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主催：新潟日報社　共催：（株）リフォーム産業新聞社
後援 ： 新潟県、新潟市、長岡市、上越市、（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター、（一社）新潟県建築組合連合会、（一社）新潟県建築士会、新潟県木材組合連合会、新潟県瓦工事業協同

組合、（一財）にいがた住宅センター、（一社）新潟県建築士事務所協会、（公社）新潟県宅地建物取引業協会、（公社）全日本不動産協会新潟県本部、（一社）新潟県設備設計事務所協会、
新潟県中小企業団体中央会、（一社）日本住宅リフォーム産業協会、（一社）マンションリフォーム推進協議会、日本木造住宅耐震補強事業者協同組合、（一社）住宅リフォーム推進協議会、
（一社）ベターライフリフォーム協会、新潟県住宅リフォーム推進協議会、（一社）リノベーション協議会

【事務局（企画・運営）】株式会社 広伸　　【お問い合わせ】新潟日報社 広告部「日報住まいのリフォームフェア2019春」係 TEL.025-385-7432

新築・リノベ・不動産フェア

2019春
はじめての住宅取得を応援！

日報

リフォーム
フェア

新潟 リフォームフェア

同時開催

住まいの

ハイブ長岡
（長岡市千秋３-３１５-１１）

時間／〈土曜〉10：00～17：00　〈日曜〉10：00～16：30 入場無料

新潟市産業振興センター
（新潟市中央区鐘木１８５-１０）

リージョンプラザ上越
（上越市下門前４４６-２）

3/9　10上越会場
［第9回］

3/2　3新潟会場
［第26回］

2/23　24長岡会場
［第12回］

土 日 土 日 土 日



2019年
4/30まで応募〆切

見本

家族構成に合わせた間取り、耐震性、寒さ・暑さ対策、光熱費削減

など、住まいに関する様 な々問題をその場で解決！直接プロに相談

できる絶好のチャンスです。リフォームをはじめ、新築、リノベーショ

ン、不動産、ゼロエネルギー住宅、補助金など最新情報も満載！！

※先着300名様※50万円以上の契約が対象

商品券1000円分
ご来場の上、出展者
へ見積依頼された方
にプレゼント！

日用品
ほか

アウトドアグッズ　3会場合計15名様

あったかグッズ　3会場合計50名様 生活応援賞　3会場合計200名様

ライフプラス家電　3会場合計15名様

防災・便利グッズ　3会場合計50名様

参加賞

リフォームフェアで住まいに関するご成約をされると、
2万円のお祝い金を先着100名様にプレゼント！

2万円
先着 100名様にプレゼント！！

※イベント内容・出展者などが、一部変更になる場合があります。

リフォームも！新築も！不動産も！
住まいの困りごとはココで解決！

住まいの相談して！見積して！成約して！豪華特典いろいろ！！

来場＆相談プレゼント 対象 ●ブースでの住まい相談　●住まいセミナー聴講

成約
お祝い金

見積依頼プレゼント

CAPTAIN STAG
ハンモック&スタンドセット

バルミューダ
BALMUDA The Range

ケルヒャー
高圧洗浄機

スマートウォッチ
活動量・心拍計

マキタ 
コーヒーメーカー 

レンジ専用調理器具
NEWレンジクック

貯水タンク

スリープ
マット

SOTO 
トーチチャッカー

モバイル
バッテリー

