
⾚字は6/02に追記

担当者 ホームページ・電話番号等

平成28年6⽉16⽇ 13:00〜17:00 愛媛県 松⼭市歩⾏町1-7-4 愛媛県PTA会館 ⻑期優良住宅化リフォームセミナー ㈱デコス
断熱事業部
東京OFFICE
 ⽯松 孝浩

http://www.decos.co.jp/topics/20160331.php ―

平成28年6⽉17⽇ 13:00〜17:00 ⿅児島県 ⿅児島市⼭之⼝町1-10 ⿅児島中央ビルディング
⻑期優良住宅化
リフォームセミナー

㈱デコス
断熱事業部
東京OFFICE
 ⽯松 孝浩

http://www.decos.co.jp/topics/20160331.php ―

平成28年6⽉22⽇ 13:00〜17:00 新潟県 ⻑岡市坂之上町2-1-1 ⻑岡商⼯会議所
⻑期優良住宅化
リフォームセミナー

㈱デコス
断熱事業部
東京OFFICE
 ⽯松 孝浩

http://www.decos.co.jp/topics/20160331.php ―

平成28年6⽉24⽇ 18:00〜19:00 和歌⼭県 和歌⼭市⻄汀丁36 和歌⼭商⼯会議所 ⻑期優良リフォーム推進事業の進め⽅ ㈱RER建築設計
設計部
 ⽩井 康祐

rer@abelia.ocn.ne.jp ―

平成28年6⽉28⽇ 13:00〜17:00 ⿃取県 ⽶⼦市末広町294
⽶⼦コンベンション
センター

⻑期優良住宅化
リフォームセミナー

㈱デコス
断熱事業部
東京OFFICE
 ⽯松 孝浩

http://www.decos.co.jp/topics/20160331.php ―

平成28年6⽉29⽇ 13:00〜17:00 兵庫県
兵庫県神⼾市中央区御幸通8丁⽬
1-6

神⼾国際会館 ⻑期優良住宅化リフォームセミナー ㈱デコス
断熱事業部 東京
OFFICE：⽯松
孝浩

http://www.decos.co.jp/topics/20160331.php ―

平成28年7⽉1⽇ 14:00〜16:30 愛媛県 愛媛県松⼭市湊町七丁⽬5番地
松⼭市総合コミュニ
ティーセンター

⻑期優良住宅化リフォームセミナー（松
⼭会場）

⼀社）ベ
ターライフ
リフォーム

協会

事務局：道正 卓
哉

http://www.blr.or.jp/business/other.html

１）お申し込みはBLR協会HP
http://www.blr.or.jp/business/other.htmlより
「勉強会会場ごとの開催チラシ」から申込⽤紙をダ
ウンロードしてFAXにて、お申込み下さい。
２）お問合せ担当者：事務局 井上・道正
TEL 03-5211-0032  FAX 03-5211-0590
３）６⽉２４⽇（⾦）迄

平成28年7⽉19⽇ 14:00〜16:30 富⼭県 富⼭県富⼭市新総曲輪4-18 富⼭県⺠会館
⻑期優良住宅化リフォームセミナー（富
⼭会場）

⼀社）ベ
ターライフ
リフォーム

協会

事務局：道正 卓
哉

http://www.blr.or.jp/business/other.html

１）お申し込みはBLR協会HP
http://www.blr.or.jp/business/other.htmlより
「勉強会会場ごとの開催チラシ」から申込⽤紙をダ
ウンロードしてFAXにて、お申込み下さい。
２）お問合せ担当者：事務局 井上・道正
TEL 03-5211-0032  FAX 03-5211-0590
３）７⽉１２⽇（⽕）迄

⻑期優良住宅化リフォーム推進事業に関する勉強会⼀覧

申込み先
時間⽇付 会場 主催者 備考開催地都道府県 勉強会等名称

 ⻑期優良住宅化リフォーム推進事業では、地域の⼯務店等が集まって⾏う本事業の勉強会等に対して⽀援を⾏っております。
 これらの勉強会については、どなたでも参加することが可能です。

 参加を希望される場合は、下記⼀覧の申込み先まで、直接お申し込みください。尚、定員の都合上、事前に予約を打ち切る場合があります。
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担当者 ホームページ・電話番号等

申込み先
時間⽇付 会場 主催者 備考開催地都道府県 勉強会等名称

平成28年7⽉26⽇ 14:00〜16:30 札幌市 札幌市中央区北1条⻄13丁⽬ 札幌市教育⽂化会館
⻑期優良住宅化リフォームセミナー（札
幌会場）

⼀社）ベ
ターライフ
リフォーム

協会

事務局：道正 卓
哉

http://www.blr.or.jp/business/other.html

１）お申し込みはBLR協会HP
http://www.blr.or.jp/business/other.htmlより
「勉強会会場ごとの開催チラシ」から申込⽤紙をダ
ウンロードしてFAXにて、お申込み下さい。
２）お問合せ担当者：事務局 井上・道正
TEL 03-5211-0032  FAX 03-5211-0590
３）７⽉１９⽇（⽕）迄

