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ＴＯＴＯ・ＤＡＩＫＥＮ・ＹＫＫ ＡＰ 共同リリース
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テーマは〝十人十家 くらしの想いをわたしらしく″

「ＴＤＹリモデルコレクション ２０１８」開催
5 月 17 日(木)～19 日(土) 幕張メッセ会場
全国 10 ヶ所のコラボショールームでフェアを同時開催！両フェア合わせて約 4 万人動員計画
ＴＯＴＯ、ＤＡＩＫＥＮ、ＹＫＫ ＡＰ（以下、ＴＤＹという）の 3 社は、具体的な日々の生活空間をイメージし、リ
モデルの楽しさ、広がりを体感いただくフェア「ＴＤＹリモデルコレクション 2018」を、幕張メッセ（1～3 ホー
ル）で 5 月 17 日(木)～19 日(土)の 3 日間、開催します。
ジュウニン ト イ エ

当フェアのテーマは、〝十 人 十家 くらしの想いをわたしらしく″です。様々な消費行動がモノからコト
へと変化する中、リモデル需要も「商品の老朽化」などの〝モノ″きっかけではなく、「忙しい毎日でも家
族の会話もしっかり楽しみたい」などの〝コト″実現のためのリモデルに変化してきていると TDY は考え
ます。その社会の変化に応える 10 パターンのリモデル提案を、TDY3 社に加え協賛会社 11 社、コレクシ
ョンパートナー6 社の商品やノウハウを結集した実物の空間展示にて、一挙初公開します。
実現したいライフスタイルは人それぞれで、10 人いれば 10 通りの暮らしの想いがあります。今回のフ
ェアをきっかけにしてリモデルで自分の夢や想いを叶えられる楽しさ、広がりを感じてもらえるよう、展示
テーマは、ライフスタイルや世代、家族構成や趣味、ニーズ、年代などに合わせて設定しました。
また、同期間の 5 月 18 日(金)～20 日(日)に、全国 10 ヶ所の TDY コラボレーションショールーム(※)で、
「ＴＤＹコラボレーションショールームフェア 2018」を実施します。各ショールームでは、バーチャルリアリ
ティー(ＶＲ)で「TDY リモデルコレクション 2018」の空間展示が体感できます。
ＴＤＹ3 社は、フラッグシップフェア「ＴＤＹリモデルコレクション 2018」と「ＴＤＹコラボレーションショールー
ムフェア 2018」に合計約 4 万人の来場を見込んでいます。
さらに、各地域に合わせたフェアを、今秋以降順次開催する計画です。
【ＴＤＹリモデルコレクション 2018 開催概要】
開催日時： 5 月 17 日（木） 9：30～17：00(業者様向け)
5 月 18 日（金）10：00～17：00
5 月 19 日（土）10：00～16：30(最終入場は 16:00)
場所：
幕張メッセ 1～3 ホール （千葉市美浜区中瀬 2－1）
アクセス： ＪＲ京葉線海浜幕張駅から徒歩 5 分
入場料： 無料
入場方法： ＴＤＹリフォーム情報サイト（リモデル.jｐ）から招待状を
ダウンロードの上、会場に持参ください。
URL：
https://re-model.jp/
主催：
ＴＯＴＯ、大建工業、ＹＫＫ ＡＰ
協賛企業： コイズミ照明、コロナ、サンゲツ、セコム、ダイキン工業、
立川ブラインド工業、東京ガス、トーソー、ニチハ、
ノーリツ、マグ・イゾベール
コレクションパートナー：
エクスナレッジ、オンキヨー、一級建築士事務所かねまき・
こくぼ空間工房、コンランショップ・ジャパン、ユニバーサル
園芸社、ライクイット
（※）全国 12 ショールームのうち、ＴＤＹ東京コラボレーションショールーム・ＴＹ横浜コラボレーションショールームは除く、TDY コラボレーションシ
ョールーム（札幌、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡）、TY コラボレーションショールーム（新潟、静岡、熊本）の計 10 ヶ所で実施。
なお、TDY 札幌のみ 17 日(木)から開催。
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■空間展示(10 ブース)
展示では空間で“アコガレ”のシーンを見ていただき、それを実現するためのＴＤＹの技術・ワザを全 10
テーマ全てで展示しております。

