
～令和5年4月25日更新～

平成２７年４月以降開催分

●支部主催イベント・勉強会・その他研修●

主催　／　本部　or　担当支部名

【支部】　株式会社三和 令和5年 5月27日（土）・28日（日）
工務店
施主様

準備中 山口
宇部営業所
リフォームヒント展
～山口県山陽小野田市～

【支部】　株式会社三和 令和5年 5月25日（木）・26日（金）
工務店
施主様

準備中 山口
小郡営業所
クリナップ新商品内覧会
～山口市～

【支部】　株式会社三和 令和5年 5月20日（土）
工務店
施主様

準備中 山口
徳山営業所
リフォームヒント展
～周南市～

【支部】　株式会社三和 令和5年 5月15日（月）～19日（金）
工務店
施主様

準備中 山口
防府営業所
住まいの相談会inクリナップショールーム
～山口市～

【支部】　株式会社三和 令和5年 5月13日（土）
工務店
施主様

準備中 山口
防府営業所
リフォームヒント展
～防府市～

【支部】　株式会社三和 令和5年 4月15日（土）・16日（日）
工務店
施主様

確認中 山口
徳山営業所
住まいの相談会inタカラ周南ショールーム
～周南市～

【支部】　伊藤建材株式会社 令和5年 4月6日（木）
12社
（うちリフォーム正会員9社9
名））

12名 神奈川

神奈川スムーズの会
①2023年の市場展望
②4号特例廃止の内容と対応について
③先進的窓リノベ事業の積極的活用によるリフォーム受注拡大
④パナソニック新商品、絆ジャパン　ビューティアクアナノバブル説
明

【支部】　株式会社三和 令和5年 2月27日（月） 15社 20名 福岡 次世代自動車活用セミナー

【支部】　株式会社三和 令和4年 12月14日（水）
工務店
4社

5名 山口
営業所セミナー
・こどもエコすまい支援事業の概要について
・住宅あんしん保証の各種保険及びサービスについて

【支部】　伊藤建材株式会社 令和4年 11月15 日（火） 12社 16名 神奈川

「法改正の下、地場工務店様が加速化する
省エネ化ですべきこと！」
（住宅市場動向とリフォーム市場戦略、石綿事前調査報告
義務化、インボイス制度、省エネ基準義務化等）

【支部】　柏屋商事株式会社 令和4年 10月16日（水）
近隣住民等
フェス来場者全体

3500名～4000名 埼玉

森と住まいの木づかいフェスティバル　内
「こども未来住宅支援事業・住まい給付金・
ゼロエネルギー住宅」に関する問い合わせ受付他
（地元建設会社コーナー：正会員
㈱信濃住宅様・㈱吉澤建設工業特設ブース有り）

【支部】　株式会社コバヤシ 令和4年 9月27日（火） 7社 10名 東京

・10月以降の省エネ基準の高度化内容、おすすめ建材情
報
・グリーンリフォームローン
・延長瑕疵保険を活用したリフォーム受注
（首都圏住まいを創る会役員会内 情報共有）

【支部】　株式会社ニヘイ 令和4年 7月22日（金）
26社
（うち住活協リフォーム正会員2
社）

33名 北海道

研修会
タイトル「しくじりビルダーのやらかし工事」
2022年度 北海道ブランドの優良住宅を考える会
総会内

【支部】　柏屋商事株式会社 令和4年 6月27日（月）
工務店・メーカー・商社他
21社

24名 埼玉

講演　竹内社労士事務所竹内社労士事務所　代表　竹内　睦　
氏
「会社を守る就業規則＆雇用契約書　作成のキモ！ 」
「地域型住宅グリーン化事業の仕様及び商品価格高騰と
入荷困難商品について」

【支部】　株式会社富建 令和4年
3月3日（木）
3月4日（金）

住活協リフォーム正会員
11社

13名 長崎 春のリフォーム相談会

【支部】　株式会社富建 令和4年
1月28日（金）
1月29日（土）

工務店
52社

104名 長崎 初売り大商談会

【支部】　株式会社富建 令和4年 1月20日（木）
住活協リフォーム正会員
5社

6名 長崎 住活協リフォームワーキング

【支部】　株式会社富建 令和3年 12月17日（木）
住活協リフォーム正会員
13社

13名 長崎
住活協リフォームフェア進捗報告会
富建会議室
Web参加

【支部】　柏屋商事株式会社 令和3年 12月6日（金）
正会員、メーカ等
23社

38名 埼玉

第２回会員向け研修会
①石綿（アスベストに関する大気汚染防止法・環境確保条例の規制について

②輸入木材の現況と価格推移と今後の見通し

Web参加

【支部】　株式会社富建 令和3年 11月19日（金）
住活協リフォーム正会員
19社

19名 長崎
住活協リフォームフェア進捗報告会
富建会議室
Web参加

【支部】　株式会社富建 令和3年 1１月9日（火）
住活協リフォーム正会員
1社

5名 長崎
お役立ち提案会
富建ショールーム
長崎プレカット

【支部】　株式会社七保 令和3年 11月3日（水）
工務店お客様
および一般客 約500名

山梨
（金川の森）

山梨県×七保　共催事業
野外イベントＬＯＯＫ

【支部】　株式会社富建 令和3年 10月12日（火）
住活協リフォーム正会員
１９社

24名 長崎
住活協リフォームフェア
事務局＆正会員ワーキング

【支部】　株式会社富建 令和3年 9月22日（水）
住活協リフォーム正会員
13社参加
（Web参加10社）

長崎
住活協リフォームリフォームフェア
第2回　内容打合せ

【支部】　株式会社富建 令和3年 9月6日（月）
住活協リフォーム正会員
16社参加
（内Web参加13社）

長崎
住活協リフォームリフォームフェア
第1回　内容打合せ

【支部】　株式会社富建 令和3年 8月24日（火）

住活協リフォーム正会員
21社参加
来社10社
Web参加12社

長崎
住活協リフォーム合同
リフォームフェア説明会
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主催　／　本部　or　担当支部名

【支部】　株式会社富建 令和3年 8月24日（火）

住活協リフォーム正会員
２１社参加
来社10社
Web参加12社

長崎
住活協リフォーム合同
リフォームフェア説明会

【支部】　株式会社富建 令和3年 7月26日（月）
住活協リフォーム正会員
10社

14名 長崎 蓄熱塗料説明会

【支部】　株式会社スペースパーツ山形 令和3年 7月17日（土）
工務店
施主

16組36名 山形 おうち時間を楽しく快適にフェア

【支部】　柏屋商事株式会社 令和3年 7月5日（月）
工務店
その他

40名
埼玉
（ZOOM）

①現状の木材の価格・入荷状況・外国の木材の輸入状況
（日刊木材新聞編集長講演）
②ウッドショックなどの工務店様・お施主様との関係の対応
の仕方や書類の作成方（秋野弁護士講演）　他