LED
ネックライト

ダッチオーブン ポータブル
コーヒーメーカー あったかソックス おいしいビール各種商品券

500円分 おいしいワイン 麺類いろいろ

CAPTAIN STAG
CSブラックラベル
アルミツーウェイ
ロールテーブル70

snow peak
リトルランプ
ノクターン

CHUMS
ブービー
タンブラー

snow peak
チタンシングル
マグ450

snow peak
FDベンチRD

COLEMAN 
アウトドアワゴン

STANLEY
ハッピーアワーシステム

CAPTAIN STAG
アルミ背付ベンチ

CAPTAIN STAG
コットントートバッグ

CAPTAIN STAG
CSクラシックス

木製4段MOVEラック

CHUMS
ポップアップサンシェード

Direct Designs 
Note book

Pottable Grill SS
ノートブックSS

2019年
6/28まで応募〆切

住まいの最新商材大集合！
リフォームバーゲン＆ショールーム

住まいのプロと直接相談
疑問・難問もすっきり解決！

県下最大級！
住まいや暮らしが一堂に！！



総合リフォーム●（株）アンドクリエイト●S'style home 斎藤建築●上村工務店●空間工房なごみ乃家 （有）永井建築●（有）小室建設●三協アルミ 一新助家ネットワーク●住まいの
リフォーム専門店アクト（アクト一級建築士事務所）●住友不動産（株）新築そっくりさん●住友林業ホームテック（株）●（株）総合住宅システム●（株）トピアホーム●にいがた・木のぬくもり
が育てる愛奏の家つくる会 ●（株）新潟材協 クオリティハウス●（株）日本ハウスホールディングス長岡営業所●（株）ハーティーホーム●Panasonic リフォームClub ダイエープロビス（株）
●三井のリフォーム 三井ホーム　　新築・リノベ･不動産●大きな森 （株）永井工業 住宅事業部●加藤建築 プラスエナジーハウス チャコの家●セルコホーム新潟中央●（株）高田建
築事務所●ディテールホーム●ナチュラルウォール●（株）能建●平屋生活●（株）星野工務店●YAMATIKU/RE住むstudio●（一社）リノベーション協議会　　水まわり●（株）ウッド
ワン●永大産業（株）●クリナップ（株）●タカラスタンダード（株）●TOTO（株）●パナソニック（株）●（株）LIXIL　　省エネ・断熱・ドア・窓●旭ファイバーグラス（株）●エム・ティ・ケイ
（株）●（株）コロナ●石油連盟・石油システム中央推進協議会●東北電力（株）●新潟県ガス協会・北陸ガス（株）●日本住環境（株）●三菱電機住環境システムズ（株）●YKKAP（株）
外壁･屋根・エクステリア●アイジー工業（株）●旭トステム外装（株）●ケイミュー（株）●Decore （株）デコレ●電気屋根融雪・床暖房システム （株）恵比寿加工●ニチハ（株）●日新製
鋼建材（株）●（株）羽賀板金●屋根・外壁・雨といの専門工事店（株）杉本ルーフ●（株）家根惣　　内装・家具●DAIKEN●（株）ニチベイ●（株）ノダ●丸三製薬バイオテック（株）●
吉野石膏（株）　　資金・各種相談●（株）エヌ・シィ・ティ ●コープにいがた●生活協同組合コープクルコ　　シニアライフ●カイロプラクティックヘルスケアセンターグループ●ミスター
ビルドながおか・（有）長岡石材センター●（株）ヤマト　　職人さん・プチリフォーム●住まいの修理・相談センター長岡店／スミサン（株）●（株）塗建グループ

