

リフォーム産業新聞社
取締役報道部長 福田善紀
13：00〜13：50

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

業界予測
しゃべくり４ 緊急参戦！しゃべくり4
が語る「共創」
「業界再編成」
「住宅業
界の未来」

経営セミナー以外のセミナーについて
経営セミナー以外のステージセミナー、デジタル経営セミナー、建築塗装展
セミナー、住宅＆不動産人財EXPOセミナー、組織づくりセミナー、トレン
ド・技術セミナー、施工デモンストレーション、リノベ工務店サミットの受
講は無料です。ただし、デジタル経営セミナーの一部とリノベ工務店サミッ
トについては事前申込が必要になりますのでご注意ください。

⑥ ⑦

⑧
609

④

西3ホール

⑨

③

①

607 608

⑩

607、608、609会場
は会議棟です。
西展示棟とは距離が
ありますのでご注意
ください。

無料

7/26（火）

10：30〜11：20
YouTube集客 チャンネル登録者数17万人！先駆者が隠さず語る

YouTube運用・活用法の全容

塗り替え道場

代表取締役

ど塗装会社であれば知っておきたい屋根材の基礎知識
エーシャギー

代表

5億の壁を超えるための3つの要素
オリバー

代表取締役

レインボーブリッジも塗装した新ビジネスを学ぶ
4U

代表取締役

行うべき儲かる元請けと儲かる下請け事業の作り方
R・コーポレーション

代表取締役

10：30〜11：20
近隣営業
近隣営業で9件中8件同時受注！年間売上2.4億円の

スーパー営業マンが実践するセールステクニック
取締役部長

安次嶺陽氏

11：50〜12：40
単価向上
平均単価140万円、受注率70％の塗装提案を実現！

利益が残せる塗装ビジネスの神髄とは
PLジャパン

代表取締役

松川幸弘氏

13：10〜14：00
事業戦略
全51店舗を縮小へ！これからの時代に生き残るため

のスモール塗装事業戦略

日本塗装名人社

代表取締役

池田大平氏

14：30〜15：20
WEB集客
広告費ゼロのネット集客で売上15.9億円！WEB活

用の雄が教えるHP作りの基本のキ
シェアテック

代表取締役

大久保誠二氏

15：50〜16：40
ブランディング 廃棄塗料の活用で企業価値向上！新時代にマネした

い紹介が後を絶たない会社の作り方
ヌリーズ

代表取締役

佐藤政夫氏

無料

代表取締役

代表取締役

定版！社長がいなくても成り立つ会社の作り方
代表理事

囲い込める新時代の人材活用術
代表取締役

HR取締役社長

松本洋明氏

11：50〜12：40
採用ノウハウ 中小企業でも施工技術者が採れる！超人材不足時代

における採用ノウハウを一挙公開
トップリフォーム

代表取締役

永井良氏

人件費0円⁉の
やる気ある人 と共創する新不動産仲介モデル
CEO

佐久川靖行氏

14：30〜15：20
マネジメント戦略 事業拡大したいなら、
No.２を作りなさい！イチから

教える右腕人財の必要性
ソリューション

代表取締役

長友威一郎氏

14：30〜15：20 リフォーム業界をけん引するトップランナー3社が集結！

コロナ不況に負けない、限界知らずの成長戦略とは？

トップランナーの戦略

オノヤ
代表取締役社長
小野浩喜氏

マエダハウジング
代表取締役社長
前田政登己氏

OKUTA
代表取締役社長
小泉太氏

15：50〜16：40

注目企業

リフォーム売上高550億円超！ヤマダデンキの知られざる
「家具・インテリア・リフォーム」融合販売戦略とは？

「再販事業」ビジネス成功の理由

インテリックス

エフステージ

取締役執行役員 相馬宏昭氏

代表取締役社長 藤島昌義氏

11：50〜12：40

市場トレンド

激変するリフォーム業界で次は何が流行るのか？
「リフォームビジネス」の未来予測
リフォーム産業新聞

編集長

集客、デザイン…受注を伸ばすためのビジネスモデルを公開

マンションリノベ

ジョンソンホームズ
Rデザイン事業部執行部 M＋ナチュリエリフォーム マネージャー
谷本泰氏

常務取締役 深見栄太氏