平成28年7⽉27⽇ 13:30〜16:00 仙台市 仙台市⻘葉区柏⽊1-2-45 フォレスト仙台
⻑期優良住宅化リフォームセミナー（仙
台会場）

⼀社）ベ
ターライフ
リフォーム

協会

事務局：道正 卓
哉

http://www.blr.or.jp/business/other.html

１）お申し込みはBLR協会HP
http://www.blr.or.jp/business/other.htmlより
「勉強会会場ごとの開催チラシ」から申込⽤紙をダ
ウンロードしてFAXにて、お申込み下さい。
２）お問合せ担当者：事務局 井上・道正
TEL 03-5211-0032  FAX 03-5211-0590
３）７⽉１９⽇（⽕）迄

平成28年8⽉4⽇ 14:00〜16:30 福岡県 福岡市博多区博多駅前2丁⽬9-28 福岡商⼯会議所
⻑期優良住宅化リフォームセミナー（福
岡会場）

⼀社）ベ
ターライフ
リフォーム

協会

事務局：道正 卓
哉

http://www.blr.or.jp/business/other.html

１）お申し込みはBLR協会HP
http://www.blr.or.jp/business/other.htmlより
「勉強会会場ごとの開催チラシ」から申込⽤紙をダ
ウンロードしてFAXにて、お申込み下さい。
２）お問合せ担当者：事務局 井上・道正
TEL 03-5211-0032  FAX 03-5211-0590
３）７⽉２７⽇（⽔）迄

平成28年8⽉5⽇ 14:00〜16:30 ⿅児島 ⿅児島市東千⽯町2-30-3F サンプラザ天⽂館
⻑期優良住宅化リフォームセミナー（⿅
児島会場）

⼀社）ベ
ターライフ
リフォーム

協会

事務局：道正 卓
哉

http://www.blr.or.jp/business/other.html

１）お申し込みはBLR協会HP
http://www.blr.or.jp/business/other.htmlより
「勉強会会場ごとの開催チラシ」から申込⽤紙をダ
ウンロードしてFAXにて、お申込み下さい。
２）お問合せ担当者：事務局 井上・道正
TEL 03-5211-0032  FAX 03-5211-0590
３）７⽉２８⽇（⽊）迄

平成28年8⽉22⽇ 14:00〜16:30 栃⽊県 宇都宮市駒⽣1丁⽬1番6号 栃⽊県教育会館
⻑期優良住宅化リフォームセミナー（宇
都宮会場）

⼀社）ベ
ターライフ
リフォーム

協会

事務局：道正 卓
哉

http://www.blr.or.jp/business/other.html

１）お申し込みはBLR協会HP
http://www.blr.or.jp/business/other.htmlより
「勉強会会場ごとの開催チラシ」から申込⽤紙をダ
ウンロードしてFAXにて、お申込み下さい。
２）お問合せ担当者：事務局 井上・道正
TEL 03-5211-0032  FAX 03-5211-0590
３）８⽉１７⽇（⽔）迄

平成28年8⽉23⽇ 14:00〜16:30 新潟市 新潟市中央区万代島6番1号
朱鷺メッセ（新潟コンベ
ンションセンター）

⻑期優良住宅化リフォームセミナー（新
潟会場）

⼀社）ベ
ターライフ
リフォーム

協会

事務局：道正 卓
哉

http://www.blr.or.jp/business/other.html

１）お申し込みはBLR協会HP
http://www.blr.or.jp/business/other.htmlより
「勉強会会場ごとの開催チラシ」から申込⽤紙をダ
ウンロードしてFAXにて、お申込み下さい。
２）お問合せ担当者：事務局 井上・道正
TEL 03-5211-0032  FAX 03-5211-0590
３）８⽉１７⽇（⽔）迄
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担当者 ホームページ・電話番号等

申込み先
時間⽇付 会場 主催者 備考開催地都道府県 勉強会等名称

平成28年8⽉26⽇ 14:00〜16:30 東京都 千代⽥区富⼠⾒2-7-2
ステージビルディング7
階

⻑期優良住宅化リフォームセミナー（東
京会場）

⼀社）ベ
ターライフ
リフォーム

協会

事務局：道正 卓
哉

http://www.blr.or.jp/business/other.html

１）お申し込みはBLR協会HP
http://www.blr.or.jp/business/other.htmlより
「勉強会会場ごとの開催チラシ」から申込⽤紙をダ
ウンロードしてFAXにて、お申込み下さい。
２）お問合せ担当者：事務局 井上・道正
TEL 03-5211-0032  FAX 03-5211-0590
３）８⽉１９⽇（⾦）迄
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