
イベント登録状況

1 新潟県 株式会社笠原建設 リフォーム総力祭 6/11～12 LIXIL新潟ショールーム

2 新潟県 株式会社LTS 南新潟店 リフォーム総力祭 6/11～13 LIXIL新潟ショールーム

3 埼玉県 株式会社サイホク マンションリフォーム無料相談会 6/12 ライオンズマンション行田

4 埼玉県 株式会社サイホク マンションリフォーム無料相談会 6/18 ライオンズマンション行田

5 埼玉県 株式会社六花舎設計 構造見学会 6/19 北本市

6 新潟県 有限会社大橋建築事務所 ﾘﾌｫｰﾑ相談会 6/25 LIXIL長岡ショールーム

7 長野県 株式会社上田建装社 ﾘﾌｫｰﾑ相談会 6/25～6/26 LIXIL上田ショールーム

8 静岡県 株式会社大建工社 リフォーム相談会 7/2～7/3 LIXILショールーム静岡

9 大阪府 株式会社オクジ LIXILリフォームフェア見学ツアー 7/9 インテックス大阪

10 三重県 株式会社フォレスト・オオモリ リフォーム相談会 7/16 四日市市礼場町　フォレスト・オオモリモデルハウス

11 岐阜県 株式会社森住建 五十川様邸リノベーション現場見学会 7/16～7/17 岐阜県揖斐郡（いびぐん）池田町六之井779-1 

12 香川県 夏のリフォームキャンペーン 7/23～7/31 サンエイ・コート店舗

13 広島県 株式会社ドプコ ドプコ祭 7/30 広島県廿日市市沖塩屋2-10-6 ドプコ内

14 埼玉県 株式会社サイホク マンションリフォーム無料相談会 7/31 ライオンズマンション行田

15 千葉県 株式会社本多建設 LRS５００店記念キャンペーン 9/1～12/30 株式会社本多建設

16 千葉県 株式会社小沢工務店 なんでも相談会 9/1～11/30 千葉県茂原市中の島町942

開催場所開催期間イベント名ＮＯ 地域 会員名

サンエイ・コート株式会社

17 大阪府 大阪リモデリング株式会社
国の補助金を使った
「得するリフォーム相談会」

9/1～10/31 大阪リモデリング株式会社

18 東京都 HORP東京支部
LIXILリフォームショップ
秋のリフォーム相談会

9/2～9/3 LIXILショールーム東京

19 奈良県 株式会社インテコ 秋のリフォーム祭 9/3～9/4 自社ビル

20 三重県 株式会社長谷川建装 秋のリフォーム相談会 9/9～9/10 長谷川建装ショールーム　鈴鹿市江島本町31-39

21 大阪府 住まいるラボ株式会社 住まいの相談会 9/11 LIXILショールーム箕面

22 愛知県 株式会社むらかわ 一宮名鉄　住いの相談会 9/13～9/14 一宮名鉄エントランス

23 埼玉県 株式会社六花舎設計 ショールーム相談会 9/17 LIXILさいたまショールーム

24 三重県 田辺設備株式会社 リフォーム相談会 9/18～11/30 LIXILショールーム津

25 大阪府 AB　PROJECT　株式会社 住いのいろいろ無料相談会
第一・三日曜日
（9/18～12.18)

LIXILショールーム南港

26 千葉県 青木建設株式会社 耐震・省エネ改修説明会 9/23～11/28 パレット柏

27 兵庫県 株式会社林工務店 住宅相談会 9/24 株式会社林工務店
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28 新潟県 有限会社大橋建築事務所 LIXILショールーム　リフォームフェア 9/24 LIXIL長岡ショールーム