14：30〜16：00
（90分）

生産性向上 「日本一大切にしたい会社」
を作ったらリフォーム売上77億円！
「顧客」
よりも
「社員」満足度を重視する異端の経営戦略とは？
島根電工

代表取締役社長

荒木恭司氏

16：20〜16：50
（30分） ※こちらのセミナーの価格は1000円です。

業界トピックス 30分でわかる！専門誌記者が足で稼いだ
「リフォーム
業界の最新ニュース」
解説
リフォーム産業新聞

チーフ

芦原拓

成長できる企業に必須の要素を学ぶ

会場：展示ホール内

組織づくりセミナー

無料

7/26（火）

10：30〜11：20
No.２の能力 No.２が会社の売り上げを3倍に伸ばす！右腕育成に

必要な３つの力とは！

代表取締役

長友威一郎氏

11：50〜12：30 （ワークショップ）
自己改革
仕事のマンネリ化を実感していませんか？たった40

分の自己改革ワークショップ
組織人事コンサルタント

大阪拠点

永坂紗希氏

13：30〜14：20
部下育成
部下の育成に悩んでいる方、必見！部下のやる気を

引き出す5つの要素

組織人事コンサルタント 東京拠点 マネージャー 濱川桃子氏
14：50〜15：30 （ワークショップ）
自己変革と部下育成 上司・部下間のコミュニケーションが変わる！たった

2つの取り組み

大阪拠点

永坂紗希氏

16：00〜16：50

社内体制づくり 若手人材が活躍できる組織体制づくりで大切な3つ
のポイント

注力UPの3ステップをご紹介します！
代表取締役

7/27（水）

10：30〜11：20
No.２の能力 No.２が気づかぬうちに起こしてしまう大きな3つの

勘違い！

ソリューション

代表取締役

長友威一郎氏

11：50〜12：30 （ワークショップ）
自己改革
これで契約率倍増！意外と知らない4つのコミュニ

ケーションタイプを知る術

大阪拠点

永坂紗希氏

13：30〜14：20

社内体制づくり 若手人材が活躍できる組織体制づくりで大切な3つ
のポイント

組織人事コンサルタント 東京拠点 マネージャー 濱川桃子氏
14：50〜15：30
部下育成
部下の育成に悩んでいる方、必見！部下のやる気を

引き出す5つの要素

内山義之氏

16：00〜16：50
No.２の能力 No.２が会社の売り上げを3倍に伸ばす！右腕育成に

必要な３つの力とは！
ソリューション

代表取締役

長友威一郎氏

3000 円

会場：会議棟609

経営セミナー

有料

3000 円

これからの住宅経営に必要な要素を集結

デジタル経営セミナー

7/26（火）

7/26（火）

単価アップ 「住設展示のみ」から塗装、LDKの店に深化！ 年商3000万
円から3.5億円に伸ばした工務店のショールーム戦略とは？

性能向上リノベ 人気工務店が推進する中古住宅仲介+リノベ戦略！戸建て
の「性能向上リノベーション」
で他社と差別化するノウハウ公開

YouTube集客

10：30〜11：20

丸山工務店

代表取締役

廣瀬正美氏

11：50〜12：40

デザイン・プランニング デザインをパッケージ化！単価が1.5倍以上になる仕
組化戦略
Make House

代表取締役

眞木健一氏

13：10〜14：00

動画集客

YouTube登録者１万人超え！売上、人材増につながった
ノウハウ公開、チラシだけの営業から脱却しませんか？
駒商

代表取締役

駒走宜久氏

14：30〜15：20

出店戦略

社長就任でリフォーム売上が10億円から76億円に！
激戦区大阪でも成長し続けるアートリフォームの戦略とは
アートリフォーム

代表取締役

地域密着

水回り・外装・リノベと事業拡大し、年商7億円突破！多
能工育成まで着手した、地域密着店の戦略を大公開
ワイケイアート

10：30〜11：20

岡庭建設

代表取締役

上田晴夫氏

専務取締役

池田浩和氏

11：50〜12：40

リノベ業界のこれから 中古住宅仲介×リノベ実績は累計4000戸超！全国1位のワンストップリノベ事
業者「リノベる」が語る、これからの暮らしと住宅提供者に求められる役割とは？
リノベる

