
▶長岡会場　［81社・団体］

行政機関のご協力による、補助金等
の情報・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

補助金相談コーナー

展示ゾーン 3会場約270社の住まいの匠が集結！！ 

▶上越会場　［68社・団体］

▶新潟会場　［123社・団体］

住まいに関する最新商品が一堂に集まり、大小さまざまなリフォームや新築、中古物件に土地情報も。見て、聞いて、触れて、選べる
絶好の機会です。資金相談や補助金情報、シニア向け情報なども幅広くご用意。ぜひこの機会にお立ち寄りください。

総合リフォーム
●（有）大橋建築・
　空間工房なごみ乃家 （有）永井建築
●上村工務店
●（有）建築工房マルト
●小出建設（株）
●（株）コバヤシ住クリエイト
●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
●ダイエープロビス（株）
●（株）高田建築事務所
●（株）東亞 家づくり工房
●（株）トピアホーム
●（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 
●（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 
住・環境リフォーム事業部長岡営業所

●（株）ノーブルハウス
●（株）ハーティーホーム
●ハウジングネット
　新潟住宅ネットワーク協同組合

●ファイヤーライフ上越
●（株）三井工務店
●三井のリフォーム
●（株）山田建築
●（株）夢ハウス
●（一社）リノベーション住宅推進協議会
●YKホーム  （株）屋代建設

新築･中古･不動産
●大きな森  （株）永井工業 住宅事業部
●（株）郷建築事務所
●住友不動産（株）
●ディテールホーム／坂井建設（株）
●橋本建設（株）
●（株）星野工務店

資金･各種相談
●（株）エヌ・シィ・ティ 
●総合生協の宅配　KuruCo クルコ
●（株）第四銀行
●POLA

水まわり
●（株）ウッドワン
●クリナップ（株）
●タカラスタンダード（株）
●TOTO（株）

●トクラス（株）
●パナソニック（株）
●（株）LIXIL

屋根･外壁･エクステリア・耐震
●アイジー工業（株）
●（株）恵比寿加工
●（株）髙儀
●Decore （株）デコレ
●ニチハ（株）
●日新総合建材（株）
●屋根・外壁・雨といの専門工事店 （株）杉本ルーフ
●（株）家根惣

省エネ･断熱
●旭ファイバーグラス（株）
●エム・ティ・ケイ（株）
●（株）コロナ
●「チャコの家」の仲間たち中越
●東北電力（株）
●新潟県ガス協会・北陸ガス（株）
●（株）日本アクア
●日本住環境（株）
●（株）能建
●三菱電機住環境システムズ（株）
●融雪とペレットストーブの北越融雪
●YKK AP（株）

内装･インテリア・DIY
●（株）iaトキワ
●EIDAI
●DAIKEN
●（株）ニチベイ
●（株）ノダ
●吉野石膏（株）

職人さん・プチリフォーム
●コモホーム（株）
●住まいの修理・相談センター／スミサン（株）
●（株）塗建グループ

シニアライフ
●アビリティーズ・ケアネット（株）
●カイロプラクティックヘルスケア
　センターグループ
●生活協同組合コープにいがた
●セレモ長岡
●ミスタービルドながおか
　（有）長岡石材センター
●（株）ヤマト

総合リフォーム
●（有）アークプランニング
　アーク一級建築士事務所
●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）
●（株）久保田建築
●三協アルミ　一新助家ネットワーク
●（株）杉政建設
●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）
●住まいるオスカー上越営業所
●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）
●大栄建設（株）住宅事業部
　和ごころ工房
●（株）匠・小山住建
●「チャコの家」の仲間たち
　上越ブロック
●（株）堤ハウジング
●（株）能建
●～光と空間の工房舎～
　（株）加藤工務店
●ホームイングパートナー

●マドリエ上越SW会
　（（株）大島工務店、西脇建設（株）、松村
デザイン建築事務所、（株）丸山建設、
（株）丸山工務店、ミタムラ建築デザイン
工房、（株）未来、（有）山﨑ハウジング、
上越トーヨー住器（株）、（株）LIXIL）

●（有）山崎ハウジング
●（株）夢ハウス
●（一社）リノベーション住宅推進協議会
●リフォーム＆リノベーションいちぼくどう
　（株）一木堂

新築･中古･不動産
●（株）阿部建設上越支店
●Wood Lab Ki-na 上越木材興業（株）
●越後上越「がいちょ」な家つくりの会
●ASJ新潟上越スタジオ（（株）笠原建設）
●（株）オンダ建築デザイン事務所
●（株）パパまるハウス
●（株）山﨑建設

資金･各種相談
●総合生協の宅配　KuruCo クルコ
●（株）第四銀行
●POLA

水まわり
●（株）ウッドワン
●クリナップ（株）
●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

屋根･外壁･エクステリア・耐震
●アイジー工業（株）
●（株）髙儀
●ニチハ（株）
●日新総合建材（株）

省エネ･断熱
●旭ファイバーグラス（株）
●（株）エムケーホールディングス
●エム・ティ・ケイ（株）
●京セラソーラーFC上越
●グッドマン
●（株）コロナ
●第四電設（株）
●東北電力（株）
●新潟県ガス協会・上越市ガス水道局