■長岡会場 〈67社・団体〉

規模の大小に関わらず
総合的なリフォーム相談ゾーン

総合リフォーム
リノベーション・新築・不動産
などに関する相談ゾーン

新築・リノベ・不動産
住まいの省エネや断熱化等に
関する展示・相談ゾーン

省エネ・断熱・ドア・窓
キッチン、バス、サニタリー等の
商品展示・相談ゾーン

水まわり
屋根・外壁・エクステリア等の
商品展示・相談ゾーン

屋根・外壁・エクステリア

インテリア・家具などの
商品展示・相談ゾーン

内装・家具
小工事や、職人さんへの

相談ゾーン

職人さん・プチリフォーム
資金・補助金などの
各種相談ゾーン

資金・各種相談
よりよいシニアライフのための
相談・展示・体験ゾーン

シニアライフ
食・美容・健康など、住まい以外の
暮らしに関する展示・相談ゾーン

くらし＋

総合リフォーム●アサツマ建築店●ありがとう工房（株）永井建設●（株）アンドクリエイト●イワコンハウス新潟（株）●インターデコハウス新潟 （株）エクセレントホーム●（株）魚野建築
●オウルの家●（株）大井●小田工務店●オフィスHanako（株）●Katoken●（株）光英住宅●斎藤建築・須藤建築工業所・総合建設宮村組・建築のくらしまと仲間たち●（株）坂詰製材所 
サカヅメハウジング●（株）さとう建匠●三協アルミ 一新助家ネットワーク●（有）スキル 近藤栄一塗装店●住まいのリフォーム専門店アクト（アクト一級建築士事務所）●住友不動産（株）
新築そっくりさん●住友林業ホームテック（株）●大栄リフォーム●（有）宝建設●ツルマキリフォーム●（株）長北工務店●（株）ナレッジライフ 再生良家●にいがた・木のぬくもりが育てる愛
奏の家つくる会●新潟県ガス協会・北陸ガス（株）・北陸ガス認定ガスショップ●（一財）にいがた住宅センター●（株）新潟藤田組●（株）日本ハウスホールディングス 新潟支店●ハートライ
フDaiken （株）大建建設一級建築士事務所●PanasonicリフォームClub （株）ナカムラ●光・風・緑四季の家（株）大進建設●フクダハウジング（株）●ミサワリフォーム北越●三井ホーム 
北新越ホーム（株）●（株）モリタ装芸●（株）ユースフルハウス リノベ不動産●Yoshikawa architecture （有）吉川建築●Laugh’s style（株）●リフォームアウトレット●ロクワの家 （株）小
野組 住宅事業部　　新築・リノベ･不動産●大きな森  （株）永井工業 住宅事業部●（株）重川材木店 建築部●千癒の家 （株）わいけい住宅●新潟商工会議所 建設・不動産業部会
●新潟リフォームクラブ●（株）ハートライク●（株）パパまるハウス●マンテンワークス　　水まわり●（株）ウッドワン●永大産業（株）●クリナップ（株）●（株）シンセンリフォーム●タカラスタ
ンダード（株）●TOTO（株）●パーパス（株）●パナソニック（株）●（株）LIXIL　　省エネ・断熱・ドア・窓●旭ファイバーグラス（株）●エム・ティ・ケイ（株）●（株）Ost.オスト●カネカケン
テック（株）●（株）コロナ●東北電力（株）●（株）新潟日立●ニチアス（株）●（株）日本アクア●日本住環境（株）●三菱電機住環境システムズ（株）●ローヤル電機（株）●YKKAP（株）
外壁･屋根・エクステリア●アイジー工業（株）●旭トステム外装（株）●（有）大那工業●ケイミュー（株）●（株）角田塗装●Decore （株）デコレ●ニチハ（株）●日新製鋼建材（株）●塗
替・張替 吉田建装●（株）満天●安田瓦協同組合●（株）家根惣　　内装・家具●アイカ工業（株）●家具処ほしの●DAIKEN●（株）ニチベイ●（株）ノダ●丸三製薬バイオテック（株）
●吉野石膏（株）　　資金・各種相談●3D建築CADシステム アーキトレンドZERO●（公社）全日本不動産協会新潟県本部●（公社）新潟県宅地建物取引業協会●パルシステム 
新潟ときめき生協　　シニアライフ●クリニカルカイロプラクティックグループ●ティッセンクルップ・アクセス・ジャパン（株）●（株）ヤマト　　職人さん・プチリフォーム●斑鳩建築
くらし+ゾーン●コープにいがた●生活協同組合コープクルコ●POLA

