
愛知県内最大規模の住宅総合イベント

入場無料

2 0 1 82 0 1 8

あいち住まいるフェア
右記 QR コードを携帯電話で読み取るとアクセスできます。

最新情報を随時更新中！詳しくは HP をご覧ください
HP も

チェック

事務局　中部経済新聞社　事業部

☎ 052-561-5675
※ 10 月 9 日〜 13 日は事務所が吹上ホールに移転します。
TEL.052-735-2011

お問い合わせ

2018年  10月11 12 13●木 ●金 ●土日 時

会 場 名古屋市中小企業振興会館
主催：愛知ゆとりある住まい推進協議会・中日新聞社・中部経済新聞社

地下鉄桜通線「吹上駅」5 番出口より徒歩 5 分

10:00-
17:00

第7回

　※希望日の□にチェックを入れてください。（11日は午後のみとなります）

　□ いつでも可 □ 10 月11日（木）〔午後〕
　□ 10 月12 日（金）〔午前〕 □ 10 月12 日（金）〔午後〕
　□ 10 月13 日（土）〔午前〕 □ 10 月13 日（土）〔午後〕

電話番号

FAX番号

FAX.052-264-4041送付先：（一財）愛知県建築住宅センター行き

無料
最大30分

程度

住まいの相談コーナー  予約申込書先着順          平成30年10月4日（木）※事前申込の場合

お問い合せ
愛知県建設部建築局住宅計画課企画グループ

TEL.052-954-6567
・事前申込は、この用紙にご記入の上、下記番号へ
　FAX にてお申し込み下さい。
・ 受付は先着順で、定員になり次第、事前受付は終了いたします。
・当日申込の方より事前申込の方を優先いたします。

時間 ▶10：00 〜16：00 ※10/11（木）は13：00 〜16：00

住まいの相談コーナー
住まいに関して不安や疑問に思う事をお気軽にご相談ください

　※相談を希望される項目の□にチェックを入れてください。

　□ 建築全般　□ 資金　□ 税金　□ 不動産取引　□ マンション管理

　□ 地震対策・耐震改修　□ インテリア　

・当日申込の方はお待ちいただくことがあります。 
・相談日時が決まり次第事務局よりご連絡いたします。
・ご相談時間は、最大 30 分程度となります。

相談実施

項目

希望

相談日

お 名 前

締切

図面等関係資料を
ご持参されると、
より詳しい相談が
可能です。

※相談実施の日時が決まりましたら事務局よりご連絡いたします。
※取得した個人情報は住まいの相談以外での使用はいたしません。

※相談員の都合により、ご希望に添えない場合があります。 ※相談員の都合により、ご希望に添えない場合があります。

QR コードが読み取れない方はこちら▶️ https://www.chukei-news.co.jp/housing/

限られた
予算で

理想の家を
建てたい！

家相診断を
したいの

ですが…？

どのように
耐震改修すれば

いいの？

贈与税や
リフォーム税制

優遇問題を
教えて！

失敗しないための「住まいづくり」の不安や疑問に専門家が分かりやすくお答えします

防 犯 耐 震 中古住宅

土地情報 リノベーション バリアフリー

環境・省エネ 資金・税金
その他にも 多数の展示企画が満載 !

愛知県はドロボウが日本一多いらしいけど 
わが家は大丈夫 ?

中古住宅って何 ? 
中古住宅って大丈夫なの ?

土地を探しているんだけど、
何か良い情報は ?

リフォームとリノベーションの違いって何 ?
リノベーションの進め方は ?

年齢・身体能力に合わせた
リフォームって 

どうすれば良いの ?

ZEH( ゼロエネルギーハウス ) って 
どうすれば良いの ?

住まいづくりに
どれくらい費用が掛かるの ?