代表取締役

山下智弘氏

13：10〜14：00

不動産×リノベ 中古住宅×リフォームで年間30億円もの改修売上に！
「ワンストッ
プ」のパイオニアであるナカジツが今も勝ち続ける理由とは？
不動産SHOPナカジツ

執行役員

杉江純人氏

14：30〜15：20

リノベモデルハウス 「お化け屋敷が新築並みに？」、中古物件をリノベ販促

10：30〜11：20

マンション買取再販 設立から10年で買取再販売上250億円突破！再販業界の勢
力図を塗り変えた地域シェアナンバーワンの戦略とは
レジデンシャル不動産

代表取締役

内田廣輝氏

業界予測

新建新聞社
代表取締役社長
三浦祐成氏

経営管理

11：50〜12：40

リフォームEC 「リフォームECサイト×地域密着」
で稼ぐ！デジタルとアナログ
を組み合わせた集客方法で年間2000件も受注できた方法
くつろぎホーム

代表取締役社長

黒木太郎氏

13：10〜14：00

外装リフォーム 塗装リフォームで売上3億円超え！チラシに頼らず、
ウェブ、YouTube、
ショールームの3点セットで集客
中山コーティング

代表取締役

中山晃祐氏

14：30〜15：20

ショールーム 水回り住設70台超ショールームにLDKモデルルームを
プラス、
単価アップ＋認知拡大で住設原価高騰に挑む
リブウェル

代表取締役

金井敬氏

15：50〜16：40

リピート受注 次から次へとリピート受注が舞い込む！リフォーム売り上げを
伸ばし、
「顧客満足度」
を最大化する自社職人の育成ノウハウ
グッドハート

代表取締役

平田輝雄氏

トレンド・技術セミナー

最新商品や技術ノウハウを
詰め込んだ全42講座

代表取締役

WEB集客

じげんライフサポート
DivDivision Head
石塚雄氏

リノベショールーム 中古＋リノベを強化したいならショールームを改革せよ！リ
フォームワンがオープンした高額案件が舞い込む店作りとは？
リフォームワン

代表取締役社長

舞い込む「リノベ＆不動産仲介」の成功モデルとは？

志賀塗装

リノベース

代表取締役 志賀晶文氏

代表取締役

阿久澤透氏

14：30〜15：20

マンション仲介×リノベ 1年間で累計3億円のリフォームを契約した営業マンも！コロナ禍
でも増収増益を達成するウィルの「中古×リフォーム」戦略解説
ウィルスタジオ

コンサルタント

瀧口和也氏

15：50〜16：40

戸建て買取再販 空き家850万戸時代の救世主となるか。年間6000戸超
の「買取再販」を手掛ける最大手カチタスの現在と未来
カチタス

会場：展示ホール内

代表取締役

無料

7/26（火）A会場

7/26（火）B会場

7/26（火）C会場

11：00〜11：30 集客力アップ
時代に逆行！
？来場数2倍、生産性2倍は当
たり前のDX戦略公開
あつまる

11：00〜11：30 事業戦略
リノベ不動産が全国で成功してる理由と
は？事業の裏側徹底公開！
リノベ不動産

11：00〜11：30 事業戦略
契約数と売上を倍増！リフォームにローン
を活用する方法大公開！
iYell

11：40〜12：10 提案力アップ
理想の住まいをバーチャルで体感！VR活
用で提案力UP！
カラーアンドデコ

11：40〜12：10 業務効率化
建設DX推進 システム導入で利益率
10%up＋管理部門負担を1/3を実現
CONOC

11：40〜12：10 事業戦略
本業に家電販売をプラス！暮らしまるご
と提案で顧客満足度ＵＰ！
コスモス・ベリーズ

13：00〜13：30 提案力アップ
今、求められるエクステリア受注に向けて
のスキーム
ユニマットリック

13：00〜13：30 集客力アップ
集客・ブランディングによる差別化で月3
件の紹介連鎖を実現
キッズマネースクール

13：00〜13：30 業務効率化
新人1人が10分で現調出来る！全く新し
い3Dスキャン現調ツール
nat

13：40〜14：10 提案力アップ
11年間でリフォーム年商50億円増加！秘
密は電球？ボール？潤滑油？