■新潟会場 〈102社・団体〉

総合リフォーム●e-ｇｒoup（株）●家’Sハセガワ（株）●ウシキ（株）●木の家づくり体感研究会 片建設（株）●三協アルミ 一新助家ネットワーク●住まいのリフォーム専門店アクト（アクト
一級建築士事務所）●住まいるOSCAR上越営業所●住友不動産（株）新築そっくりさん●（株）日本ハウスホールディングス 上越営業所●（株）能建 上越支店●ホームイングパートナー
●（株）丸山建設●（株）丸山工務店●（株）未来●リフォーム＆リノベーションいちぼくどう／（株）一木堂●WaGOCORO design+works　　新築・リノベ･不動産●（株）内山工務店
●Wood Lab Ki-na●ASJ新潟上越スタジオ〔（株）笠原建設〕●越後上越「がいちょ」な家つくりの会●（株）オンダ建築デザイン事務所●（株）カネタ建設（上越支店）●（有）建築工房ク
ラフト●（株）三商●（一社）リノベーション協議会　　水まわり●（株）ウッドワン●永大産業（株）●クリナップ（株）●タカラスタンダード（株）●TOTO（株）●パナソニック（株）●（株）LIXIL
省エネ・断熱・ドア・窓●旭ファイバーグラス（株）●エコ開発事業●エム・ティ・ケイ（株）●京セラソーラーFC上越●（株）コロナ●東北電力（株）●新潟県ガス協会・上越市ガス水道局
●三菱電機住環境システムズ（株）●ローヤル電機（株）●YKKAP（株）　　外壁･屋根・エクステリア●ニチハ（株）●日新製鋼建材（株）　　内装・家具●DAIKEN●東洋テックス（株）
●（株）ノダ　　資金・各種相談●コープにいがた●生活協同組合コープクルコ●POLA　　シニアライフ●カイロプラクティックセンター上越●（株）ヤマト　　職人さん・プチリフォーム
●（株）塗建グループ

■上越会場 〈53社・団体〉

※イベント内容・出展者などが、一部変更になる場合があります。

補助金相談コーナー 【協力】 新潟市、長岡市、上越市
 （一社）新潟県建築士事務所協会中越支部

無料・資料カウンター出展者一覧



スペシャル イベント

ファミリーステージ WESTアウトドアパーク

かんたん健康診断 おとなのワインバル

スペシャルトーク＆レッスン 事前予約は行なっておりませんので、直接会場へお越しください。

キッズパフォーマンス

実演のコンテナガーデン
プレゼント！

ＮＨＫ「趣味の園芸 やさいの時間」出演
恵泉女学園大学 教授

フィットネスモデル・
クロスフィットトレーナー

長岡会場

2/24（日）10：30～

藤田智の野菜日和
～春から始める楽しい野菜づくり～

藤田　智 さん

元Noismダンサー・ヨガインストラクター

真下　恵 さん

低山トラベラー
山旅文筆家

新潟会場
3/2（土）10：30～

大内　征 さん

ほしひかる さん

ＮＨＫ「趣味の園芸 やさいの時間」出演
園芸家

新潟会場 3/3（日）13：15～
上越会場 3/9（土）13：15～

長岡会場 2/24（日）15：00～
新潟会場 3/3（日）14：30～
上越会場 3/10（日）15：00～

韓国料理研究家

いんくん （ファン インソン）
長岡会場 2/23（土）13：15～
新潟会場 3/3（日）11：15～
上越会場 3/10（日）10：30～

植物の育て方より育ち方を知る
～一鉢から始まるドラマチックな世界～

深町 貴子 さん

AYA さん
元将棋棋士・個人投資家

桐谷 広人 さん 片岡 鶴太郎 さん

近藤麻理恵設立の日本ときめき片づけ協会
ときめき片づけコンサルタント

漫画「そばもん」制作協力・登場多数
蕎麦文化の第一人者
江戸ソバリエ協会理事長

Ⓒ山本おさむ／小学館

長岡会場 2/23（土）14：30～
新潟会場 3/2（土）15：00～
上越会場 3/9（土）14：30～

長岡会場 2/23（土）
新潟会場 3/2（土）
上越会場 3/9（土）
11：30～

こんまり流ときめき片づけ法
～今日から実践！ 片づけで出会える幸せの時間～

名店に学ぶ
家庭で味わう江戸の蕎麦前

元Noismダンサーと楽しむ
体と心のコミュニケーション
～誰でも気軽に楽しめるヨガの時間～

かわいすぎる料理研究家・いんくんが伝授！
美容と健康にうれしい韓国料理

低山案内人の大内征が語る
最新版！ 低山歩きの楽しみ方

AYA トーク＆フィットネス
～自分を強く、美しくするクロスフィットの魅力～

教えて桐谷さん！
株主優待生活の楽しみ方

鶴太郎流人生の楽しみ方
～流れのままに～

Special events

県内のキッズによるパフォーマンスステージ！

全会場 土日 12：10～

聴講の中から
書籍プレゼント！

聴講の中から
書籍プレゼント！

聴講の中から
「神田まつやのそば味噌」
プレゼント！（数量限定）

聴講の中から書籍＆
実演プランターを
限定プレゼント！

聴
講
の
中
か
ら

書
籍
プ
レ
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ン
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！

