
  

【お問合せ、ご質問、取材のお申込み、画像・素材のお貸し出し】 
リノベーション協議会 広報︓⽯川 唯 
Tel︓03-5656-0083（株式会社リビタ内） FAX︓03-5656-0070  Mail︓pr@renovation.or.jp 

2019 年 10 月 10 日 
一般社団法人リノベーション協議会 

NPO 法人ファーマーズマーケットアソシエーション    

「RE LIFE」 
リノベーション・エキスポ・ジャパン TOKYO × ⻘⼭ファーマーズマーケット 

暮らしの新しい価値観を提案する 2 つの人気イベントが共同開催︕ 
自由な生き方に触れる二日間の祭典 ｜ 2019 年 11 月 9 日（土）、10 日（日）国際連合大学前広場 

   
  

一般社団法人リノベーション協議会（東京都渋⾕区、理事⻑︓⼭本 卓也）と NPO 法人ファーマーズマーケット
アソシエーション（東京都目⿊区、代表理事︓諸橋洋勝）は、「もっと自由に、もっと自在に、暮らしを変えてみ
よう。」をテーマに、自由な生き方に触れる祭典「RE LIFE」リノベーション・エキスポ・ジャパン TOKYO × ⻘
⼭ファーマーズマーケット を、2019 年 11 月 9 日（土）10 日（日）の二日間、東京メトロ「表参道駅」徒歩 5
分の国際連合大学前広場にて開催いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公式サイト https://renovation-org.com/expo/2019/tokyo/ 
 
 

RE LIFE は、新しい時代を⾒据えた「住」「⾷」の魅⼒的なコンテンツが集うライフスタイルの総合イベント。
これまで住まい・暮らし領域で新しい価値観を提案してきた「リノベーション・エキスポ・ジャパン TOKYO」と
「⻘⼭ファーマーズマーケット」の２つのイベントがコラボレーションした、来場者それぞれの「理想の生き方・
暮らし方」のヒントが⾒つかり、暮らしの視点が変わる体験を提供する２日間の祭典です。 

様々な選択肢がある今の時代だからこそ、決められた生き方ではなく、自分で選んで、編集することで、自分ら
しい生き方を⾒つけることを楽しむ時代。同じ人がひとりとしていないように、生き方も、暮らし方も、もっと自
由でいいはずです。 

 

ニュースリリース 
報道関係者各位 
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「RE LIFE」コンテンツ 
 

１．ZINE [自分らしい生き方を知る]  
会場に点在するページを集めて完成する自分だけの ZINE。
各ページには、暮らしのつくり⼿たちの想いや多彩な事例を
掲載。ひとつひとつ吟味し、選び、編集することで、「自分ら
しい生き方」を再考するきっかけに。 

 
 

２．トーク＆セミナー [素敵な生き方に触れる] 
様々な業界のトッププレイヤーから自分らしく生きる・暮ら
すためのヒントを得られるトークショーを開催。 
 
【トーク登壇者】(五十音順) 
東野 唯史さん（ReBuilding Center JAPAN） 
有坂 塁さん（キノ・イグルー） 
⽯井 佳苗さん（インテリアスタイリスト） 
市橋 正太郎さん（アドレスホッパー） 
岩崎 達也さん（MAGASINN KYOTO） 
坂尾 篤史さん（ONIBUS COFFEE） 
相馬 由季さん（YADOKARI） 
高⼭ 都さん（⼥優・タレント） 
ちきりんさん（社会派ブロガー） 
中田 理恵さん（HandiHouse Projects） 
平田 はる香さん（パンと日用品の店 わざわざ） 
本間 貴裕さん（Backpackers’ Japan） 
⼭中 洋さん（マルニ木工） 
龍崎 翔子さん（L&G GLOBAL BUSINESS, Inc.） 

 
３．メーカーズ [生き方のつくり手と出会う]  
理想の生き方や暮らし方の実現をサポートする、様々なライフ
スタイル分野のプロが集結。リノベーション事例の紹介から住
まい探しの相談、体験コーナーなど個性豊かなブースが盛りだ
くさん。 

 
４．マーケット [暮らしを彩る] 
今の暮らしを彩る、再生古材ショップや DIY パーツショップ、
フラワーの移動販売までが揃うマーケットブース。 
 
【ブース出展者】（五十音順） 
・anytee（ヴィンテージ T シャツとカレッジスウェット） 
・カモ井加工紙株式会社（マスキングテープ） 
・⾦さん銀さん（⾦箔銀箔や特殊箔を使った⼿刷り T シャツや