MED Communications

13：40〜14：10 業務効率化
10分で作れる自社アプリで差別化する！
工務店のDX戦略
マイホム

13：40〜14：10 住宅性能向上
業界初の雨漏れ保証10年!!高性能ルー
フィングで屋根に安心をプラス
エイム

14：20〜14：50 住宅診断
確実な雨漏り解決法を武器にリスク回避
と利益誘導を図る
雨漏り検診技術開発研究所

14：20〜14：50 業務効率化
DXで解決！効率的な作業員配置と電子受
発注による新しい働き方
コムテックス

14：20〜14：50 職人不足対策
紹介と異なる人手集めの新手法！有効活
用した3つの事例をご紹介
助太刀

15：00〜15：30 法改正
放置しておくと実は損する
「インボイス制
度」
monect／インベストデザイン

15：00〜15：30 業務効率化
「画像認識AI」の挑戦―リフォーム職人負
荷の軽減にむけて
Tractable

15：00〜15：30 事業戦略
工務店スマート経営塾〜エネルギー付リ
フォームの可能性〜
絆ジャパン

15：40〜16：10 事業戦略
新規参入に必要なものが全て揃う！新築
の集客＆絶対に売れるノウハウ
UNSTANDARD

15：40〜16：10 提案力アップ
御社の本業に家電製品の販売をプラスさ
れませんか？
アトムチェーン本部

15：40〜16：10 職人不足対策
職人不足を解消！50社超の成長中元請が活用
するクラフトバンクのエージェントサービスとは？
クラフトバンク

7/27（水）A会場

7/27（水）B会場

7/27（水）C会場

11：00〜11：30 集客力アップ
『100%地震保証』
を全棟標準でコストダ
ウンも実現する方法とは？
100%地震保証の会

11：00〜11：30 集客力アップ
性能全面押しの規格住宅だから売れる！
競合に勝てる戦略を大公開
jigsaw

11：00〜11：30 提案力アップ
やっぱりスゴイ！逆＆速描きパース実演
【手描きパースの巨匠 宮後浩】
コラムデザインスクール

11：40〜12：10 提案力アップ
営業未経験者が大活躍！そんなエコ商材
と営業の仕組み
エコの助

11：40〜12：10 業務効率化
集金・回収業務を全て代行！集金DXを実
現する
「NP後払いair」
ネットプロテクションズ

11：40〜12：10 集客力アップ
デジタル世代対策！手遅れになる前に住
宅会社はこの世代をどう攻略すべきか。
LIFE LABEL／Dolive

13：00〜13：30 住宅診断
雨漏り原因の明確化と信頼性を基に的確
な是正提案を確立
アマケン関西

13：00〜13：30 業務効率化
匠工房直伝！失注率downと成約率upを
支える社内管理＆固定費削減術
freesia

13：00〜13：30 集客力アップ
WEB経由で年間130億円超！トップ層分
析から見えた成功モデル解説！
ヌリカエ

13：40〜14：10 提案力アップ
受注している工務店・リフォーム会社の
プレゼン手法とは？
メガソフト

13：40〜14：10 業務効率化
交換系・部分リフォームの見積・契約書が
現調時に最短10分！時短システム
即決革命

13：40〜14：10 事業戦略
現業の業績向上&利益率アップ直結の不
動産売買仲介業とは？
ハウスドゥ

14：20〜14：50 差別化建材
人気美容ブランド
「ReFa」による
だけでキレイになる家づくり
MTG

14：20〜14：50 集客力アップ
平均粗利率40%！相見積ゼロ！不動産から
のリフォーム受注のロジック公開
物件王

14：20〜14：50 事業戦略
【ローリスク】正社員はもう古い！業務委託
で即戦力を即ゲット！
センリョク

15：00〜15：30 集客力アップ
リペアーとメンテナンスをきっかけにリ
フォーム受注の仕組を公開！
おうちカンパニー

15：00〜15：30 集客力アップ
住宅会社向け受注・来場数アップを実現
する顧客・追客管理ツール
KASIKA

15：00〜15：30 事業戦略
国策「国土強靭化」対応「レジリエンスリ
