
2022 火
10/317/5 月 オンラインで開催

オンライン空間を自由に動く
見る・知る・楽しむ新体験！
3つのゾーンでリフォームの疑問を解決

オンラインイベント「TDYリモデル博」参加URL

こちらのURLからご参加ください。

https://re-model.jp/special/event/

TDYアライアンス20周年 オンラインイベント

●事前登録不要
●参加者同士のコミュニケーションが可能
●ご家族や工事店様と待ち合わせして一
緒に会場見学が可能

TDYリモデル博

7/29金

毎日楽しめる、ご家族と楽しめる
お楽しみコンテンツが盛りだくさん！

主　催 ：  TOTO ・ DAIKEN ・ YKK AP

暮 ら し か な え る 2 0 2 2
リフォームの「?」を
「わかった！」へ

▶当イベントをより楽しむためには、パソコンやタブレットPCからのご参加を推奨いたします。

「TDYリモデル博」の特徴

オンライン空間を自由に動く
見る・知る・楽しむ新体験！
3つのゾーンでリフォームの疑問を解決

お客様へのご案内

お客様デー

▶詳しくは裏面のプログラムをご覧ください。

入場無料！
事前登録不要
オンラインイベント

楽しみながらリフォームの疑問を解決できる新感覚の
体験型オンラインイベント。リフォームの「？」を「わかった！」へ。

7/30土

7/31日

8/26金

8/27土

8/28日

●7月特別セミナー

●8月特別セミナー

リフォームや暮らしに役立つ特別セミナーを無料開催。
是非この機会にご来場ください。

ONLINE
上のMAP
を移動

いろいろな
動画発見！

会話も
できる！

抽選に
応募しよう 暮らしの想いを叶えるTOTO、

DAIKEN、YKK AP各社のおすす
め商品をご紹介します。

3

リフォームの疑問を動画などで分か
りやすく解説します。

2

さまざまなくらしの想いをかなえるライ
フスタイルをご提案します。

1

※詳しくは会場で案内をご確認ください。

間違い探して
ひらめきアハ体験！

クイズ

お子様向け

「暮らしの自由研究」
や「ぬりえ」もあるよ

※デジタルギフト応募の際は、招待コード  remodel  を
　ご入力ください。当選確率が２倍になります。

総計
1000
名様

＼プレゼント！／
500円分をイベント期間中、抽選で

デジタルギフト

会場で秘密の暗号を会場で秘密の暗号を会場で秘密の暗号を会場で秘密の暗号を会場で秘密の暗号を会場で秘密の暗号を会場で秘密の暗号を会場で秘密の暗号を会場で秘密の暗号を会場で秘密の暗号を会場で秘密の暗号を会場で秘密の暗号を会場で秘密の暗号を会場で秘密の暗号を
探して応募しよう！！探して応募しよう！！探して応募しよう！！探して応募しよう！！探して応募しよう！！探して応募しよう！！探して応募しよう！！探して応募しよう！！探して応募しよう！！探して応募しよう！！探して応募しよう！！
会場で秘密の暗号を
探して応募しよう！！



株式会社サンゲツ

14:00ｰ14:45

インテリアで住まいをデザイン
しよう
「理想・ワンランク上」のインテ
リア空間を実現する最新情報

自分の暮らしにあった
リフォーム9

株式会社Toivo           
代表取締役
友政 伸也さん

13:00ｰ13:45

「餅は餅屋に頼もう」正しい業者
選びのコツ　
～見えない工事こそ大切～

自分の暮らしにあった
リフォーム7

（一社）日本収納検定協会 代表理事
（一社）日本片づけ整理収納協議会 
代表理事 ケイスタイル株式会社 
代表取締役
収納王子コジマジックさん
収納王子コジマジックの
笑って学べる収納セミナー