聴
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長岡会場
2/24（日） 13：30～

新潟会場
3/2（土） 13：30～ 上越会場

3/10（日） 13：30～

長岡会場 2/23（土）
①10：30～ ②15：15～

●無料試飲会
●限定ワイン福袋

●漢方健康相談
●健康食品・酵素飲料販売

●ワンコイン
　血流健康
　チェック

出店／保利薬品 出店／ワインショップ・エノテカ新潟店

新潟会場全会場

全会場

●ハンモックゆらゆらくつろぎコーナー
●焚火入門 ～かんたん薪割り体験と焚きつけ作り～
●アウトドアなんでも相談室
●キャンプ体験インスタ写真撮影

リラックス＆楽しいアウトドアライフを
体験できる特設コーナー！

エノテカセレクトのワイ
ンをリーズナブル価格
でご提供。
※なくなり次第終了

※イベント内容・出展者などが、一部変更になる場合があります。

聴
講
の
中
か
ら

書
籍
プ
レ
ゼ
ン
ト
！

聴講無料

長岡
初登場！

上越
初登場！

キリリッと参上！かつぶしまん

新潟会場
3/3（日）

上越会場
3/9（土）

①10：30～ ②15：15～
かなえて！ゆめのダンスショー



おいしい！ ごはんマルシェ

全土日10:00～販売開始！ 売切れ次第終了！！

スペシャル グルメフェスタ

自慢のからあげ大集合！

全国お取り寄せ
スイーツフェア

人気店のパン大集合！

こだわりパンマルシェ

全土日10:00～販売開始！ 売切れ次第終了！！

全土日販売〈1回目〉11：00～〈2回目〉13：30～
10：00～会場で整理券を配布

全国の有名・人気スイーツ大集合！
会場で限定販売！

厳選セール! 売り切れ御免！

県内人気店のパン大集合！ 遠くの名店も会場で買える！

厳選！県外有名店の
お取り寄せパンを限定販売！

ごはんとおかず3品のお得ランチ

コストコフェア

Special gourmet Festa

選べる3品！手づくりおかずランチ

ほっとCafeスタンド

1日先着50名様限定
お持ち帰りそば
なんと約3人前1,000円！

蕎麦打ち道場一寿の会代表
新潟県ダッタンそばの会会長

板垣 一寿さん

出店／旬食酒好Yuu、ランタンルージュ、Mt.Japan、ポポロン、古町アジア六番町、パスタ古町、上越ベイコク

雪室コーヒー＆ドリンク各種
春桜咲くクレープ

出店／café Komachi

そば打ち名人登場！
打ち立てそば祭り

※イベント内容・出展者などが、一部変更になる場合があります。

京都東山茶寮
抹茶モンブランロールケーキ

花畑牧場
自家製チーズタルト

お菓子のくらた
醤油マカロン

カトーマロニエ
ほわたまチーズケーキ

明治の館 
チーズケーキ ニルバーナレア 

江戸流行婦凛 
江戸流行婦凛プリン 

TERAKOYA
オリーブ・サンド

小松製菓
チョコ南部PREMIUM
シキズ・セサミ

玉子屋やまたか
天国のぶた
たぶん世界一
濃厚なプリン

ｎａｂｅｍｉｔｓｕ
名古屋コーチン卵のプリン

さくら工房のお店森のクレソン 
かぼちゃの生チョコレート瓜

住吉屋
とろけるショコラ 御福餅本家

お福餅

富貴堂
生クリーム大福

菓舗唐草
枇杷かすた

薩摩菓子処とらや
さつまのかりんとまん サンクロウ

ブラウニー母さん 
ひとくちブラウニー

虎屋本舗
ざるそばそっくりなモンブラン

山方永寿堂 
きびだんご

パティスリージョーカー
とろバウム

徳　島 鹿児島広　島岡　山

バランタイン
とりいさん家の芋ケーキ

神　戸

大　阪京　都

群　馬

北海道 岩　手 秋　田 栃　木 茨　城

静　岡

名古屋

三　重

長　崎

東　京

宮　城

GRAND MARBLE KYOTO 