フォーム」
という考え方
絆総合研究所

15：40〜16：10 集客力アップ
OB顧客1億円収益化する住宅診断＋火
災保険リフォーム提案
日本住宅保全協会

15：40〜16：10 集客力アップ
累計登録50,000店突破！国内最大級のリ
フォーム集客サイト
くらしのマーケット

15：40〜16：10 業務効率化
1万世帯で売上1億円実現をサポートす
る顧客管理システム
シップ

住む

山﨑昇氏

にビジネスチャンスあり！大改修が次々
13：10〜14：00 「中古戸建て」
戸建て仲介×リノベ

SNS活用

鰭沼悟氏

11：50〜12：40

施工実演を生で
見られる

会場：展示ホール内

無料

7/26（火）

部長

渡部耕太郎氏

Speee
ヌリカエ事業部 事業部長
上野健人氏

ドアーズ
統括マネージャー
後藤拓夢氏

Instagram・Twitterによるブランディングで売上10億円！
若手が離職せず女性も集まる左官会社の取り組みを完全解説
原田左官工業所

代表取締役社長

原田宗亮氏

秋野弁護士登壇！工務店、リフォーム会社様が今から取
電子契約・電子受発注 り組むべき電子契約・電子受発注の対応とそのポイント
11：50〜12：40

司会 アンドパッド
執行役員 経営戦略本部 法務部長
岡本杏莉氏

匠総合法律事務所
弁護士

秋野卓生氏

13：10〜14：00

利益確保

売上10億円企業が行う超効率化！地域で選ばれ続ける
リフォーム店の営業利益10％を残す業務推進の全容！

中村工務店

司会

代表取締役 中村鉄男氏

税理士

御堂筋税理士法人
小笠原知世氏

★

14：30〜15：20

リフォームDX 出張版 ANDPAD ONE Conference リフォーム
DXの最新事例紹介！
アンドパッド 社長室 コミュニティマネージャー 平賀豊麻氏

15：50〜16：40

新集客法

新井健資氏

施工デモンストレーション

ERP事業部

３大塗装ポータルサイトが夢の共演 WEB集客
の最新ニーズと明日から使える㊙集客テクニック

15：50〜16：40

10：30〜11：20

groove agent

★

アンドパッド

7/27（水）

石井誠氏

司会 アンドパッド
代表取締役社長
稲田武夫氏

原価高騰に負けない経営体質改善！ANDPADを
活用した実行予算徹底管理の事例紹介！

10：30〜11：20

代表取締役

部長

14：30〜15：20

7/27（水）

エンラージ

司会 アンドパッド
第一事業本部 第二部
貫翔太氏

リクルート
SUUMO編集長／SUUMOリサーチセンター長
池本洋一氏

10：30〜11：20

ワンストップ 年平均成長率150％の秘訣！ワンストップリノベ事業
のデザイン品質、サービス戦略、組織作りを公開

わずか１年半でチャンネル登録者数１万人突破！
「ニッカちゃ
んねる」担当者が完全公開するYouTube立ち上げ手法

2023年に向けて住宅事業者がやるべきことを3者が
断言！絶対聞きたいキーパーソンによるミライ予測

7/27（水）
高単価受注 ウェブとカフェ運営で500万円超え全面改修を年80棟
受注！粗利もしっかり3割確保するリノベ戦略最前線

です。申込は
QRコードより

無料

12：00〜13：30

望みグループホールディングス 代表取締役社長 倉坪茂親氏

15：50〜16：40

会場：エリアB2 ★のセミナー
は事前申込制
ANDPADブース内

ニッカホーム中部
本社 広報 YouTubeチーム
増田俊介氏

に活用、売上6倍の4億円を達成したビルダーの智略

大本哲也氏

15：50〜16：40

金子裕介

13：10〜14：00 マンションリノベーションで競合に勝つ方法とは？物件探し、

有料

有力事業者の成功ノウハウを学ぶ

7/26（火）

ヤマダホールディングス 執行役員（経営企画室長兼サスティナビリティ推進室長） 清村浩一氏

買取再販

会場：会議棟608

経営セミナー

佐々木拓朗氏

組織人事コンサルタント 東京拠点 マネージャー 濱川桃子氏