11:00ｰ11:45
快適に暮らすための
ポイント1

特別セミナーのご案内

特別セミナープログラム

※セミナープログラムは変更になる場合があります。最新情報はホームページにてご確認ください。

向井 ゆかりさん

おうち時間をより豊
かにする、知っておき
たい支援制度とお金
のこと

住まいのお金の専門家
ファイナンシャルプランナー

住まいのお金について10

金巻 とも子さん

犬・猫との「三楽暮」
の住まい
犬・猫の都合からも
暮らしを考える

動物と暮らす住研究所
所長 

自分の暮らしにあったリフォーム6

Yuu（尾間 紫）さん

築20年を迎えたらコ
レだけはやっておきた
い！本当に価値あるリ
フォーム計画の立て方

一級建築士
住宅リフォームコンサルタント

将来の暮らしに備える5

荒井 詩万さん

あなたの暮らしを豊
かにする知っておき
たいリフォーム術

インテリアコーディネーター

快適に暮らすためのポイント2

収納王子コジマジックさん

収納王子コジマジッ
クの笑って学べる収
納セミナー

一般社団法人日本収納検定協会 代表理事、
一般社団法人日本片づけ整理収納協議会 代
表理事、ケイスタイル株式会社 代表取締役

快適に暮らすためのポイント1

インテリアで住まいをデザインしよう
「理想・ワンランク上」のインテリア空
間を実現する最新情報

株式会社サンゲツ

自分の暮らしにあったリフォーム9

斉藤 克哉さん

「あかり教室」で学ぶ
失敗しないための照
明の選び方

コイズミ照明株式会社
照明士

自分の暮らしにあったリフォーム8

竹内 昌義さん
快適な高齢化社会に
備えるリフォームの基
本～ゾーン断熱と水
回りの暮らしやすいプ
ランニングについて～

東北芸術工科大学 教授
エネルギーまちづくり社
代表取締役

快適に暮らすためのポイント3

友政 伸也さん

「餅は餅屋に頼もう」正
しい業者選びのコツ
～見えない工事こそ
大切～

株式会社Toivo
代表取締役 TDYリモデル

スマイル作品コンテスト
2021 全国最優秀賞 受賞店

自分の暮らしにあったリフォーム7

是非ご来場下さい
暮らしに

役立つセミナー

7/29（金） 

東北芸術工科大学 教授
エネルギーまちづくり社 代表取締役
竹内 昌義さん

13:00ｰ13:45

快適な高齢化社会に備えるリ
フォームの基本～ゾーン断熱と
水回りの暮らしやすいプランニ
ングについて～

快適に暮らすための
ポイント3

動物と暮らす住研究所 所長
金巻 とも子さん

猫との「三楽暮」の住まい
猫の都合からも暮らしを考える

15:00ｰ15:45
自分の暮らしにあった
リフォーム6

住まいのお金の専門家
ファイナンシャルプランナー
向井 ゆかりさん

16:00ｰ16:45

おうち時間をより豊かにする、
知っておきたい支援制度とお
金のこと

住まいのお金に
ついて10

（一社）日本収納検定協会 代表理事
（一社）日本片づけ整理収納協議会 
代表理事 ケイスタイル株式会社 
代表取締役
収納王子コジマジックさん
収納王子コジマジックの
笑って学べる収納セミナー

10:00～10:45
快適に暮らすための
ポイント1

インテリアコーディネーター
荒井 詩万さん

あなたの暮らしを豊かにする
知っておきたいリフォーム術

16:00ｰ16:45
快適に暮らすための
ポイント2

株式会社Toivo                                                    
代表取締役
友政 伸也さん

11:00ｰ11:45

「餅は餅屋に頼もう」正しい業者
選びのコツ　
～見えない工事こそ大切～

自分の暮らしにあった
リフォーム7

7/30（土） 

株式会社Toivo                    
代表取締役
友政 伸也さん

14:00ｰ14:45

「餅は餅屋に頼もう」正しい業者
選びのコツ　
～見えない工事こそ大切～

自分の暮らしにあった
リフォーム7

落語家
笑福亭 笑助さん

13:00ｰ13:45

笑って学ぶ！相続対策
～高齢化社会における相続対
策の3つのポイント～

将来の暮らしに備える4

コイズミ照明株式会社 照明士
斉藤 克哉さん

16:00ｰ16:45

「あかり教室」で学ぶ
失敗しないための照明の選び方

自分の暮らしにあった
リフォーム8

10:00～10:45
将来の暮らしに備える5

一級建築士
住宅リフォームコンサルタント
Yuu（尾間 紫）さん

築20年を迎えたらコレだけは
やっておきたい！本当に価値あ
るリフォーム計画の立て方

東北芸術工科大学 教授
エネルギーまちづくり社 代表取締役
竹内 昌義さん

15:00ｰ15:45

快適な高齢化社会に備えるリ
フォームの基本～ゾーン断熱と
水回りの暮らしやすいプランニ
ングについて～

快適に暮らすための
ポイント3

インテリアコーディネーター
荒井 詩万さん

あなたの暮らしを豊かにする
知っておきたいリフォーム術

11:00ｰ11:45
快適に暮らすための
ポイント2

7/31（日） 

（一社）日本収納検定協会 代表理事
（一社）日本片づけ整理収納協議会 
代表理事 ケイスタイル株式会社 
代表取締役
収納王子コジマジックさん
収納王子コジマジックの
笑って学べる収納セミナー