【支部】　株式会社富建 令和3年 6月22日（火）
工務店
1社

5名 長崎 お役立ち提案会

【支部】　株式会社富建 令和3年 6月17日（木）
工務店
1社

1名 長崎 お役立ち提案会

【支部】　株式会社富建 令和3年 6月11日（金）
工務店
1社

4名 長崎 お役立ち提案会

【支部】　株式会社富建 令和3年 6月10日（木）
工務店
1社

8名 長崎 お役立ち提案会

【支部】　株式会社富建 令和3年 6月3日（木）
工務店
1社

8名 長崎 お役立ち提案会

【支部】　株式会社富建 令和3年 6月2日（水）
工務店
2社

3名 長崎 お役立ち提案会

【支部】　株式会社富建 令和3年 5月31日（月）
工務店
1社

2名 長崎 お役立ち提案会

【支部】　株式会社富建 令和3年 5月21日（金）
工務店
1社

3名 長崎 お役立ち提案会

【支部】　株式会社富建 令和3年 5月20日（木）
工務店
1社

1名 長崎 お役立ち提案会

【支部】　株式会社富建 令和3年 5月13日（木）
工務店
1社

2名 長崎 お役立ち提案会

【支部】　株式会社富建 令和3年 4月27日（火）
工務店
1社

4名 長崎 お役立ち提案会

【支部】　株式会社コバヤシ 令和3年 4月23日（金）
工務店・メーカー・商社
29社

29名 東京
定時総会内
「建設業における動画を活用した集客方法の
導入方法と動画制作サービスのご紹介」

【支部】　株式会社富建 令和3年 4月22日（木）
工務店
1社

5名 長崎 お役立ち提案会

【支部】　株式会社富建 令和3年 4月20日（火）
工務店
1社

2名 長崎 お役立ち提案会

【支部】　株式会社富建 令和3年 4月15日（木）
工務店
2社

2名 長崎 お役立ち提案会

【支部】　株式会社富建 令和3年 4月12日（月）
工務店
1社

2名 長崎 お役立ち提案会

【支部】　株式会社富建 令和3年 4月8日（木）
工務店
5社

11名 長崎 お役立ち提案会

【支部】　株式会社富建 令和3年 3月25日（木）
工務店
8社

12名 長崎 お役立ち提案会

【支部】　柏屋商事株式会社 令和3年 3月24日（水） 確認中 確認中 埼玉
WEBセミナー
「これだけは知っておきたいグリーン住宅
ポイント制度」他

【支部】　株式会社富建 令和3年 3月18日（木）
工務店
2社

4名 長崎 お役立ち提案会

【支部】　株式会社富建 令和3年 3月11日（木）
工務店
5社

7名 長崎 お役立ち提案会

【支部】　株式会社富建 令和3年 3月9日（火）
工務店
1社

5名 長崎 お役立ち提案会

【支部】　株式会社コバヤシ 令和3年 2月9日（火）
工務店・メーカー・商社
7社

10名 東京 建設キャリアアップシステムのポイント
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主催　／　本部　or　担当支部名

【支部】　株式会社富建 令和3年 2月4日（木）
工務店
6社

10名 長崎 お役立ち提案会

【支部】　炭平コーポレーション株式会社 令和3年 2月2日（火）
住活協リフォーム正会員
住活協会員
3社

6名 長野
改正建築物省エネ法オンライン講座
（国交省）第3部②
秋野弁護士による最新情報WEBセミナー

【支部】　株式会社富建 令和2年 1月28日（木） 6社 7名 長崎 お役立ち提案会

【支部】　炭平コーポレーション株式会社 令和3年 1月26日（火）
住活協リフォーム正会員
住活協会員
16社

22名 長野
改正建築物省エネ法オンライン講座
（国交省）第3部①
秋野弁護士による最新情報WEBセミナー

【支部】　株式会社富建 令和2年 1月2６日（火）
住活協リフォーム正会員
5社

5名 長崎
住活協リフォームHP活用術
（５か所にて開催）

【支部】　株式会社富建 令和2年 1月25日（月） 1社 1名 長崎 住活協リフォームHP活用術

【支部】　株式会社富建 令和2年 1月23日（土） 1社 3名 長崎 お役立ち提案会

【支部】　炭平コーポレーション株式会社 令和3年 1月21日（木）
住活協リフォーム正会員
住活協会員
29社

35名 長野
改正建築物省エネ法オンライン講座
（国交省）第2部
秋野弁護士による最新情報WEBセミナー

【支部】　株式会社富建 令和2年 1月20日（水） 1社 4名 長崎 お役立ち提案会

【支部】　炭平コーポレーション株式会社 令和3年 1月19日（火）
住活協リフォーム正会員
住活協会員
53社

59名 長野
改正建築物省エネ法オンライン講座
（国交省）第1部
秋野弁護士による最新情報WEBセミナー

【支部】　株式会社富建 令和2年 1月14日（木） 1社 1名 長崎 新型コロナウイルス感染予防ガイドライン活用法

【支部】　平安建材株式会社 令和2年 12月25日（金）
事業者
1社

5名　×3回 京都
京ぐらし
醍醐寺の家　リノベーションハウス
体感見学会

【支部】　平安建材株式会社 令和2年 12月24日（木）
事業者
1社

5名　×2回 京都
京ぐらし
醍醐寺の家　リノベーションハウス
体感見学会

【支部】　平安建材株式会社 令和2年 12月2３日（水）
事業者
1社

5名　×3回 京都
京ぐらし
醍醐寺の家　リノベーションハウス
体感見学会

【支部】　平安建材株式会社 令和2年 12月22日（火）
事業者
1社

5名　×3回 京都
京ぐらし
醍醐寺の家　リノベーションハウス
体感見学会

【支部】　平安建材株式会社 令和2年 12月21日（月）
事業者
1社

5名　×3回 京都
京ぐらし
醍醐寺の家　リノベーションハウス
体感見学会

【支部】　平安建材株式会社 令和2年 12月18日（金）
事業者
2社

18名 京都
京ぐらし
醍醐寺の家　リノベーションハウス
体感見学会

【支部】　株式会社富建 令和2年 12月16日（水）
工務店
1社

8名 長崎 お役立ち提案会

【支部】　平安建材株式会社 令和2年 12月15日（火）
事業者
2社

3名 京都
京ぐらし
醍醐寺の家　リノベーションハウス
体感見学会

【支部】　平安建材株式会社 令和2年 12月8日（火）
事業者
3社

4名 京都
京ぐらし
醍醐寺の家　リノベーションハウス
体感見学会

【支部】　平安建材株式会社 令和2年 12月7日（月）
事業者
2社

5名 京都
京ぐらし
醍醐寺の家　リノベーションハウス
体感見学会

【支部】　平安建材株式会社 令和2年 11月24日（火）
建設業者
1社

7名 京都
京ぐらし
醍醐寺の家　リノベーションハウス
体感見学会

【支部】　平安建材株式会社 令和2年 11月20日（金）
電器店
6社

7名 京都
京ぐらし
醍醐寺の家　リノベーションハウス
体感見学会

【支部】　平安建材株式会社 令和2年 11月17日（火）
メーカー
2社

10名 京都
京ぐらし
醍醐寺の家　リノベーションハウス
体感見学会

【支部】　平安建材株式会社 令和2年 11月13日（金）
建設業者
2社

11名 京都
京ぐらし
醍醐寺の家　リノベーションハウス
体感見学会

【支部】　平安建材株式会社 令和2年 11月12日(木）
建設業者
3社

15名 京都
京ぐらし
醍醐寺の家　リノベーションハウス
体感見学会

【支部】　株式会社デンヒチ 令和2年
9月16日（木）
9月17日（金）

確認中 確認中 福岡 ジャストワンソリューションフェス
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主催　／　本部　or　担当支部名

【支部】　伊藤建材株式会社 令和2年 5月23日（土） 4組 5名 神奈川 川戸工務店リフォーム完成見学会

【支部】　株式会社角繁 令和元年 5月16日（木） 35社 43名 秋田

ウッドファースト事務局サポート説明会
（木材産業・木造建築活性化対策のうち
低層建築物を中心とした無垢構造材等利用
拡大事業のうち横架材・2×4部材等の製品・技術開発）

【支部】　伊藤建材株式会社 令和2年 2月17日（月） 22社 27名 神奈川

令和2年　第1回　神奈川スムーズの会
①わくわくフェア結果報告・受託業界の現況　等
②神奈川県5年間で卒ＦＩＴ
③地震から家族の命を守る　安全ボックス
④直近で、地場工務店様が直面する2つの課題 必
聞！

【支部】　マルコマ株式会社 令和2年 2月13日（木） 5社 9名 大阪 新建新聞社　三浦社長講演会

【支部】　株式会社フソウリブテック 令和2年 2月1日（土） 3社 11名 香川
フルハーネス型墜落制止用
器具特別講習

【支部】　株式会社七保 令和元年 12月11日（水） 7社 7名 山梨
第二回企画住宅
検討委員会

【支部】　株式会社桝徳 令和元年 12月7日（土） 近隣住民の皆様 175名 埼玉 冬の感謝祭

【支部】　株式会社角繁 令和元年 12月1日（日） 14社 30名 秋田 冬の住宅フェア2019

【支部】　株式会社マルティックス山陽 令和元年 11月22日（金） 20社 30名 岡山
第4回これから求められる家づくりセミナー
「令和の時代」の住宅・建設市場のゆくえ