トートバッグ） 
・gui flower（花） 
・toolbox（内装建材・家具パーツ・住宅設備） 
・ReBuilding Center JAPAN（古材） 
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５．ワークショップ [暮らしを体験する] 
子どもから大人まで楽しめる体験ワークショップ。⼿作りハン
モックやフラワーアレンジメント、マスコット作りなど、世界
でひとつのオリジナル作品を持ち帰ることができます。 
 
【ワークショップ出展者】（五十音順） 
・カモ井加工紙株式会社︓マスキングテープを使ったワークシ

ョップ 
・キッズデザイン協議会︓irodo でオリジナルデコレーション 
・キノ・イグルー︓「あなたの人生を変えた映画、おしえてくだ

さい」 
・gui flower︓花のブーケやタペストリー作り 
・⾥⼭ハンモック︓オリジナルハンモック作り 
・みんなのダンボールマン︓ダンボールで作るオリジナルバッ

ジづくり等 
・100mermaids workshop︓オリジナルぬいぐるみ作り 
 
６．オブジェ ［⾒て体感する］ 
会場にはモバイルハウスやお子さま向けの展示物もご用意。
⾒て触れて体感することができます。 
 
【出展者】（五十音順） 
・１畳ハウス 
・キッズデザイン協議会 
・SAMPO トラック 
・断熱タイニーハウス 

 
 
 
 
リノベーション・エキスポ・ジャパンとは 

リノベーション・エキスポ・ジャパンとは、リノベーションの可能性や楽しみ方、そして、その熱気とアイデア
を一堂に集める国内最大規模のリノベーションの祭典。全国でリレー形式にて、セミナー・展示・⾒学会・ワーク
ショップ・トークショーなどリノベーションや暮らしに関する多彩なイベントを開催し、ここでしか出会えない最
先端の事例や業界トップランナーたちを紹介しています。 
https://www.renovation.or.jp/expo/ 
 
⻘⼭ファーマーズマーケットとは 

⻘⼭ファーマーズマーケット（Farmer’s Market @ UNU）は、2009 年に約 30 店舗規模でスタートし現在は毎
週末約 100 店舗前後が出店する大きなムーブメントとして成⻑してきたマーケット。2019 年には開催 10 周年を
迎え、次の 10 年を⾒据えるためのウェブマガジン「 APPETITE -Food Experience Press- 」を⽴ち上げるなど、
⾷を中⼼にこれからの生き方を探求し、東京・⻘⼭から世界に向けて発信することを目指しています。 
http://farmersmarkets.jp 
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《開催概要》 
・名称    ︓「RE LIFE」RENOVATION EXPO JAPAN TOKYO × Farmer’s Market @UNU 

・開催日     ︓2019 年 11 月 9 日（土）〜 11 月 10 日（日） 

・開催時間    ︓11:00 〜 17:00 

・⼊場料   ︓無料 

・会場     ︓国際連合大学前広場（東京都渋⾕区神宮前 5-53-70） 

・主催     ︓一般社団法人リノベーション協議会、NPO 法人ファーマーズマーケットアソシエーション 

・後援    ︓経済産業省、国土交通省 

・ウェブサイト︓https://renovation-org.com/expo/2019/tokyo/ 
 

 
 

一般社団法人リノベーション協議会について 
 

一般社団法人リノベーション協議会は、消費者が安⼼して既存住宅を選べる市場をつくり、既存住宅の流通を活
性化させることを目的に、2009 年 7 月に発足したリノベーション業界団体です。現在、業界・業種の枠を超え
た 955 社（正会員 704 社、賛助会員 235 社、特別会員 4 名・9 法人・3 自治体）が参画し、優良なリノベーシ
ョンの統一規格「適合リノベーション住宅」を定め、建物タイプ別に品質基準を設定、普及浸透を推進しています。
区分所有マンション専有部に関する品質基準を満たす「Ｒ１住宅（アールワンジュウタク）」、区分所有マンション
共用部も含む品質基準「Ｒ３住宅（アールスリージュウタク）」、⼾建住宅の品質基準「Ｒ５住宅（アールファイブ
ジュウタク）」が運用されており、適合リノベーション住宅発⾏件数は、累 46,243 件（2019 年 10 月 1 日時点）。 
http://www.renovation.or.jp/ 

 
名 称︓一般社団法人リノベーション協議会      設 ⽴︓平成 21 年 5 月 20 日 
住 所︓東京都渋⾕区渋⾕2-2-2 ⻘⼭ルカビル 4 階   理事⻑︓⼭本 卓也 

 
 
 
 

▲会場イメージ 