29 神奈川 株式会社イーグル建創 手作り体験「不思議なコースター」 10月～12月 LIXILﾘﾌｫｰﾑショップイーグル建創

30 三重県 株式会社フォレスト・オオモリ リフォーム相談会 10/1～10/2 フォレスト・オオモリ　モデルハウス

31 岡山県 有限会社高屋工務店 リフォーム相談会 10/1～10/31 有限会社高屋工務店事務所

32 福岡県 村重建設工業株式会社 リフォーム相談会 10/14 上富野郵便局

33 千葉県 有限会社トータルリホームプランナー 秋のリフォーム展 10/15～10/16 船橋市前原西

34 愛知県 株式会社LTS 知多店 チュウキョーくんのすこやかフェスタ 10/15～10/16 日本ガイシホール

35 東京都 ウスクラ建設株式会社 江東区民祭 10/15～10/16 東京都江東区・木場公園

36 兵庫県 株式会社加納工務店 内覧会 10/20～11/20 兵庫県加古川市尾上町　顧客様邸

37 京都府 株式会社宮野商事 サンキューフェア 10/21 「ＴＡＭＡＥＩＢＡ」京都市北区紫野西御所田町１６－２

38 愛知県 有限会社南陽硝子 感謝祭 10/22 LIXILﾘﾌｫｰﾑショップ南陽　南陽硝子

39 埼玉県 株式会社ヒロタ ＬＩＸＩＬリフォームショップヒロタ誕生祭 10/22～10/23 ヒロタ上尾本店

40 千葉県 株式会社神野工務店 ふるさとまつり 10/22～10/23 白井市役所

41 埼玉県 斎木ガス株式会社 大感謝祭2016 10/22～10/23 埼玉県ふじみ野市上福岡１－４－１２

42 岩手県 岩手共販株式会社 リフォーム相談会 10/22～10/23 岩手共販株式会社

43 千葉県 株式会社ウッディホーム 住宅リフォーム秋祭り 10/28 千葉県市原市光風台1-371ESSOガソリンスタンド

44 長野県 窪田建設株式会社 秋のリフォームフェア 10/29～10/30 駒ヶ根建設業会館

45 群馬 七浦建設 大田原市産業文化祭 11/5～11/6 栃木県立県北体育館

46 千葉県
千葉LIXILリフォームショップ
合同ショールームフェア2016

11/6

LIXIL千葉ショールーム
木更津ショールーム
船橋ショールーム
柏ショールーム
成田ショールーム
葛西ショールーム

大東建設（株）
(有)森井建設
（株）ウッディホーム
市川工務店
（株）宮城建設
青木工務店（株）
(有)トータルホームプランナー
トヨダ建設（株）
（株）小沢工務店
（有)アーネストホーム
安房住宅設備機器（有)
（株）神野工務店
（株）芳裕建設
湯山建設（株）
（株）中川工務店
ホーナン建設工業（株）
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47 和歌山県 株式会社宮野商事 大感謝祭 11/12～14 宮野商事

48 兵庫県 株式会社三七一 新ショールームオープン感謝祭 11/12～13 LIXIL和歌山支店

49 愛知県 株式会社大進 はんだふれあい産業祭り 11/13 半田運動公園

50 静岡県 イデキョウホーム株式会社 第６回富士のくにらしい家づくりフェア 11/19～11/20 静岡県富士見市伝法１３３５　イデキョウホーム本社

51 京都府 株式会社ウッドテックキムラ 暮らしの提案会 11/26～11/27 文化パルク城陽

52 和歌山県 株式会社蔭山組 地域感謝祭 11/27 LIXIL和歌山支店

53 新潟県 株式会社ハンズワタベ 2世帯住宅リフォーム相談会 2/25～3/12 2世帯住宅リフォーム相談会

54 静岡県 三立木材株式会社 リフォーム相談会 3/4 静岡県浜松市天竜区二俣町阿蔵182三立木材株式会社

55 千葉県 株式会社ウッディホーム 塗りかえりフォーム講習 3/18 長原町コミュニティーセンター

56 千葉県 株式会社ウッディホーム 塗りかえりフォーム講習 4/15 千葉市若葉区文化ホール
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