【支部】　伊藤建材株式会社 令和元年 11月16日（土） 販売店・工務店・ユーザ等 152名 神奈川 第6回わくわくフェア

【支部】　株式会社七保 令和元年 11月6日（水） 7社 7名 山梨 企画住宅検討委員会

【支部】　平安建材株式会社 令和元年 10月27日（日）
一般の方 15組
事業者 3社

京都 醍醐寺の家　一般公開②

【支部】　平安建材株式会社 令和元年 10月26日（土）
一般の方 7組
事業者 5社

京都 醍醐寺の家　一般公開①

【支部】　平安建材株式会社 令和元年 10月25日（金）
業界紙記者 10社
京都市 2名

京都 醍醐寺の家　記者・行政向け現地説明会

【支部】　平安建材株式会社 令和元年 10月24日（木） 20社 京都 醍醐寺の家　現地内覧会

【支部】　株式会社七保 令和元年 10月11日（金） 21社 30名 山梨 企画住宅説明会・研修会

【支部】　伊藤建材株式会社 令和元年 9月6日（金） 12社 15名 神奈川

神奈川スムーズの会
①令和元年度グリーン化事業補助金採択状況
②リノベーションとは、第6回わくわくフェア実施要項
③地域工務店の働き方を変える
　～簡単アプリで現場を効率化～
④ＦＩＴ切れ以降の太陽光の自家消費にむけての対策

【支部】　株式会社桝徳 平成30年 7月20日（金） 近隣住民の皆様 200名 埼玉
第8回　感謝祭
リフォーム商品の展示・相談会

【支部】　中部ホームサービス株式会社 令和元年 7月18日（土） 22社 47名 愛知 知って得する住宅セミナー

【支部】　平安建材株式会社 令和元年 7月16日（火） 95名 京都 醍醐寺の家　断熱施工見学会

【支部】　柏屋商事株式会社 令和元年 6月25日（金） 30社 35名 埼玉
・今後のIOT住宅について
・消費税導入後の政府の駆け込み支援策
　について

【支部】　伊藤建材株式会社 令和元年 6月13日（木） 11社 13名 神奈川

神奈川スムーズの会
①主要住宅関連補助金事業
②各行政庁主要補助金の内容
③木造住宅制振システム　TRCダンバー
④講演　「WEB集客法・見込み客獲得」

【支部】　株式会社角繁 令和元年 5月16日（木） 35社 43名 秋田
ウッドファースト事務局
説明会

【支部】　株式会社スガノ 平成31年 ３月16日（土） 461名 広島 第6回住まいお宝発見フェア

【支部】　株式会社スガノ 平成31年 10月27日（土） 492名 広島 第5回住まいお宝発見フェア

【支部】　株式会社北洲 平成31年 4月15日（月）
工務店
10社

20名 岩手 岩手エアサイクル住宅会総会
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【支部】　平安建材株式会社 平成31年 3月7日（木） 工務店 10名 京都
京ぐらしネットワーク優良研修
「施工品質向上研修（2回目）」

【支部】　株式会社角繁 平成31年
3月23日（土）
3月24日（日）

15社 40名 秋田
秋田こだわりの木協議会
「春の住宅フェア2019」

【支部】　平安建材株式会社 平成31年 2月7日（木） 工務店 12名 京都
京ぐらしネットワーク定期研修
「長寿命住宅化時代の維持管理の必要性」
「ケアマネの観点からの介護リフォーム」

【支部】　柏屋商事株式会社 平成30年 12月11日（火）

工務店
資材商社
資材メーカー
プレカット工場

29名 埼玉

武蔵住宅研究会　第二回研修会
第一部：「グリーンフィンガーカフェを散策
しながらの庭づくりを提案」
第二部：「彩のある暮らし」講習

【支部】　株式会社桝徳 平成30年 12月8日（土） 近隣住民の皆さま 150名 埼玉 冬の感謝祭

【支部】　伊藤建材株式会社 平成30年 11月17日（土）
販売店
工務店
お施主様

407名 神奈川 第5回わくわくフェア

【支部】　柏屋商事株式会社 平成30年 10月21日（日）

地域の材木店
メーカー
飲食店
市民の皆さま　他

200名

来場者4273名
埼玉 森と住まいの木づかいフェスティバル

【支部】　株式会社角繁 平成30年 10月21日（日）
出店事業者・スタッフ
来場者

16社/40名
180家族/540名

秋田
秋田こだわり木の家協議会
「秋の住宅フェア2018」

【支部】　平安建材株式会社 平成30年 10月15日（月） 10名 京都
京ぐらしネットワーク定期研修
「住宅業界の成長と学び方改革」

【支部】　伊藤建材株式会社 平成30年 9月18日（火） 17社 18名 神奈川

神奈川スムーズの会
①平成30年度グリーン化事業採択結果
②建築基準法改正ポイントとエネリフォーム戦略
③わくわくフェア実施要領
④生涯顧客化の提案by（株）住宅あんしん保証　他

【支部】　株式会社スペースパーツ山形 平成30年 9月9日（日） 工務店／エンドユーザー 50名 山形 「木結の家」秋の快適応援フェア2018

【支部】　株式会社スペースパーツ山形 平成30年 9月9日（日） 工務店／エンドユーザー 50名 山形 「木結の家」秋の快適応援フェア2018

【支部】　株式会社桝徳 平成30年 7月21日（土） 近隣住民の皆さま 161名 埼玉 感謝祭

【支部】　マルコマ株式会社 平成30年 7月9日（月） 3社 4名 大阪
「建築会社が今後利益を上げるために
出来る事」

【支部】　伊藤建材株式会社 平成30年 6月22日（金） 40名 埼玉
・パナソニックが考えるIOT住宅について
・固定観念を打ち抜き受注が激増する
　リフォームローン徹底活用

【支部】　伊藤建材株式会社 平成30年 6月21日（木）
住活協リフォーム正会員（7
社）
住むーずの会会員

16社/19名 神奈川 YKKAP品川体感ショールーム見学会

【支部】　株式会社ニヘイ 平成30年 6月21日（木） 17社 19名 北海道
「ストックビジネスは顧客の期待を超えられ
るか…本物のブランド化ち提供価値創造・考」

【支部】　株式会社桝徳 平成30年 6月8日（金） 工務店 30名 埼玉 スキルアップセミナー

【支部】　株式会社七保 平成30年 5月29日（火）
山梨住宅ナビ
正会員・賛助会員

60名 山梨
山梨住宅ナビ
総会・研修会

【支部】　株式会社マルティックス山陽 平成30年 4月23日（月）
正会員
正会員候補
賛助会員

80名 岡山
これから求められる家づくりセミナー
「100年後も生き続けるデザインとは…」

【支部】　株式会社角繁 平成30年 4月13日（金）
家づくりの会事業者会員・
流通店会員

40名（予定） 秋田
秋田こだわり木の家協議会通常総会・
基調講演「AI,(人口知能）が導く快適な家づくり
未来像」

【支部】　株式会社ジツダヤ 平成30年 4 月9日（月）
住活協リフォーム正会員・
正会員候補

7名 愛知 相続対策のススメ

【支部】　柏屋商事株式会社 平成30年 4 月7日（土）
武蔵住宅研究会会員
（住活協リフォーム正会員
5社含む）

50名 埼玉
家とエクステリアの関係
エクステリアって何だ？

【支部】　株式会社コバヤシ 平成30年 2月27日（火） 役員と関係者 15名 東京 首都圏住まいを創る会役員会

【支部】　株式会社マルティックス山陽 平成30年 2月26日（月）
ＨＯＴネット家の会会員
非会員

69名 岡山
第二回これから求められる家づくりセミ
ナー
「住宅を地場産業にもどすには？」

【支部】　伊藤建材株式会社 平成30年 2月25日（日） 住むーずの会会員 16名 神奈川

神奈川住むーずの会研修会
・第3回わくわくフェア結果方ｊ国
・平成30年度主要住宅関連補助金事業
・「施主に視覚で訴える！ＩＴツール活用に
　よる住宅提案とは」
・「ポスト平成ポスト東京五輪の住宅市場の展望」（講演）
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【支部】　株式会社スペースパーツ山形 平成30年 2月25日（日） OB客・施主 300名（予定） 山形 「木結の家」快適応援フェア2018