●（株）日本アクア
●三菱電機住環境システムズ（株）
●YKK AP（株）
　MADOショップ上越支部会

内装･インテリア・DIY
●EIDAI
●シンコール（株）
●DAIKEN
●（株）ノダ
●（株）山仙
●吉野石膏（株）

職人さん・プチリフォーム
●エナジーフォーム（株）
●（株）塗建グループ

シニアライフ
●アビリティーズ・ケアネット（株）
●カイロプラクティック上越グループ
●（有）上越紺太
●生活協同組合コープにいがた
●（株）ヤマト

総合リフォーム
●青山ホーム（株） リハイム青山
●イワコンハウス新潟（株）
●（株）魚野建築
●（株）エスパワー
●オフィスHanako
●（株）重川材木店
●（株）光英住宅
●近藤栄一塗装店
●（株）坂詰製材所 サカヅメハウジング
●サクマホーム （株）佐久間組 
●（株）佐藤商会 環境事業部
●三協アルミ　一新助家ネットワーク
●（株）鈴木住宅
●（有）鈴木商事
●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）清新ハウス
●総合建設宮村組・斎藤建築・須藤建
築工業所・建築のくらしまと仲間たち
●大栄リフォーム
●（有）宝建設
●玉木技建
●（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 
●（一財）にいがた住宅センター
●（株）日本ハウスホールディングス
　住・環境リフォーム事業部新潟支店
●ハートライフDaiken
　（株）大建建設一級建築士事務所
●ハナホウ・ユニットしま専科
●光・風・緑 四季の家（株）大進建設
●フクダハウジング（株）
●（一社）ベターライフリフォーム協会

●三井のリフォーム
●（有）山田建築店
●（株）夢ハウス
●（有）吉川建築
●（有）吉田電器
●（一社）リノベーション住宅推進協議会
●リファイン新潟中央／（株）ナカムラ
●リフォームアウトレット
●（有）リョウ建築事務所

新築･中古･不動産
●（株）イシカワ
●大井工務店・（株）大井
●大きな森  （株）永井工業 住宅事業部
●大成建設ハウジング（株）
●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）沼垂不動産
●（株）ハートライク
●（株）パパまるハウス
●（株）わいけい住宅

資金･各種相談
●おうちの相談窓口新潟中央店
●G'zあんしん仲介保証
●（公社）全日本不動産協会新潟県本部
●（株）第四銀行
●（公社）新潟県宅地建物取引業協会
●福井コンピュータアーキテクト（株）

水まわり
●（株）ウッドワン
●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）
●トクラス（株）

●パーパス（株）
●（株）バスワークス新潟
●パナソニック（株）
●（株）ミスターパイプレンチ
●（株）LIXIL

屋根･外壁･エクステリア・耐震
●アイジー工業（株）
●旭トステム外装（株）
●（有）大那工業
●ガーデン＆エクステリア設計施工Niwat
●ケイミュー（株）
●（株）椎谷板金工業
　［スカイライトチューブ新潟］
●（株）髙儀
●（株）角田塗装 一新助家 県央須頃店
●Decore （株）デコレ
●ニチハ（株）
●日新総合建材（株）
●塗替・張替　吉田建装
●ひさしの総合メーカー（有）岩井工業所
●（株）満天
●（株）家根惣
●山﨑工業

省エネ･断熱
●旭ファイバーグラス（株）
●エム・ティ・ケイ（株）
●（株）Ost.オスト
●（株）温建
●カネカケンテック（株）
●グッドマン
●（株）コロナ
●石油連盟・石油システム中央推進
協議会

●第四電設（株）
●東北電力（株）

●新潟県ガス協会・北陸ガス（株）・
　北陸ガス認定ガスショップ
●新潟県太陽光発電導入促進協議会
●ニチアス（株）
●（株）日本アクア
●日本住環境（株）
●（株）ヒカリデンキ
●三菱電機住環境システムズ（株）
●YKK AP（株）新潟支店

内装･インテリア・DIY
●アイカ工業（株）
●EIDAI
●シンコール（株）
●Self Home Decoration L'étoffe
●DAIKEN
●髙井建具
●（株）ノダ
●吉野石膏（株）

シニアライフ
●アビリティーズ・ケアネット（株）
●NP少額短期保険（株）
●クリニカルカイロプラクティック
●（一社）シニアライフ協会
●司法書士法人新潟合同事務所
●ダビアス新潟（（株）山内葬祭）
●フジパーク霊園（株）フジ商事
●ベル少額短期保険
●（有）横山寝具店 neiroイオン新潟青山店

くらし＋
●生活協同組合コープにいがた
●総合生協の宅配　KuruCo クルコ
●POLA
●メットライフ生命保険（株）
●（株）ヤマト

総合リフォーム
規模の大小に関わらず総合的な
リフォーム相談ゾーン。

新築・中古・不動産
建て替え・住み替えなど新築・
不動産に関する相談ゾーン。

水まわり
キッチン、バス、サニタリー等の
商品展示・相談ゾーン。

屋根・外壁・ エクステリア・耐震
屋根・外壁・エクステリア・耐震等
の商品展示・相談ゾーン。

内装・インテリア・DIY
インテリアなどの商品展示・
相談ゾーン。

省エネ・断熱
住まいの省エネや断熱化等に
関する展示・相談ゾーン。

資金・各種相談
資金・補助金などの
各種相談ゾーン。

くらし＋　（新潟会場のみ）
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。

リフォーム・新築・不動産などに関する
資料が無料でお持ち帰りできます。

無料・資料カウンター

シニアライフ
よりよいシニアライフのための
相談・展示・体験ゾーン。

職人さん・プチリフォーム
小工事や、職人さんへの
相談ゾーン。

※出展者などが、一部変更になる場合があります。

住まいの
ご相談されると

プレミアム
特典！！

超
豪
華
！