■10 のテーマ紹介
◆NO.1 自然を楽しむ： 「太陽と風と仲良くすごす家」
自然を取り込む大きな窓と広々デッキにリモデル
＜ライフスタイルイメージ＞
・子供も独立して会社勤めにもひと区切りついたのを
機に、ナチュラル派の夫婦 2 人がゆったり暮らすため
に、広々したＬＤＫとデッキ空間にリモデル。
＜ポイント＞
・自然に囲まれながらの、ゆったりとした暮らし。「内と
外」をつなげて、自然を感じる開放的な家に。
・最大のポイントは大きな窓。自然の光・風・景色を取
り込みながらも、高い断熱性と機能性を確保。
・床・壁・天井を、意匠や素材感が内外連続するデザ
インとし、外までつながる上質なＬＤＫ空間に。
・オープンキッチンはリビングに美しく溶け込み、勝手
口からはデッキや庭へスムーズにアクセス可能。
◆NO.2 家事ラクスタイル： 「子育てパパママの家族時間」
家事負担を少なくする家族想いのリモデル
＜ライフスタイルイメージ＞
・育児がひと段落し妻が仕事に復帰。共働きになるの
で、夫も働き方を見直し、家も実家近くに中古マンショ
ンを購入しリモデル。
＜ポイント＞
・効率的な家事動線、ＬＤＫに面した対面キッチンで家
族と会話を楽しみ、家族一緒の時間が増加。
・きれい除菌や、お掃除ラクラクほっカラリ床など汚れ
がつきにくく家事の手間を減らす機能が満載。
・マンションで特別な工法で断熱性に優れた窓に改修。
その窓際にはインナーテラスを設置し、サンルームや
子どものあそび場として多目的に活用。
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◆NO.9 ペットと暮らす： 「ネコと本とひだまりと」
ペットの気持ちでネコも人もストレスフリーリモデル
＜ライフスタイルイメージ＞
・自宅に作業場を構える読書好きのフリーランスの
夫婦。仕事の息抜きスペースとして、ネコ 4 匹とマイ
ペースに過ごせるリビングにリモデル。
＜ポイント＞
・壁いっぱいの本棚と、部屋の中央に一段下がった
くつろぎのスペースを用意した、家族みんなが自然
と集まりたくなるリビング。
・キャットウォークや、壁面にネコ用のステップを設
置して、遊びながら運動不足を解消。
・傷がつきにくい床材や、鳴き声をやわらげ、気にな
るニオイを抑える天井材などを採用し、ネコと人と
の暮らしに配慮した空間に。
◆その他 7 つのテーマ
テーマ

NO.

リモデル内容
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食でおもてなし：
「ようこそ！オトナ厨房へ」

会話の弾むアイランドキッチンを真ん中にリモデル
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クリーン＆グリーン：
「“さわやかきれい”でおもてなし」

きれいにこだわったさわやか空間にリモデル

5

温活ライフ：
「ココロもカラダもあったかヘルスケア」

バスルームからリラックスルームまでまるごと温活
リモデル

6

くつろぎライフ：
「やすらぎたっぷり“我が家ホテル”」

ホテルのような上質な空間と時間を毎日満喫でき
るリモデル

7

かしこく暮らす：
「スマートエントランス」

趣味スペースにもなるエントランスクローゼットにリ
モデル

8

人が集まる：
「タタミラウンジでご近所茶会」

和にこだわったみんなが集まるだんらんスペースに
リモデル

10

サウンド＆シアター：
「熱狂！リビングスタジアム」

最適サウンドで臨場感たっぷりスペースにリモデル

■ＴＤＹ 各社展示ゾーン
【ＴＯＴＯ】
8 月発売予定の新商品を中心に、上質な空間展示と、ＴＯ
ＴＯの技術が見られる展示を行います。シャワーのウォーム
ピラーはお湯の放熱を防ぐため、温かさがムダなく体まで届
けられます。従来シャワー以上に浴槽浴に近い温まり効果
をモニター・実演展示いたします。
また、セフィオンテクトやトルネード洗浄、きれい除菌水な
どの展示で、お掃除の手間やきれいが続く仕組みを理解い
ただけます。
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【ＤＡＩＫＥＮ】
意匠性の高い「壁材」を軸に、6 月発売予定の新製品など
を用いた様々な空間を展示いたします。木の素材感豊かな
ヴィンテージ調や深みのある木目を活かしたシック調など、
空間ごとにテイストを設定し、雰囲気の異なる多彩な上質空
間をご提案するほか、新製品をご紹介する映像ブースも設け
ました。
さらに、片付け界のトップランナー『収納王子コジマジック』
による、当社の収納製品で“収育（収納＋育児･教育・育成）”
スタイリングを実演するセミナーイベントも実施いたします。
【ＹＫＫ ＡＰ】
断熱による快適性や、機能性・意匠性が大きく向上する
“かんたん”な窓・ドア交換リフォーム商品「かんたんマドリモ」
「かんたんドアリモ」は、Before&After の現物展示や施工実演
を交えてご紹介。
また、窓まわり・玄関まわりのエクステリア商品や耐震商品
は、使用イメージが伝わりやすいように空間シーンで展示。
他にもマンション用の窓・ドアや、浴室の出入り口など、さまざ
まな開口部リフォームをご提案します。
■協賛企業、コレクションパートナー紹介
■協賛企業 11 社 （50 音順）
ＴＤＹでは住宅全体を総合的にリフォーム提案するために協賛 11 社のリモデル商品やサービス、ノウ
ハウを結集。10 ブースの空間展示に各社商品を活用すると共に、協賛企業ブースも展開。
【コイズミ照明】
光だけがあればいい・・・余分なものを削ぎ落したフォルムであらゆる建築に溶け
込む“arkia”シリーズや、LED ならではの光の色を自由に変えられるダウンライト
や間接照明で新たな生活空間をご提案致します。