【支部】　平安建材株式会社 平成30年 2月9日（金）
京ぐらしネットワーク
会員・賛助会員

45名 京都
定期研修会
「今後の住宅業界はどうなるのか？」

【支部】　平安建材株式会社 平成30年 2月9日（金）
京ぐらしネットワーク
会員・賛助会員

45名 京都
定期研修会
「今後の住宅業界はどうなるのか？」

【支部】　株式会社七保 平成29年 12月15 日（金） 山梨住宅ナビ正会員 32名 山梨 山梨住宅ナビ研修会

【支部】　株式会社桝徳 平成29年 12月2日（土） 一般消費者 70名 埼玉
地域感謝祭
（リフォーム商材の展示相談会）

【支部】　岡崎製材株式会社 平成29年 11月18日（土）・20日（日） 地域工務店 180社 愛知 住まだい祭り

【支部】　伊藤建材株式会社 平成29年 11月18日（土）・20日（日） 販売店・工務店・ユーザ等 485名 神奈川 第4回わくわくフェア

【支部】　伊藤建材株式会社 平成29年 11月18日（土） 6社 7名 神奈川 自然素材商品研修会（塗料・漆喰等）

【支部】　株式会社七保 平成29年 11月7日（火） 山梨住宅ナビ正会員 40名（予定） 山梨 山梨住宅ナビ研修会

【支部】　株式会社スペーツパーツ山形 平成29年 10月29日（日）
工務店・施主・ＯＢ：60名
（予定）

山形 「木結の家」秋の快適応援フェア

【支部】　越智産業株式会社 平成29年 10月17日（水） 岡山 住宅産業2020年に向けての課題と挑戦

【支部】　柏屋商事株式会社 平成29年 10月15日（木）

地元企業・工務店・メー
カー・
金融・市役所・一般・
新築＆リフォーム検討の方

1600名
（イベント参加者含む）

埼玉 森と住まいの木づかいフェスティバル

【支部】　株式会社桝徳 平成29年 10月4日（水）

埼玉家づくり
ネットワーク会員：28名
メーカー・その他：22名
(予定）

埼玉
第20回
スキルアップセミナー

【支部】　伊藤建材株式会社 平成29年 9月13日（火） 13社 14名 神奈川

神奈川スムーズの会
①平成29年度補助金採択状況
②太陽光発電・蓄電池関連市場動向
③第4回わくわくフェア概要説明とお願い
④新商材オリジナル洗面ユニット
⑤講演「新築・リフォームマーケットとカスタマー」動向

【支部】　株式会社七保 平成29年 9月10日（土）・11日（日）
工務店・工務店施主：
メーカー・一般客：1350名

山梨 「ＧＯＯＤ　ＬＩＶＩＮＧ　ＦＡＩＲ」

【支部】　株式会社三和 平成29年 8月22日（火） 13社 15名 山口
お役立ちセミナー
これからの家づくりについて考えよう

【支部】　株式会社三和 平成29年 8月21日（月） 6社 12名 福岡
お役立ちセミナー
これからの家づくりについて考えよう

【支部】　株式会社桝徳 平成29年 8月5日（土） 一般消費者 157名 埼玉 株式会社桝徳　第7階感謝祭

【支部】　炭平コーポレーション株式会社 平成29年 6月9日（金）～10日（土）
工務店・ゼネコン・
設計・消費者

7600名 長野 2017すみへいフェア

【支部】　柏屋商事株式会社 平成29年 6月8日（木） 19社 19名 埼玉
資産価値のある家
なぜ日本の家は短命なのか？
なぜ大手メーカーに振り回されるのか

【支部】　平安建材株式会社 平成29年 6月4日（日） 消費者 300名（予定） 京都
京ぐらしネットワーク会員
企業感謝イベント
リフォーム相談ブース出展

【支部】　株式会社ジツダヤ 平成29年 6月3日（土）
住活協・住活協リフォーム
会員を含む取引先
およびエンドユーザー

50名(予定） 愛知
ジツダヤ主催
住まいづくり納得フェア

【支部】　株式会社ジツダヤ 平成29年 5月20日（土）
住活協・住活協リフォーム
会員を含む取引先

100名 愛知

ジツダヤ主催TDY名古屋
コラボレーションフェア
【セミナー】
①国策を利用した賢い住まいつくりのご提案
②家計とくとくセミナー
③プロが教える水まわりのお掃除のコツ

【支部】　寺王建材株式会社 平成29年 5月19日（金） 建設会社・工務店 建設会社・工務店：50名 静岡
“住宅産業2020年に向けての課題と挑戦”
講演会

【支部】　株式会社ジツダヤ 平成29年 4月22日（土）
住活協・住活協リフォーム
会員を含む取引先

100名 愛知
第3回ムクの木展示会
【セミナー】窓の整理術
～快適な暮らしを考える～

【支部】　株式会社桝徳 平成29年 4月21日（金） 住活協会員：12社 15名
第19回スキルアップセミナー
北海道から学ぶ家づくりと工務店経営
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【支部】　株式会社ジツダヤ 平成29年 3月14日（火）
住活協・住活協ﾘﾌｫｰﾑ
含む取引先：180名

愛知 「第14回元気が出るセミナー」

【支部】　株式会社七保 平成29年 3月11（土）～12日（日）　　 工務店／エンドユーザー
3/11：800名（予定）
3/12：800名（予定）

山梨 nanahoグッドリビングフェア

【支部】　株式会社スペーツパーツ山形 平成29年 2月26日（日） 工務店施主・ＯＢ：300名 山形 「木結の家」住まいの応援フェア2017

【支部】　炭平コーポレーション株式会社 平成29年 2月23（木） 住活協会員：15社 16名 長野
大人の課外活動
「劣化対策と気密対策」

【支部】　株式会社三和 平成29年 2月3日（金） 7社 10名 福岡 ヤマダポイント説明会

【支部】　株式会社三和 平成29年 2月2日（木） 34社 37名 山口 ヤマダポイント説明会

【支部】　炭平コーポレーション株式会社 平成29年 1月26（木） 住活協会員：9社 13名 長野
大人の課外活動
「安心で丈夫なすまいづくり」

【支部】　株式会社ウッディワールドのざき 平成28年 12月20日（火） 12社 12名 岡山
現場監トク育成塾（上級編）」
第五回　「原価管理」

【支部】　炭平コーポレーション株式会社 平成28年 12月15（木） 住活協会員 25名 長野
大人の課外活動
「住宅事業者に求められる
ファイナンシャルアプローチ」