マーブルデニッシュプレステージ

シロクマベーカリー 
オーガニックブレッド

シフォン富士
ふじフォン

天然酵母パン専門店ドラゴーネ
幻の食パン

パンドサンジュ
とびばこパン

グルマンヴィタル
黒糖黒豆ブレッド 

ドルチェ・ヴィータ 和島トゥー・ル・モン
アルモニエ

REGINA
SWEETS&BAKERY

パンランド 赤倉観光
ホテルベーカリー

パン工房メナージュ 天然酵母パンMi-a サン・フォーレット パーノトリア ブレッドアース

天然酵母の薪窯パン工房
マリラ

プレール 新潟地粉パンの店
cosa

ちいさなパン家
カシェット

メリーズ

村上

岐阜

北海道

京都 山梨 東京

大阪

新潟 新潟 新潟 新潟

新潟 新潟 三条 三条 長岡

長岡 長岡 上越 上越 妙高

限定スイーツ
コストコ自慢の
巨大ピザ

オリジナルパン

ビッグサイズで
レアな商品
いっぱい！

大好評！人気のスイーツやパン大集合！
新潟で買えないコストコ商品を限定販売！

おろしポン酢
からあげ

チリダレ
からあげ

塩こうじレモン
からあげ

塩わさび
からあげ

サクサク衣の塩レモン
からあげ

生姜醤油ダレ
からあげ

鶏そぼろ チビオムレツ 牛スジ土手鍋 ポルチーニ
クリーミーシチュー

緑黄色野菜たっぷり
牛すじ煮込み

手仕込み
県産とんかつ



電気を創って、蓄えて、かしこく使う、
HEMSセミナー

三菱電機住環境システムズ（株）

3/9（土）10（日）
14：00～14：40

賢い家づくりは～高気密・高断熱
住宅に28年住んでみて！～

おけまさ設計
一級建築士　櫻井八千夫 さん

3/3（日）
14：00～14：40

帰りたくなる家づくり
片づけが楽になるリフォームとは

（株）アンドクリエイト
ライフオーガナイザー
森 真理 さん

3/2（土）3（日）
10：45～11：15

～すぐに役立つ～失敗実例から学ぶ
塗替えと張替えリフォームの『5つの間違い』

（有）スキル（近藤栄一塗装店）
職人歴34年　代表取締役
近藤 栄一 さん

3/2（土） 14：00～14：40
3/3（日） 11：30～12：10

創業50年の外装専門業者がお伝え
したい、外壁リフォームの大切なこと

（有）大那工業
代表取締役　大那 幸明 さん

3/2（土）3（日）
13：15～13：45

「えっ！？ただ塗装すれば良いんじゃないんだ・・・」
《たった30分で身に付く》外壁塗装や張替えで
後悔しないマル秘ノウハウを限定公開

各塗料メーカー5年連続
新潟県NO.1実績　（株）満天
専務取締役　一級塗装技能士
戸建住宅劣化診断士　満永 健二 さん

3/2（土）3（日）
14：00～14：40

「新潟いい家の会」から大事なお知らせ。
幸福になる住まいのつくりかた。

（株）坂詰製材所
専務取締役　桐生 透 さん

3/2（土）3（日）
12：10～12：40

失敗しない！
全面リフォーム・増改築セミナー

ハートライフDaiken
（株）大建建設一級建築士事務所
事業部長　高橋 尚久 さん

3/2（土）3（日）
13：10～13：50

9年連続開催！ 失敗しない！
新潟の外壁リフォームセミナー

ハートライフDaiken
（株）大建建設一級建築士事務所
店長　番場 和也 さん

3/3（日）
11：20～12：00

家を買うのではなく、一生の健康を買うのです。
～本物の健康住宅をつくる工務店からの提案～

－千癒（ちゆ）の家－
代表　中山 修 さん

3/2（土）
10：40～11：10

事前予約できます！
Webからご予約ください

※予約なしで当日ご聴講もできます。
無料 住まいセミナー全43講座！

知っていますかオール電化住宅の
光熱費。15年後の未来の家教えます

ハウスオブザイヤー・3年連続受賞
加藤建築　加藤 正勝 さん