〈協力〉アースパートナー協議会、愛知県、愛知県警、愛知県住宅供給公
社、愛知県セルフガード協会、愛知県土地区画整理組合連合会、あいち
防災リーダー会、いきいき住宅リフォーム支援機構・愛知、住まいのホー
ムドクター / 設計者の会、名古屋市土地区画整理組合連合会、名古屋市
住宅供給公社、 ナゴヤハウジングセンター、UR 都市再生機構〈順不同〉

10月 13 日(土)
すまいづくり会場内ツアー開催インテリア コーディネーターと巡る

ダンスコンテスト 
開催 !

◆13:30 〜15：3013 日
［土］ 会場内特設ステージ

［ゲスト］ダンス & ボーカルユニット H↑BLiNK（ハイブリンク）

ハイブリンクの

ステージ
パフォーマンス開催!

家族で楽しめるイベントも盛りだくさん !

地震対策を安価に
できる方法は？

愛知県警協力

ステージイベント目玉出演者

愛知県主催

〈協力：（公社）インテリア産業協会中部支部〉※詳細は HP、会場でご確認下さい。

一般の小学生から高校生までが参加する

大人の
ための コーナーDIY
11 日［木］

12 日［金］

13 日［土］

60 名様限定 各回10名様限定

◆10:00 〜
　12：00
◆14:00 〜
　16：00

◆10:00 〜
◆11：00 〜
◆13:00 〜
◆14：00 〜
◆15:00 〜

協力：愛知県建設組合連合 協力：全愛知建設労働組合

参加無料

※ご利用は 2 時間まで 
※ご利用には年齢制限があります
　(3 才〜 12 才 )

※ご利用は一人 1 か所まで 
※ご利用には年齢制限があります
　(3 才〜 15 才 )

小さなお子様も ! 
お兄ちゃん、

お姉ちゃんも !

世界の有名な建物を
VRで見てみよう!

参加
無料

観覧無料

◆15：00 〜

参加無料（要整理券）

WAGON WORKS chiko 氏主宰

ワークショップ開催！

13 日［土］

［ 1回10 人 ］
◆13:30 〜
◆15:00 〜
　（約1時間）

住まいるフェア特別企画

12日●

「SUMASUKU
 住まいづくり
 トークショー」

ナゴヤハウジングセンター
Presents

浅尾 美和 氏 松本 佳津 氏13:00 〜 14:00

元プロビーチバレー選手 12日●
インテリアコーディネーター・
愛知淑徳大学 教授

14:10 〜 15:10

「インテリアで 
  100 歳住宅®

 〜長寿社会の生き方革命〜」

インテリア産業協会中部支部
Presents

13日●
10:30 〜 12:00

ＷＡＧＯＮ ＷＯＲＫＳ 
cｈｉｋｏ 氏

ＤＩＹクリエイター

「DIY で暮らしを
 自分色に♪
 今日からはじめる
 簡単 DIY のススメ！」

金 金 土

その他、多数の講演会・
ダンスパフォーマンス大会を開催！

詳しくは、裏面・ＨＰを
ご覧ください。

ダンサー
YUTA の

ダンス教室も
あるよ！

※同日10:30〜のセミナーで説明あり

簡単な
DIYで

小物作り！

（吹上ホール）
（第1ファッション展示場）



中部経済新聞で出展者紹介記事を掲載します。掲載記事はイベントHPにも掲載します。
是非、来場前にご確認いただき、効率の良いブース訪問へお役立てください。

●愛知県　●愛知県建築住宅センター　●愛知県住宅供給公社　●愛知県浄化槽協会　●愛知県しろあり対策協会　
●ＦＰパートナー　●興亜通商　●住宅金融支援機構　●住宅相談センター　●全国ファインスチール流通協議会　
●全日本不動産協会愛知県本部　●タイエイ　●ダスキン　●東邦ガス　●名古屋市住宅供給公社　
●ナゴヤハウジングセンター ●日建コンサルティング　●日本住宅パネル工業協同組合　●ＵＲ都市再生機構　
●リフォームギャラリー空