【支部】　株式会社桝徳 平成28年 12月3日（土） 一般消費者：60名 埼玉
地域感謝祭
（リフォーム商材の展示相談会）

【支部】　株式会社桝徳 平成28年 12月1日（木）
埼玉家づくり
ネットワーク会員：12名

埼玉
スキルアップセミナー
（アフターメンテナンスに関する勉強会）

【支部】　株式会社ウッディワールドのざき 平成28年 11月29日（火） 14社 13名 岡山
現場監トク育成塾（上級編）」
第四回　「原価管理」

【支部】　伊藤建材株式会社 平成28年 11月26日（土）～27日（日）
販売店23社
工務店33社
ﾕｰｻﾞｰ180組

445名 神奈川
第3回暮らしに役立つわくわくフェア
「おしゃれ感覚で豊かなリフォーム」
セミナー 他

【支部】　炭平コーポレーション株式会社 平成28年 11月24日（木） 住活協会員 15名 長野
大人の課外活動
「知られていない住宅の音響問題」

【支部】　株式会社ジツダヤ 平成28年 11月11日（金） 150社（予定） 180名（予定） 愛知 「第13回元気が出るセミナー」

【支部】　株式会社スペーツパーツ山形 平成28年 10月30日（日） 山形 「住まいのお役立ちセミナー（仮）」

【支部】　株式会社ジツダヤ 平成28年

10月27日（木）・11月10日（木）
11月24日（木）・12月22日（木）・
1月19日（木）・平成29年2月2日
（木）

住活協会員・
住活協リフォーム会員：14社

20名 愛知 現場監トク育成塾（第一回上級編）」

【支部】　炭平コーポレーション株式会社 平成28年 10月27日（木） 住活協会員 22名 長野
大人の課外活動
「あかりの作法」

【支部】　柏屋商事株式会社 平成28年 10月16日（日） 埼玉
第8回　森と住まいの木づかいフェスティバ
ル

【支部】　株式会社三和 平成28年 10月13日（木）～14日（金） 3社 5名 福岡 制振システム（ジオフォルテ）工場見学

【支部】　株式会社ウッディワールドのざき 平成28年 10月11日（火） 13社 14名 岡山
現場監督塾
～上級編～

【支部】　株式会社七保 平成28年 9月10日（土）・11日（日） 工務店・エンドユーザー：1502名 山梨
「ＧＯＯＤ　ＬＩＶＩＮＧ　ＦＡＩＲ
～国内最大級の住まいづくりの展示会」

【支部】　伊藤建材株式会社 平成28年 9月26日（月） 12社 13名 神奈川

神奈川スムーズの会
①第3回わくわくフェア説明
②フラット35リノベ説明
③JTI 【マイホーム借り上げ制度】説明

【支部】　伊藤建材株式会社 平成28年 9月6日（火） 15社（予定） 神奈川
パナソニックテクノストラクチャー
モデルハウス
見学会・事業説明

【支部】　株式会社ウッディワールドのざき 平成28年 8月30日（火） 14社 15名 岡山
現場監督塾
～応用編～「契約とWBS」
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主催　／　本部　or　担当支部名

【支部】　中部ホームサービス株式会社 平成28年 8月30日（火）
10名

静岡 新商品展示イベント

【支部】　株式会社三和 平成28年 8月29日（月） 5社 8名 福岡

制振システム（ジオフォルテ）工場見学
会場：テクノエフアンドシー
㈱ミサワホーム福岡工場
「ミサワファクトリー福岡」

【支部】　中部ホームサービス株式会社 平成28年 8月25日（木）
10名

神奈川 工場見学・商品研修会

【支部】　柏屋商事株式会社 平成28年 8月19日（金） 武蔵住宅研究会：20名 埼玉
「住宅ローン相続で顧客獲得率を高める方法・
省エネリノベーション促進事業を含めた様々な
住宅向けの補助金事業に関して」

【支部】　株式会社角繁 平成28年 8月6日（木）
一般：1700名
会員：20名

秋田
秋田こだわり木の家協議会
「夏のイベント2016」

【支部】　中部ホームサービス株式会社 平成28年 8月3日（水） 5名 静岡 工場見学会

【支部】　中部ホームサービス株式会社 平成28年 7月22日（金）
15名

静岡 リフォーム商品勉強会

【支部】　株式会社ジツダヤ 平成28年
7月21日（木）・8月4日（木）
8月25日（木）・9月8日（木）・
9月29日（木）・10月13日（木）

住活協会員・
住活協リフォーム会員：16社

20名 愛知 現場監トク育成塾（第二回初級編）」

【支部】　中部ホームサービス株式会社 平成28年 7月11日（月）
15名

静岡 新商品勉強会

【支部】　株式会社金沢商行 平成28年 6月25日（土）・26日（日） 10名 石川 顧客様邸内見会

【支部】　伊藤建材株式会社 平成28年 6月23日（木）

神奈川住むーずの会会員
リフォーム部会：16社
神奈川住むーずの会会員
新築部会：14社

18名

16名
神奈川

神奈川住むーずの会
リフォーム部会・新築部会

【支部】　株式会社桝徳 平成28年 6月16日（木） 消費者 150名 埼玉
第6回感謝祭
住宅点検の啓蒙と水回り機器の展示によ
るリフォーム需要の掘り起こし

【支部】　株式会社マルティックス山陽 平成28年 5月27日（金）
第1部：22社
第2部：26社

60名
97名

岡山

「市場・エネルギー・暮らし」
無料セミナー
第1部：中古住宅市場活性化にみる「建設産業」
第2部：「これからのエネルギーの使い方」
　　　　　　～すべてはお客様の暮らしのために～

【支部】　寺王建材株式会社 平成28年 5月18日（水） 建設会社・工務店：15社 静岡 2016年住宅市場の変化と今後

【支部】　株式会社金沢商行 平成28年 4月26日（火） 10社 13名 石川 「木造既存住宅のリノベーション提案」

【支部】　株式会社ジツダヤ 平成28年
4月28日（木）・5月12日（木）・
5月26日（木）・6月9日（木）・
6月23日（木）・7月7日（木）

住活協会員・
住活協リフォーム会員：16社

20名 愛知 現場監トク育成塾（第一回初級編）」

【支部】　株式会社金沢商行 平成28年 4月26日（火） 10社 13名 石川 「木造既存住宅のリノベーション提案」

【支部】　平安建材株式会社 平成28年 4月26日（火） 15名 京都 「住宅関連ポイント集」

【支部】　中部ホームサービス株式会社 平成28年 4月14日（木） 210名 愛知 名古屋TDYショールーム展示会

【支部】　株式会社七保 平成28年 3月12日（日） 3名 山梨 山梨スマートハウス啓発セミナー
「地域型住宅グリーン化事業の取組みについて」

【支部】　株式会社七保 平成28年 2月19日（金） 38名 山梨
山梨住宅ナビ説明会
「ゼロエネルギー住宅/認定低酸素住宅等説明会」
「戸建て賃貸事業概要説明」
「平成27年度地域型住宅グリーン化事業状況報告」

【支部】　平安建材株式会社 平成28年 2月16日（火） 30名 京都 「これからの住宅は…2016」

【支部】　伊藤建材株式会社 平成28年 2月12日（金）
神奈川住むーずの会
会員：16社

21名 神奈川 神奈川住むーずの会

【支部】　柏屋商事株式会社 平成28年 1月30日（土） 武蔵住宅研究会・一般：35名 「住まいの博覧会」
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主催　／　本部　or　担当支部名

【支部】　柏屋商事株式会社 平成27年
12月5日（土）・6日（日）・
12月12日（土）・13日（日）

一般：33組 埼玉 武蔵住宅研究会モデル棟オープンハウス

【支部】　株式会社七保 平成27年 12月4日（金） 32社 49名 山梨
山梨住宅ナビ研修会
「戸建て賃貸ビジネスのご紹介」
「平成27年度地域型住宅グリーン化事業状況報告」

【支部】　伊藤建材株式会社 平成27年 11月28日（土）～29日（日）
神奈川住むーずの会
会員：19社
工務店：47社

ﾕｰｻﾞｰ：260名 神奈川 第2回わくわくフェア

【支部】　平安建材株式会社 平成27年 11月19日（木） 岡山県立操山中学校 岡山 「京町家と住宅性能」

【支部】　柏屋商事株式会社 平成27年 11月2日（月）～3日（火） 武蔵住宅研究会：40名 埼玉 「武蔵住宅研究会モデル棟見学会」

【支部】　柏屋商事株式会社 平成27年 10月30日（金） 武蔵住宅研究会：24名 埼玉
「不動産等相続対策・空き家税務上の留意点・
あの家を長期優良住宅リフォームにしたら」