2/23（土）
11：20～12：00

電気を創って、蓄えて、かしこく使う、
HEMSセミナー

三菱電機住環境システムズ（株）

3/2（土）3（日）
14：50～15：20

9年連続開催！ 失敗しない！
新潟の外壁リフォームセミナー

ハートライフDaiken
（株）大建建設一級建築士事務所
店長　大瀧 翔平 さん

3/2（土）
11：20～12：00

次の世代へ繋げるリフォーム
今ある住宅で長く安心して暮らすには

（株）羽賀鈑金
代表取締役　羽賀 満 さん

2/23（土） 10：40～11：10
2/23（土） 13：10～13：50

小さな家庭用エアコン1台で家じゅうを冷暖
房。超省エネしながら快適な暮らしを教えます

ハウスオブザイヤー・3年連続受賞
加藤建築　加藤 正勝 さん

2/24（日）
11：20～12：00

わが家の耐震改修

長岡市耐震改修推進協議会

2/23（土） 12：10～12：40
2/24（日） 10：40～11：10

電気を創って、蓄えて、かしこく使う、
HEMSセミナー

三菱電機住環境システムズ（株）

2/23（土）24（日）
14：00～14：40

帰りたくなる家づくり
片づけが楽になるリフォームとは

（株）アンドクリエイト
ライフオーガナイザー
森 真理 さん

2/23（土） 14：50～15：30
2/24（日） 13：10～13：50

花やグリーンのある暮らし

オフィスHanako（株）
プランナー　亀山 睦美 さん

3/2（土） 15：40～16：10
3/3（日） 10：40～11：10

安心してまかせられるのは、大手のメーカー
ですか！それとも地元の小さい工務店ですか！

新潟リフォームクラブ
ナガイリフォームサービス
代表　永井 弘 さん

3/2（土）3（日）
14：50～15：30

信頼できるリフォーム会社の見つけ方
～国がすすめるリフォーム事業者団体登録制度～

（一社）ベターライフリフォーム協会
事業部部長　道正 卓哉 さん

3/2（土）
11：30～12：00

A
会場

A
会場

A
会場

A
会場

A
会場

A
会場

A
会場

A
会場

B
会場

B
会場

B
会場

B
会場

B
会場

B
会場

会場では、住まいのプロによる無料
セミナーを3会場合わせて43講座開
催。入門編から、専門編、さらには応
用編など、知りたい内容を選んで気
軽に聴講頂けます。

住まい
セミナー聴講で

豪華
プレゼント！

■長岡会場　［全10講座］

■新潟会場　［全23講座］

女性建築家が語る
「リフォームか？建て替えか？どちらがいいの？』

（株）笠原建設
ASJ登録建築家　土橋 弥生 さん

3/10（日）
13：10～13：50

リフォームで雪に強いすまいづくり②
～屋根雪下ろしを安全にできる命綱固定アンカーの施工事例～

新潟県建築住宅課

3/10（日）
12：10～12：40

リフォームで雪に強いすまいづくり①
～屋根雪下ろしのいらない克雪住宅の施工事例～

新潟県建築住宅課

3/10（日）
11：20～12：00

わが家の耐震改修

上越市・
新潟県建築士会上越支部

3/9（土）10（日）
10：40～11：10

家の寿命は外壁で決まる！！
後悔しない外壁リフォームセミナー

住まいのリフォーム専門店アクト
店長　早川 義則 さん

3/9（土） 11：20～12：00
3/10（日） 14：50～15：30

大改造！！劇的ビフォーアフターの匠が語る
『リフォームか？建て替えか？どちらがいいの？』

（株）笠原建設
ASJ登録建築家　池田 佳人 さん

3/9（土）
13：10～13：50

※イベント内容・出展者などが、一部変更になる場合があります。

■上越会場　［全10講座］

Sumai Seminar