【コロナ】
当社ブースでは、省エネで快適な暮らしをサポートする商品をご提案します。
また、脱衣場やトイレ等「ここに暖房機が欲しい！」という場所にピッタリなアイテ
ムもご紹介しています。ぜひ、お立ち寄り下さい。

【サンゲツ】
壁紙・カーテン・床材など 13,000 点を超えるインテリア資材を企画・開発・販売して
います。展示ブースでは壁紙の楽しさを知っていただけるようなアクセントクロスの
使い方をご紹介します。

【セコム】
生活スタイルに柔軟に対応できる最新のホームセキュリティ｢セコム･ホームセキュ
リティＮＥＯ｣に加え、健康管理と救急通報が可能な｢セコム･マイドクターウォッチ｣
など、セコムが見守る安心な暮らしをご提案します。

【ダイキン工業】
エアコンの専業メーカーが本気でつくった『ちいさなちいさなエアコン』「ココタス」
と、薄さ・質感・色でお部屋に溶け込むスタイリッシュエアコン「risora（リソラ）」で一
歩先のリフォームをご提案します。
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【立川ブラインド工業】
創業 80 周年を迎える当社では、新製品のハニカムスクリーンやプリーツスクリー
ン「ゼファー」「フィーユ」「ペルレ」をはじめ機能性と意匠性を兼ね揃えた製品を
多数展示。快適なリフォームをご提案します。

【東京ガス・ノーリツ】
東京ガスとノーリツは 2 社共同展示を行い、一歩先ゆくガス機器を活用したリフォ
ームのご提案や、お客さまに合ったエネルギー契約、暮らしに役立つサービスを
ご紹介します。
実演ステージでは、最新厨房機器を使用し有名シェフによる調理実演も行います
ので、是非ご来場いただきお客さまへのご提案の場としてのご活用をお願い致し
ます。

【トーソー】
カーテンレールのトップメーカーで「国内シェア No.1」。
カーテンレールをはじめブラインド類やピクチャーレールを展示し、インテリア性の
高いデザインや生活に役立つ機能をご提案します。

【ニチハ】
窯業系サイディング業界初（※1）となる塗膜の変色・褪色 30 年保証（※2）に対応した
外壁材「プレミアムシリーズ」を中心に、各種製品を展示。魅力的な家づくりをご提
案します。 （※1）2017 年 11 月時点､（※2）沖縄県の物件を除く

【マグ・イゾベール】
快適、健康、省エネをテーマに「断熱リフォーム」について製品の実物展示や性能

■コレクションパートナー
体感コーナーを設けます。温熱環境と音環境の改善に役立つグラスウール、建物
の耐久性向上に寄与する調湿気密シートをご紹介します。

■コレクションパートナー 6 社
10 ブースの「アコガレのリモデル」空間の展示コーディネイトに、中古住宅購入若年層などへの発信力
もある 6 社が参画。

■ご来場イベント
●千葉物産展(18 日、19 日開催)
●アンケート回答でＴＤＹオリジナル「ザ・コンランショップ」ミニトートバックプレゼント！
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■ＴＤＹコラボレーションショールームフェア
「ＴＤＹコラボレーションショールームフェア 2018」を全国 10 ヶ所の TDY コラボレーションショールーム
ジュウニン ト イ エ
で同時開催し、「ＴＤＹリモデルコレクション 2018」と同じく〝十 人 十家 くらしの想いをわたしらしく″をコ
ンセプトに、お客様の彩り豊かな想いに向き合い、さまざまなリモデルのアイデアを提案いたします。ＴＤ
Ｙが、お客様にとっての最適なリモデルのプラン探しをお手伝いします。
① ＴＤＹリモデルコレクションブックを用いながらショールームアドバイザーによる複数の空間プランを紹
介します。
② お客様が興味を持った空間プランの動画をタブレットやパソコン上で見ることができます。
③ 特設コーナーにてヴァーチャルリアリティ（ＶＲ）で空間を見ることができます。
【ＴＤＹコラボレーションショールームフェア開催概要】
開催日時： 5 月 18 日（金）10：00～17：00
5 月 19 日（土）10：00～17：00
5 月 20 日（日）10：00～17：00
場所：
全国 10 ヶ所の TDY コラボレーションショールーム
TDY コラボレーションショールーム/札幌・金沢・名古屋・
大阪・広島・高松・福岡
TY コラボレーションショールーム/新潟・静岡・熊本
※TDY 札幌のみ、5 月 17 日（木）10：00～17：00 も開催いたします。

<ご来館特典>
ＴＤＹスタンプラリーにご参加いただいた方には、
「ザ・コンランショップ」ミニトートバックをプレゼントします。
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