【支部】　柏屋商事株式会社 平成27年 10月4日（日） 武蔵住宅研究会：60名 埼玉 「森と住まいの木づかいフェスティバル」

【支部】　柏屋商事株式会社 平成27年 8月3日（月） 武蔵住宅研究会：16名 埼玉 「パナソニックサスティナブルタウン視察」
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～令和5年4月25日更新～

平成２７年４月以降開催分

●住活協リフォーム入会説明会・事業者団体登録制度説明会　（他講習内容同時開催含む）●

主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数 参加人数 開催場所 備考

【支部】　株式会社コバヤシ 令和5年 2月21日（火） 1社 1名 東京
住活協リフォーム入会説明
（勧誘訪問）

【支部】　株式会社コバヤシ 令和5年 2月13日（月） 1社 1名 東京
住活協リフォーム入会説明
（勧誘訪問）

【支部】　株式会社コバヤシ 令和5年 1月31日（火） 1社 1名 東京
住活協リフォーム入会説明
（勧誘訪問）

【支部】　株式会社コバヤシ 令和4年 12月27日（火） 1社 1名 埼玉
住活協リフォーム入会説明
（勧誘訪問）

【支部】　矢橋林業株式会社 令和4年 12月21日（火） 14社 31名 岐阜 住活協リフォーム入会説明会

【支部】　株式会社コバヤシ 令和4年 11月30日（水） 1社 1名 東京
住活協リフォーム入会説明
（勧誘訪問）

【支部】　伊藤建材株式会社 令和4年 11月16日（火） 12社 16名 神奈川
国土交通省認定団体
”住活協リフォーム”の内容と加入メリット
入会案内

【支部】　株式会社コバヤシ 令和4年 9月27日（火） 1社 1名 東京 住活協リフォーム入会説明会

【支部】　株式会社コバヤシ 令和4年 9月8日（木） 1社 1名 東京 住活協リフォーム入会説明会

【支部】　株式会社ミヨシ産業 令和4年 7月29日（金） 41社 60名
鳥取
（オンライン）

住活協リフォーム入会説明会
（山陰すてきな家づくりの会総会内）

【支部】　株式会社富建 令和3年 7月28日（水） 1社 2名 長崎 住活協リフォーム入会説明会

【支部】　株式会社富建 令和3年 6月18日（金） 1社 1名 長崎 住活協リフォーム入会説明会

【支部】　株式会社富建 令和3年 6月3日（木） 1社 1名 長崎 住活協リフォーム入会説明会

【支部】　株式会社七保 令和3年 5月25日（火） 30社 30名 山梨
住活協リフォーム入会説明会
（山梨住宅なび総会内）

【支部】　株式会社富建 令和3年 4月28日（水） 1社 1名 長崎 住活協リフォーム入会説明会

【支部】　株式会社富建 令和3年 2月5日（金） 1社 1名 長崎 住活協リフォーム入会説明会

【支部】　株式会社富建 令和3年 1月12日（火） 1社 1名 長崎 住活協リフォーム入会説明会

【支部】　株式会社富建 令和2年 12月16日（水） 1社 1名 佐賀 住活協リフォーム入会説明会

【支部】　株式会社富建 令和2年 11月30日（月） 1社 1名 長崎 住活協リフォーム入会説明会

【支部】　株式会社ニヘイ 令和2年 11月27日（金） 6社 10名 北海道
住活協リフォーム入会説明会
～国土交通省関連制度～
（ＺＯＯＭ開催）

【支部】　株式会社富建 令和2年 10月30日（金） 営業員 社員8名 長崎 住活協リフォーム入会説明の社内研修

【支部】　株式会社富建 令和2年 10月16日（金） 1社 2名 長崎 住活協リフォーム入会説明

【支部】　株式会社ミヨシ産業 令和2年 7月9日（木） 36社 37名 鳥取
住活協リフォーム入会説明会
山陰すてきな家づくりの会　総会内
運営窓口：株式会社ミヨシ産業

【支部】　株式会社ミヨシ産業 令和元年 11月28日（木） 1社 1名 鳥取 住活協リフォーム説明会

【支部】　株式会社北洲 令和元年 11月11日（水） 21社 17名 岩手
住活協リフォーム入会説明会　（工務店）
住宅リフォーム事業者団体制度勉強会　
（営業員）

【支部】　株式会社北洲 令和元年 11月1日（金） 営業員 4名 岩手 住宅リフォーム事業者団体制度勉強会　（営業員）
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主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数 参加人数 開催場所 備考

【支部】　株式会社北洲 令和元年 10月30日（水） 12社 15名 岩手
住活協リフォーム入会説明会　（工務店）
住宅リフォーム事業者団体制度勉強会　（営業員）

【支部】　株式会社北洲 令和元年 10月25日（金） 14社 18名 宮城
住活協リフォーム入会説明会　（工務店）
住宅リフォーム事業者団体制度勉強会　（営業員）

【支部】　株式会社直方建材 令和元年
10月16日（水）～
11月21日（木）
計 14日間

工務店　172社 179名

福岡・愛媛・宮崎
広島・香川
山口・佐賀
鹿児島・熊本　計 14支店

住活協リフォーム入会説明会
（導入研修も同時開催）

【支部】　平方木材株式会社 令和元年 10月18日（金） 49社 67名 群馬
耐震セミナー
「耐震性能の見える化」で差別化
第5部に「住宅リフォーム事業者団体登録制度」のご案内

【支部】　株式会社北洲 令和元年
8月20日（火）
8月21日（水）

47社
28社

56名
35名

岩手
宮城

令和元年度地域型住宅グリーン化事業に係る
補助金交付申請等の説明会
（20日は、住宅リフォーム事業者団体制度パンフレッ
ト、住活協リフォーム入会のご案内　を含む）

【支部】　アロック・サンワ株式会社 令和元年 8月2日（金） 36社 47名 福井

受注に繋がるセミナー　第３弾
特別講演
・～“住宅リフォーム”への取り組みとは～
・今すぐ提案！太陽光リース事業
・住活協リフォーム説明会 （住活協リフォーム その活用法）
・イベント活用でOB顧客を離さない！

【支部】　株式会社ミヨシ産業 令和元年 7月30日（火） 37社 39名 鳥取
住活協リフォーム入会説明会
（山陰すてきな家づくりの会　総会内）

【支部】　越智産業株式会社
　　　　　 株式会社中澤

令和元年 7月26日（金）
10社
10社

12名
13名

鹿児島
住活協リフォーム入会説明会
（越智産業㈱鹿児島営業所＆㈱中澤 合同開
催）

【支部】　株式会社コバヤシ 令和元年 7月23日（火） 19社 25名 東京
住活協リフォーム入会説明会
（リフォーム受注獲得実践説明会内）

【支部】　株式会社北洲 令和元年 7月17日（水） 29社 30名 岩手 住活協リフォーム説明会
（住宅リフォーム事業者団体登録制度説明会）

【支部】　株式会社スペースパーツ山形 令和元年 6月17日（月） 16社 17名 山形 住活協リフォーム入会説明会

【支部】　株式会社ニヘイ 令和元年 6月6日（木） 21社 26名 北海道

・国土交通大臣　住宅リフォーム事業者団体
一般社団法人住活協リフォームについて
・「これからのリフォームについて」
（北海道ブランドの優良住宅を考える会　総会
内）

【支部】　株式会社コバヤシ 平成31年 4月23日（火） 16社 17名 東京
「民法改正のポイント、
住活協リフォーム入会説明会」
（首都圏住まいを創る会　定時総会にて）