15：50〜16：40
受注力向上
競合他社を見るな、顧客を見よ！ 明日から使える受
リアルターソリューションズ

代表取締役

組織人事コンサルタント

13：10〜14：00
人材活用術
新たな収益と人材ローコストで
RE/MAX JAPAN

伊藤大輔氏

組織人事コンサルタント 東京拠点 マネージャー 濱川桃子氏

10：30〜11：20
新卒採用
知識ゼロから始める新卒採用！初めてでも採用を成

功させるイロハを徹底解説

武翔太氏

有力事業者の成功ノウハウを学ぶ

ユウマペイント

代表取締役

原田岳氏

7/27（水）

ザメディアジョン

伊藤建装

組織人事コンサルタント

外不出の自衛隊式勉強法とは
代表取締役社長

営業企画部

認知度UP＋CS向上の3本柱で外装戦国時代を生き抜く

外壁塗装

渡邉昇一氏

15：50〜16：40
人材育成法
1日わずか5分の勉強で建築士試験にも受かる!？門
LTU

BXゆとりフォーム

、反響営業＋
13：10〜14：00 「私はこうして売上3億円超えを達成した」

高橋剛志氏

14：30〜15：20
人材活用術
人材は外部に頼りなさい！超優秀人材を低コストで
ラン・リグ

ホームテック
リフォームプライス武蔵野店/杉並店 店長
齋藤一輝氏

パナソニックリフォーム
関東支社茨城営業所 つくば営業所所長
車田智彦氏

山商リフォームサービス
業務部広報課 人事担当
仲宗根直子氏

原田直人氏

13：10〜14：00
マネジメント戦略 現場士気を圧倒的に上げるマネジメント改革の決
職人起業塾

人材教育

ソリューション

で優秀リフォーム営業マンになるための実践型育成法
リ・ワークショップ

アートリフォーム
元統括支店長 顧客開発室
入江耕平氏

人材の定着と成長を実現する５つのポイント
〜ベンチマーク企業に公開取材！〜

11：50〜12：40

戸谷信彦氏

11：50〜12：40
人材育成法
契約率90 ％のひげチョッキ先生が教える、
凡人が1年

日向野竜司氏

7/27（水）

シンライズ

ネクストプラス

上田雅人氏

15：50〜16：40
利益確保
塗装売上1億円は誰でも突破できる！小規模会社が

会場：アトリウム

が跳ね上がるスケッチ提案スキル講座

小川博司氏

14：30〜15：20
新ビジネス
可能性しかないロープアクセス事業を徹底解説！

友安製作所
代表取締役社長
友安啓則氏

10：30〜11：20
提案スキル
口下手営業マンの救世主！しゃべらなくても契約率

安達智氏

13：10〜14：00
売上向上
売上40億円の北陸のトップランナーが語る、3億、

HUB＆STOCK
代表者
豊田訓平氏

7/26（火）

小林勝庸氏

11：50〜12：40
屋根基礎知識 外装スペシャリストが初登壇！雨漏り、
アスベスト問題な

ツクリンク
代表取締役社長
内山達雄氏

住宅＆不動産人財EXPO セミナー

大規模リフォーム神営業の競演！トップセール
スの凄腕テクニックを完全公開

住環境ジャパン

カラーアンドデコ
代表取締役
加藤望美氏

育成や採用など人財の悩みを一挙に解決

リフォームコンパス
代表
西尾肇氏

3000 円

10：30〜11：20 2社で買取再販物件2000戸を販売！大手２社が語る

マーケットトレンド
驚愕の新発想！住領域のスペシャリス
トたちが語るこれからの住まいづく
りの常識とは

セミナーC会場⑧組織づくりセミナー⑨ステージセミナー⑩住宅＆不動産人財EXPOセミナー

7/26（火）

10：30〜11：20

有料

7/27（水）

13：00〜13：50

術セミナーA会場⑤デジタル経営セミナー⑥トレンド・技術セミナーB会場⑦トレンド・技術

建築塗装展セミナー

BTTSUDAI Inc.TOKYO
CEO
林哲平氏

ラン・リグ
アト
代表取締役
取締役CSO
渡邉昇一氏
飯田佳弘氏
シップ
新大陸
代表取締役
代表取締役
小松信幸氏
鈴木宏佳氏
ハイアス・アンド・カンパニー
家価値サポート担当顧問
中林昌人氏