＜第７回マンション管理フェア＞
●あけぼの通商　●イーマックス中部　●エスケー化研　● MKS マンション計画修繕施工協会　●オンダ製作所
●カシワバラコーポレーション　●関西ペイント販売　●北嶋工業　●建装工業　●三協立山・アルミ社
●サンスター技研　●住宅あんしん保証　●スマートマンション推進協議会 / マンション管理相談センター
●西三　●積水化学工業　●セレックス　●耐震総合安全機構（JASO）　●ダイフレックス　●タキロンマテックス
●田島ルーフィング　●中部マンション管理組合協議会 / マンション維持管理機構　●東リ　●日硝　●日本水理
●日本ビソー　●日本ペイント　●乃一　●ハウスプラス住宅保証　● P・C・G テクニカ　●ビデオセンシング　
●マルコオポーロ加工　● YKKAP

＜耐震コーナー＞
●アークリエイト　●イケヤ工業　●扇光　●耐震化アドバイザー協議会　●タナカ　●日本住宅耐震補強
●フォースネクスト　●丸浩工業 / 片岡建築 / てらもと設計室

愛知県内最大規模の［マンション管理］イベント
第7回

マンション
管理学校

勉強できる!!

マンション管理のトレンドを知る
ためのセミナーを毎日開催。

「大規模改修」「管理」などマンション管理
組合向けの商品・サービスを出展する企
業が多数出展しています。 ※セミナープログラムの詳細はイベント HP をご覧ください。

マンション管理実践セミナー

被災マンション復旧の
道しるべ

福岡大学 工学部 建築学科

古賀 一八教授

講 師

大規模地震発生後のマンションの倒壊被害から
の復旧に向けた対応法から、修繕の計画の立て
方まで、管理組合として事前に準備するべき対
策から事後の対処法まで、具体的な事例を交え
てお話しいたします。

専門業者が

多数出展!!