【支部】　株式会社ミヨシ産業 平成31年 4月6日（土）
工務店
13社

13名 鳥取 住活協リフォーム説明会

【支部】　柏屋商事株式会社 平成31年 3月11日（月） 8社 8名 埼玉 住活協リフォーム説明会

【支部】　伊藤建材株式会社 平成31年 2月19日（火） 15社 18名 神奈川

神奈川スムーズの会
①第5回わくわくフェア説明
②消費税増税後の住宅支援策
③31年度補助金説明
④住活協リフォーム入会案内

●住まい手が求める高気密・高断熱の家のポイントとは
●2019年住宅業界が直面する課題と対応策

【支部】　有限会社末次材木店 平成31年 2月8日（金） 16社 18名 長崎 住活協リフォーム説明会

【支部】　柏屋商事株式会社 平成31年 1月28日（月） １１社 23名 埼玉 住活協リフォーム説明会

【支部】　越智産業株式会社 平成31年
１月19日（土）
1月20日（日）

6社
5社

7名
5名

福岡

アイラブホームフェア
住活協リフォーム説明会
●国土交通省の「住宅リフォーム事業者団体登録制度」
の解説その目的とは？
●お客様の悩みを解決する手段は？
●「住活協リフォーム」に入会するメリットは　なに？

【支部】　株式会社ジツダヤ 平成30年 12月13日（木） 10社 10名 愛知 住活協リフォーム説明会

【支部】　株式会社ジツダヤ 平成30年 12月13日（木） 10社 10名 愛知 住活協リフォーム説明会

【支部】　株式会社富建 平成30年 12月11日（火） 18社 19名 長崎 住活協リフォーム説明会

【支部】　株式会社角繁 平成30年 12月6日（木） 30社 35名 秋田 住活協リフォーム説明会

【支部】　株式会社コバヤシ 平成30年 12月4日（火） 26社 30名 東京 住活協リフォーム説明会

【支部】　株式会社ジツダヤ 平成30年 3月27日（火）
住活協リフォーム正会員・
正会員候補

30名（予定） 愛知 住活協リフォーム会員様　報告会
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主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 参加社数 参加人数 開催場所 備考

【支部】　株式会社金沢商行 平成28年 4月26日（火） 10社 13名 石川 住活協リフォーム説明会

【支部】　平安建材株式会社 平成27年 12月8日（火） 47名 京都
住活協リフォーム
「住宅リフォーム事業者団体登録制度説明会」

【支部】　平安建材株式会社 平成27年 11月17日（火） 60名 京都
住活協リフォーム
「住宅リフォーム事業者団体登録制度説明会」
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～令和5年4月25日更新～

平成２７年４月以降開催分

●住活協リフォーム主催　WEBセミナー＆研修会●

主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 接続拠点等 開催場所 備考

【本部】　事務局 令和5年 3月17日（金）
正会員：16社　16名
地域支部：7社　10名
賛助会員：9社　12名

東京
（WEＢ開催）

3省連携補助事業セミナー
【YKK AP様】

【本部】　事務局 令和5年 3月15日（水）
正会員：15社・　5名
地域支部：4社　7名
賛助会員：15社　19名

東京
（WEＢ開催）

4省連携補助事業セミナー
【フクビ化学工業様】

【本部】　事務局 令和5年 3月14日（火）
正会員：20社　20名
地域支部：7社　10名
賛助会員：13社　17名

東京
（WEＢ開催）

5省連携補助事業セミナー
【三協立山様】

【本部】　事務局 令和5年 2月20日（月）
正会員：7社　8名
地域支部：2社　3名
賛助会員：4社　11名

東京
（WEＢ開催）

賛助会員セミナー
【ウッドワン】
「家事ラクリフォームのすすめ」

【本部】　事務局 令和5年 2月7日（火）

正会員　12社 15名
地域支部  6社 17名
賛助会員　9社 30名
その他　 5社  15名

東京
（WEＢ開催）

賛助会員セミナー
【YKK AP】
「【過去最大級】補助事業で窓リフォーム
かんたん提案講座」

【本部】　事務局 令和5年 1月26日（木）

地域支部　2社　7名
正会員　2社　7名
賛助会員　4社　8名
その他　1社　2名

東京
（WEＢ開催）

賛助会員セミナー
【ノダ】
「新シリーズ『カナエル』誕生!! セミナー」
まるわかりセミナ

【本部】　事務局 令和4年 12月22日（木）

正会員　12社　22名
地域支部　7社　19名
賛助会員　7社　21名
その他　　1社　2名

東京
（WEＢ開催）

賛助会員セミナー
【三協立山】
「こどもエコすまい支援事業」まるわかりセミナ

【本部】　事務局 令和4年 11月29日（火）
正会員　4社　4名
地域支部　4社　4名
賛助会員　7社　24名

東京
（WEＢ開催）

賛助会員セミナー
【旭ファイバーグラス】
「これからの家づくり～断熱について」

【本部】　事務局 令和4年 11月10日（木）
正会員　8社　9名
地域支部　13社　20名
賛助会員　3社　15名

東京
（WEＢ開催）

賛助会員セミナー
【ＴＯＴＯ】
 「”リフォーム事例に学ぶ”セミナー」

【本部】　事務局 令和4年 10月27日（木）

正会員　8社　9名
地域支部　5社　5名
賛助会員　5社　12名
その他　2社　2名

東京
（WEＢ開催）

賛助会員セミナー
【大建工業】
 「音もリフォーム！」～ニューノーマルが生んだ
新たなリフォーム提案

【本部】　事務局 令和4年
10月4日（火）
10月5日（水）

2日間合計
地域支部　15社　39名
その他　3社　6名

東京
（WEＢ開催）

住活協リフォーム
「ＮＯＧＡＺＯ説明会」

【本部】　事務局 令和4年 9月29日（木）

正会員　9社　14名
地域支部　6社　6名
賛助会員　9社　25名
その他　1社　1名

東京
（WEＢ開催）

賛助会員セミナー
【マグ・イゾベール】
「夏型結露　これからのちょっといい調湿・気密
のおはなし」

【本部】　事務局 令和4年 8月25日（木）

正会員　8社　8名
地域支部　4社　9名
賛助会員　3社　12名
その他　1社　1名

東京
（WEＢ開催）

賛助会員セミナー
【ケイミュー】
「家は屋根で強くなる 暮らしをまもる屋根リフォーム」

【本部】　事務局 令和4年 6月23日（木）
正会員　10社　10名
地域支部　7社　9名
賛助会員　5社　23名

東京
（WEＢ開催）

賛助会員セミナー
【ＹＫＫ ＡＰ】
「性能向上リノベーションへの取り組み」

【本部】　事務局 令和4年 5月19日（木）

正会員　9社　10名
地域支部　11社　24名
賛助会員　6社　23名
その他　2社　2名

東京
（WEＢ開催）

賛助会員セミナー
【伊藤忠建材】
「2022年 住宅市場の課題と展望」

【本部】　事務局 令和4年 3月17日（木）

正会員　4社　5名
地域支部　5社　6名
賛助会員　1社　9名
その他　5名

東京
（WEＢ開催）

住活協リフォーム
「リフォーム事例に学ぶ”業務品質向上の極意”」

【本部】　事務局 令和4年 2月28日（月）
正会員　16社　22名
地域支部　7社　9名
賛助会員　5社　24名

東京
（WEＢ開催）

住活協リフォーム
「大炎上クレーム事例に学ぶ”失敗の本質”」

【本部】　事務局 令和4年 2月22日（火）
正会員　23社　43名
地域支部　7社　26名
賛助会員　3社　14名

東京
（WEＢ開催）

住活協リフォーム
第一部【国策セミナー】こどもみらい住宅支援事業について
第二部【アスベストセミナー】今やるべき対応と準備について

【本部】　事務局 令和4年 2月17日（木）
正会員　8社　15名
地域支部　3社　4名
賛助会員　6社　23名

東京
（WEＢ開催） 【ＳＭＢ建材】「非住宅建築における木造化について」

【本部】　事務局 令和4年 1月20日（木）
正会員　5社　5名
地域支部　4社　6名
賛助会員　4社　13名

東京
（WEＢ開催）

賛助会員セミナー
【ノダ】「ミラノデザインウィーク2021レポート・トレンドカラーを使いこ
なす」
【旭ファイバーグラス】「グラスウールの断熱改修について」
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主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 接続拠点等 開催場所 備考