13:00ｰ13:45
快適に暮らすための
ポイント1

株式会社サンゲツ

15:00ｰ15:45

インテリアで住まいをデザイン
しよう
「理想・ワンランク上」のインテ
リア空間を実現する最新情報

自分の暮らしにあった
リフォーム9

動物と暮らす住研究所 所長
金巻 とも子さん

犬との「三楽暮」の住まい
犬の都合からも暮らしを考える

10:00～10:45
自分の暮らしにあった
リフォーム6

一級建築士
住宅リフォームコンサルタント
Yuu（尾間 紫）さん

14:00ｰ14:45

築20年を迎えたらコレだけは
やっておきたい！本当に価値あ
るリフォーム計画の立て方

将来の暮らしに備える5

住まいのお金の専門家
ファイナンシャルプランナー
向井 ゆかりさん

11:00ｰ11:45

おうち時間をより豊かにする、
知っておきたい支援制度とお
金のこと

住まいのお金に
ついて10

8/26（金） 

東北芸術工科大学 教授
エネルギーまちづくり社 代表取締役
竹内 昌義さん

14:00ｰ14:45

快適な高齢化社会に備えるリ
フォームの基本～ゾーン断熱と
水回りの暮らしやすいプランニ
ングについて～

快適に暮らすための
ポイント3

インテリアコーディネーター
荒井 詩万さん

あなたの暮らしを豊かにする
知っておきたいリフォーム術

15:00ｰ15:45
快適に暮らすための
ポイント2

住まいのお金の専門家
ファイナンシャルプランナー
向井 ゆかりさん

11:00ｰ11:45

おうち時間をより豊かにする、
知っておきたい支援制度とお
金のこと

住まいのお金に
ついて10

株式会社Toivo                                                    
代表取締役
友政 伸也さん

16:00ｰ16:45

「餅は餅屋に頼もう」正しい業者
選びのコツ　
～見えない工事こそ大切～

自分の暮らしにあった
リフォーム7

一級建築士
住宅リフォームコンサルタント
Yuu（尾間 紫）さん

10:00～10:45

築20年を迎えたらコレだけは
やっておきたい！本当に価値あ
るリフォーム計画の立て方

将来の暮らしに備える5

落語家
笑福亭 笑助さん

13:00ｰ13:45

笑って学ぶ！相続対策
～高齢化社会における相続対
策の3つのポイント～

将来の暮らしに備える4

8/27（土） 

落語家
笑福亭 笑助さん

15:00ｰ15:45

笑って学ぶ！相続対策
～高齢化社会における相続対
策の3つのポイント～

将来の暮らしに備える4

住まいのお金の専門家
ファイナンシャルプランナー
向井 ゆかりさん

16:00ｰ16:45

おうち時間をより豊かにする、
知っておきたい支援制度とお
金のこと

住まいのお金に
ついて10

動物と暮らす住研究所 所長
金巻 とも子さん

10:00～10:45

猫との「三楽暮」の住まい
猫の都合からも暮らしを考える

自分の暮らしにあった
リフォーム6

インテリアコーディネーター
荒井 詩万さん

あなたの暮らしを豊かにする
知っておきたいリフォーム術

16:00ｰ16:45
快適に暮らすための
ポイント2

8/28（日） 

東北芸術工科大学 教授
エネルギーまちづくり社 代表取締役
竹内 昌義さん

11:00ｰ11:45

快適な高齢化社会に備えるリ
フォームの基本～ゾーン断熱と
水回りの暮らしやすいプランニ
ングについて～

快適に暮らすための
ポイント3

コイズミ照明株式会社 照明士
斉藤 克哉さん

「あかり教室」で学ぶ
失敗しないための照明の選び方

15:00ｰ15:45
自分の暮らしにあった
リフォーム8

（一社）日本収納検定協会 代表理事
（一社）日本片づけ整理収納協議会 
代表理事 ケイスタイル株式会社 
代表取締役
収納王子コジマジックさん
収納王子コジマジックの
笑って学べる収納セミナー

14:00ｰ14:45
快適に暮らすための
ポイント1

動物と暮らす住研究所 所長
金巻 とも子さん

犬との「三楽暮」の住まい
犬の都合からも暮らしを考える

10:00～10:45
自分の暮らしにあった
リフォーム6

一級建築士
住宅リフォームコンサルタント
Yuu（尾間 紫）さん

13:00ｰ13:45

築20年を迎えたらコレだけは
やっておきたい！本当に価値あ
るリフォーム計画の立て方

将来の暮らしに備える5

笑福亭 笑助さん

笑って学ぶ！相続対策
～高齢化社会におけ
る相続対策の3つの
ポイント～

落語家

将来の暮らしに備える4

落語家
笑福亭 笑助さん

14:00ｰ14:45

笑って学ぶ！相続対策
～高齢化社会における相続対
策の3つのポイント～

将来の暮らしに備える4