聴講無料・一部事前申込有

11日〈木〉 12 日〈金〉

出展者情報

日 程 11日〈木〉 12 日〈金〉 13 日〈土〉

11：00
▼

11：45

12：00
▼

12：45

13：00
▼

13：45

14：00
▼

14：45

15：00
▼

15：45

16：00
▼

16：45

同時開催する建築総合展でも様々なセミナーが開催されます。詳細は　　　　　　　　　　をご覧下さい。

8 月 1 日現在

〈順不同〉

講師

時間

13:00〜14:30

麓 和善 氏

名古屋工業大学 
大学院 教授

講師

時間

15:00〜16:30

原 史彦 氏
歴史研究家

主催：建築総合展

SUMASUKU
住まいづくりトークショー

主催：（一社）ナゴヤハウジングセンター

講師

時間

浅尾 美和 氏
元プロビーチバレー選手

インテリアで 100歳住宅® 
～長寿社会の生き方革命～

主催：（公社）インテリア産業協会中部支部

講師

時間 14:10〜15:10

松本 佳津 氏

あいち住まいるフェア特別講演

DIY で暮らしを自分色に♪
今日からはじめる簡単 DIY のススメ！

講師

時間 10:30 〜12:00

ＷＡＧＯＮ ＷＯＲＫＳ 
ｃｈｉｋｏ 氏

ＤＩＹクリエイター

主催：あいち住まいるフェア

一般の小学生から高校生が参加する

ダンスコンテスト開催！

ゲスト

時間 13:30 〜
15:30

ハイブリンク

中部発☆ダンス＆
ボーカルユニット

主催：あいち住まいるフェア

13:00 〜14:00
インテリア
コーディネーター ・
愛知淑徳大学 教授

主催：（公社）愛知建築士会 青年委員会

講師

百武 永笑 氏
ぱぱっと収納 Put it 代表

時間 10:30〜
12:00

建築総合展特別セミナー
明日から使える！クライアントの
心をぎゅっと掴む収納計画の秘訣

13 日〈土〉

耐震化とお金を掛けずにできる
家具固定

愛知県防災危機管理課主催

吉田 貴彦 氏
（株）住宅相談センター・
住宅コンサルタント講師

あいち住まいるフェア事務局主催

警察官による防犯講習

佐藤 悦雄 氏
愛知県警察本部　
生活安全総務課 警部補講師

愛知県警察本部主催

吉田 貴彦 氏
（株）住宅相談センター・
住宅コンサルタント講師

あいち住まいるフェア事務局主催

リノベーションで失敗したくない？
だったら“ホームインスペクション”

で品質チェックが大事！

羽田野 美奈子 氏ファイナンシャルプランナー講師

（一社）ナゴヤハウジングセンター主催

経過措置期限まであと半年！今からなら間に合う！低金利、確実に消費税 8％で
マイホーム獲得！住まいづくりの資金計画のポイントをお伝えします。

出張 SUMASUKU 住まいづくりセミナー「住まいづくりの資金計画」 シロアリ講座

新美 克直 氏愛知県しろあり対策協会講師

愛知県しろあり対策協会主催

環境共生セミナー
近藤 達夫 氏ファイナンシャルプランナー講師

（株）ＦＰパートナー 愛知支社主催

国が推奨する「安心Ｒ住宅」
マーク付き住宅って何？

吉田 貴彦 氏
（株）住宅相談センター・
住宅コンサルタント講師

あいち住まいるフェア事務局主催

あこがれのマイホーム取得
安心・快適な住まいのための

品確法セミナー

村山 康雄 氏講師

愛知県住宅計画課主催

樫原 朝勝 氏講師

コインランドリーせんたっく主催

こんなにトクする？！
リフォーム・リノベーションの
資金計画と補助金の活用法

草野 芳史 氏
（株）住宅相談センター・
ファイナンシャルプランナー講師

あいち住まいるフェア事務局主催

吉田 貴彦 氏
（株）住宅相談センター・
住宅コンサルタント講師

あいち住まいるフェア事務局主催

知らないと怖い？！
リフォーム・リノベーション業者の選び方

◆10月13日（土）13:30 〜15:00　◆ 4F 第 3 会議室

主催：建築総合展

あいち住まいるフェア事務局主催
森 登 氏

森登建築設計工房講師 纐纈 誠 氏
（有）纐纈誠建築事務所

あってはならない！
倒れるブロック塀・ブロック擁壁

住宅購入における
ライフプランの重要性

投資金額全額保証！

（株）タイエイ 代表取締役
全国コインランドリー連合会元会長、現相談役

リフォームこそ
設計と監理が大切

講師 後藤 文俊 氏
（有）アトリエ後藤建築事務所

あいち住まいるフェア事務局主催

津島 勝弥 氏
津島建築研究所

ステージパフォーマンス
ダンス教室あり！

主催：建築総合展

講師

横内 敏人 氏
建築家

建築総合展特別企画

ビルダーズトークショー

時間 15:20〜17:00

時間 12:15 〜12:45

愛知県セルフガード協会による
ガラス割実演

講師

佐藤 悦雄 氏
主催：愛知県警察本部

愛知県警察本部
生活安全総務課　
警部補

中古住宅購入に役立つ
ホームインスペクションと瑕疵保険

建築総合展 特別講演

写された名古屋城

建築総合展 特別講演

名古屋城天守閣の復元について

（一財）愛知県建築住宅センター 
事業本部 評価審査課 専門員

最新情報・詳細は、住まいるフェア WEB サイトでご確認下さい。

最新情報・詳細は、住まいるフェア WEB サイトでご確認下さい。

※事前申込有

※事前申込有

自作について語る
〜そのイメージの源泉と設計手法〜

早川 澄男 氏あいち防災リーダー会講師

会場内2F特設ステージ

会場内特設セミナースペース