【本部】　事務局 令和3年 12月17日（金）
株式会社富建
正会員　15社　15名
地域支部　1社　19名

長崎
住活協リフォーム
保守点検セミナー

【本部】　事務局 令和3年 12月10日（金） 正会員　8社　8名
東京
（WEＢ開催）

住活協リフォーム
保守点検セミナー
ＺＯＯＭ開催

【本部】　事務局 令和3年 12月6日（月）
ヤマイチ株式会社
正会員　7社　7名
地域支部　1社　2名

富山
住活協リフォーム
保守点検セミナー

【本部】　事務局 令和3年 12月3日（金）
正会員　5社　5名
地域支部　5社　6名

東京
（WEＢ開催）

賛助会員セミナー
【大建工業】
「抗菌・抗ウィルスに関する建設業界における動向」

【本部】　事務局 令和3年 12月2日（木）
株式会社七保
正会員　6社　6名
地域支部　1社　10名

山梨
住活協リフォーム
保守点検セミナー

【本部】　事務局 令和3年 11月26日（金）
伊藤建材株式会社
正会員　7社　8名

神奈川
住活協リフォーム
保守点検セミナー

【本部】　事務局 令和3年 11月16日（火）
地域支部　10社　11名
正会員　12社　16名
賛助会員　7社　23名

東京
（WEＢ開催）

講師：弁護士　秋野卓生　先生
「2022年にリフォーム業者が取り組むべき
新しい法的課題」

【本部】　事務局 令和3年 11月9日（火）
地域支部　13社　23名
正会員　33社　38名
賛助会員　4社　8名

東京
（WEＢ開催）

講師：東京都環境局 環境改善部 大気保全課　
様
「石綿（アスベスト）に関する大気汚染防止法
・環境確保条例の規制について」

【本部】　事務局 令和3年 10月25日（月）
地域支部　4社　4名
正会員　13社　13名
賛助会員　3社　3名

東京
（WEＢ開催）

2021年度　
第１回地域支部＆正会員合同研修会
【北海道・東北】

【本部】　事務局 令和3年 10月21日（木）
地域支部　10社　11名
正会員　3社　3名
賛助会員　3社　17名

東京
（WEＢ開催）

賛助会員セミナー【福井コンピュータアーキテクト】
無料でも！ここまでやれる！リフォーム提案に役立つ！
【ウッドワン】
木のある暮らしリフォームのご提案」申込書

【本部】　事務局 令和3年 10月18日（月）
地域支部　6社　13名
正会員　7社　9名
賛助会員　4社　7名

東京
（WEＢ開催）

2021年度　
第１回地域支部＆正会員合同研修会
【近畿】

【本部】　事務局 令和3年 10月15日（金）
地域支部　5社　11名
正会員　23社　24名
賛助会員　3社　3名

東京
（WEＢ開催）

2021年度　
第１回地域支部＆正会員合同研修会
【九州・沖縄】

【本部】　事務局 令和3年 10月13日（水）
地域支部　5社　8名
正会員　60社　65名
賛助会員　3社　5名

東京
（WEＢ開催）

2021年度　
第１回地域支部＆正会員合同研修会
【中四国】

【本部】　事務局 令和3年 10月11日（月）
地域支部　6社　18名
正会員　17社　18名
賛助会員　3社　7名

東京
（WEＢ開催）

2021年度　
第１回地域支部＆正会員合同研修会
【東海】

【本部】　事務局 令和3年 10月8日（金）
地域支部　2社　2名
正会員　20社　20名
賛助会員　5社　5名

東京
（WEＢ開催）

2021年度　
第１回地域支部＆正会員合同研修会
【北陸】

【本部】　事務局 令和3年 10月7日（木）
地域支部　3社　6名
正会員　37社　40名
賛助会員　6社　6名

東京
（WEＢ開催）

2021年度　
第１回地域支部＆正会員合同研修会
【関東甲信越②】

【本部】　事務局 令和3年 10月4日（月）
地域支部　4社　12名
正会員　41社　44名
賛助会員　4社　4名

東京
（WEＢ開催）

2021年度　
第１回地域支部＆正会員合同研修会
【関東甲信越①】

【本部】　事務局 令和3年 9月30日（木）
地域支部　3社　3名
正会員　7社　13名
賛助会員　4社　4名

東京
（WEＢ開催）

賛助会員セミナー
【YKKAP】戸建性能向上リノベーションの今後
【TOTO】WEBコンテンツの活用方法のご提案

【本部】　事務局 令和3年 9月16日（木）
地域支部　17社　20名
正会員　14社　49名
賛助会員　7社　32名

東京
（WEＢ開催）

賛助会員セミナー
【伊藤忠建材】
「【激震】ウッドショックの今後の予測と、
【ワクチンバブル】に備えたリフォーム提案の強化を

【本部】　事務局 令和3年 9月7日（火）
地域支部　15社　20名
正会員　8社　11名
賛助会員　2社　22名

東京
（WEＢ開催）

事例から学ぶリフォームの素晴らしさと怖さ
～お客様心理と事業者常識とのギャップ～

【本部】　事務局 令和3年 8月26日（木）
地域支部　9社　16名
正会員　4社　7名
賛助会員　12社　27名

東京
（WEＢ開催）

賛助会員セミナー
【パナソニック】
『リフォーム業界トレンド』セミナー

【本部】　事務局 令和3年 8月20日（金）
地域支部　9社　26名
正会員　11社　16名
その他　1社　1名

東京
（WEＢ開催）

『付けてて良かった！リフォーム工事瑕疵保険』
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主催　／　本部　or　担当支部名 開催年 日時 接続拠点等 開催場所 備考

【本部】　事務局 令和3年 7月26日（月） 9社　23名
東京
（WEＢ開催）

賛助会員向け開催
「NOGAZOセミナー」

【本部】　事務局 令和3年 7月21日（水） 6社　9名
東京
（WEＢ開催）

賛助会員向け開催
「NOGAZOセミナー」

【本部】　事務局 令和3年 7月16日（金）
正会員　11社　21名
地域支部　6社　6名

東京
（WEＢ開催）

「これからの顧客とのつながり方セミナー」

【本部】　事務局 令和3年 7月1日（木） 9社　23名
東京
（WEＢ開催）

地域支部向け開催
「NOGAZOセミナー」

【本部】　事務局 令和3年 6月24日（木） 6社　7名
東京
（WEＢ開催）

地域支部向け開催
「NOGAZOセミナー」

【本部】　事務局 令和3年 6月23日（水） 6社　10名
東京
（WEＢ開催）

地域支部向け開催
「NOGAZOセミナー」

【本部】　事務局 令和3年 4月26日（月） 確認中
東京
（WEＢ開催）

「これだけは知っておきたいグリーン住宅ポイント制度」

【本部】　事務局 令和4年 1月28日（木） 38社　66名
東京
（WEＢ開催）

「これだけはお客様にご説明頂きたい
リフォーム瑕疵保険」

【本部】　事務局 令和3年 1月21日（木） 36社　34名
東京
（WEＢ開催）

「これだけは知っておきたいグリーン住宅ポイント制度」

【本部】　事務局 令和2年 12月10日（木） 38社　77名
東京
（WEＢ開催）

匠総合法律事務所 秋野弁護士による
「新型コロナウイルスと共存する社会における
新しいクレーム対応・新法対応」ＷＥＢセミナー

【本部】　事務局 令和2年 10月29日（木） 41か所
東京
（WEＢ開催）

森先生の「ちょっと話を聞いてください、
黙っていられなくなりました」セミナー
（約30分）

【本部】　事務局 令和2年 8月7日（金） 14か所
東京
（WEＢ開催）

「ヴァーチャルショールーム提案
セミナー」
（約40分）

【本部】　事務局 令和2年 8月5日（水） 13か所
東京
（WEＢ開催）

「ヴァーチャルショールーム提案
セミナー」
（約40分）

【本部】　事務局 令和2年 4月28日（火） 26社　51名
東京
（WEＢ開催）

「集客しない集客セミナー」
（約25分）
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