①リノベ工務店サミット②建築塗装展セミナー③施工デモンストレーション④トレンド・技

会場：展示ホール内

サンプロ
代表取締役
青栁弘昭氏

集客
知らなきゃ困る住宅ビジネス最新集客ト
レンド！専門家4人が最新手法を一挙公開

1Fアトリウム

最新塗装ビジネスノウハウを詰め込んだ珠玉の10講座

マイホム
代表取締役CEO
乃村一政氏

11：00〜11：50

経営セミナーの会場は、
東京ビッグサイト
会議棟６Fで開催します。

西4ホール

ダンドリワーク
代表取締役社長
加賀爪宏介氏

7/27（水）

セミナー会場案内
⑤

三浦祐成氏

会場：会議棟607

経営セミナー
営業

11：00〜11：50

リフォーム産業フェア公式ホームページのセミナー情報ページから聞きた
いセミナーを選択し、
「このセミナーに申し込む」をクリックすると、販売サ
イト「Peatix」に移動します。希望するセミナーのチケットをご購入くださ
い。クレジット・コンビニ・ATMでお支払いいただけます。

②

無料

有力事業者の成功ノウハウを学ぶ

カンブリア宮殿出演！家具屋3代目社長が語る、住宅会
社集客に対するインテリアコーディネートの重要性
リビングハウス

参加無料

代表取締役社長

北村甲介氏

要事前申込

リノベ工務店サミット

11：30〜12：00 住宅性能向上

既存壁の上から施工OK！汚れにくく
割れにくい塗り壁への外壁リフォーム
JSPA／匠屋

13：00〜13：30 簡易施工

発泡ウレタンでラクラク施工！どん
な窓でも簡単に断熱化で収益ＵＰ

BACホールディングス／リアルターソリューションズ
13：45〜14：15 差別化建材

１日でどこでもトイレを簡単増設！省
施工で水回り改修の新提案
SFA Japan

14：30〜15：00 施工写真撮影術

施主に感動を与える住宅写真撮影
1枚の写真からつながる現場ストーリー
家撮り部

15：15〜15：45 職人不足対策

職人不足を解消！大工も左官も社内
で職人社員を内製化する方法

世の中に住宅がある限り、リフォーム・リノベーションは必ず必要
です。多様なプレイヤーがひしめくリフォーム市場でも、地域工務
店は大変重要な役目を担っています。新築時からメンテナンスやリ
フォームを継続的に行えるのは、地域と顧客に密着した工務店なら
ではの特性ですし、新築並みの性能を実現する大規模リノベーショ
ンも、新築で培った技術があってこそ。人口減少、脱炭素・エネル
ギーショックによる省エネルギー化の要請、高まる一方の生活者の
性能・質に対する要求、資材ショックなど、向かい風は強いが、工
務店らしいリフォーム・リノベーションが輝く時代でもあるはずです。
新築偏重から脱却し、家守りからリフォーム・リノベーション、将来
の相続や売却まで、あらゆる局面に対応できる「リノベ工務店」に
なるためのヒントを、実践者や識者の意見を通じて提示します。
リノベ工務店サミットの最新情報・参加申込は、新建ハウジング
DIGITAL で。

新建ハウジング

検索

職人道場

7/27（水）

11：30〜12：00 差別化建材

１日でどこでもトイレを簡単増設！省
施工で水回り改修の新提案

併催イベント

SFA Japan

13：00〜13：30 職人不足対策

職人不足を解消！大工も左官も社内
で職人社員を内製化する方法
職人道場

13：45〜14：15 簡易施工

発泡ウレタンでラクラク施工！どん
な窓でも簡単に断熱化で収益ＵＰ

不動産オーナーや賃貸仲介・管理会社が多く来場する、賃貸住宅
業界最大級の展示会。新商品の発表や商談の場となる企業ブー
スは150社以上が出展予定。契約電子化で導入が進む各種デジ
タルツールのほか、最新の住宅設備を体験できます。

BACホールディングス／リアルターソリューションズ
14：30〜15：00 住宅性能向上

既存壁の上から施工OK！汚れにくく
割れにくい塗り壁への外壁リフォーム
JSPA／匠屋

15:15〜15:45 施工写真撮影術

施主に感動を与える住宅写真撮影
1枚の写真からつながる現場ストーリー
家撮り部

「住まい×介護×医療展 」は介護医療業界の経営者層が来場す
る展示会です。介護医療セミナーでは、介護・医療報酬Ｗ改定、介
護DX、LIFE、人材定着など業界の最新情報や動向、注目トレンド
をご紹介します。

