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性能向上リノベの会とは、断熱と耐震の性能向上リノベーションで、

これからを暮らす家の新しいスタンダードをつくるためのプラットフォームです。

住宅の長寿命化、安心・安全・快適で充実した住環境の提供を通して、

エンドユーザーが理想とするライフスタイルを実現、

カーボンニュートラル社会の実現を目指し、

プロユーザーが幅広く、性能向上リノベーション事業を拡大しやすい環境を整え、

市場を創造していくことを支援します。

サポートの必要性

ボトルネックになりやすい入り口のフェーズ
から引渡し後まで。
リノベーション事業者のニーズに応える
技術的な業務をトータルにサポートする
メニューをご用意しています。
（一部有料サービスあり）

断熱改修や耐震改修に関する
ノウハウや知識を深める、会員
限定のセミナーやイベントを随
時開催予定です。
（一部有料セミナーがあります
が、基本参加費は会費に含ま
れます）

先進的な��の実例に基づき、取りまとめた独
自の「実践マニュアル」と「実践ツール」を提供
します。
築年数×改修パターン×性能向上グレード
別に、改修メニューを全��パターン可視化す
るなどエンドユーザーとのコミュニケーショ
ンでも役に立つツールを数多く提供します。

省エネ計算代行や補助金申請
などの煩雑な業務や、個社では
判断が難しい性能向上リノベ特
有の悩みに応える独自の提携
サービスとしてサポートメニュー
を、サポート企業とともに当会
員価格にてご用意しています。

性能向上リノベ特有の業務
フローに沿った技術サポート

実務ノウハウが詰まった独自の
「実践マニュアル＆ツール集」

有識者による
会員限定セミナー・イ ベントへの参加

会員価格にて
提携サービスによる業 務サポート

リノベーション特有のフローや、断熱改修や耐震
改修といった性能向上特有の判断が必要となり、
参入のボトルネックとなっています。その部分に特
化したサポートメニューの充実を図り、会員企業の
成長をバックアップします。

個社の悩みに応じてサポートメニューや、実践
マニュアル、委託パートナーのご紹介などを各種
用意しています。

リノベーションを相談できる先がない

コスト管理における危険値予測ができない

温熱計算・耐震診断ができない

資金計画を立てて提案できない
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性能向上リノベーション事業の拡大を支援

省エネ、既存ストックの流通市場を促進、カーボンニュートラル社会の実現を目指す

特有の業務フローに沿い、実務に
特化した独自のマニュアルやツー
ルを提供。
ボトルネックになりやすい入り口
フェーズからノウハウを共有します。

省エネ計算や、補助金申請などの煩雑な業務や
住宅ローンまで。
性能向上リノベ特有の悩みに応える専門会社に
よる独自のサポートメニューを会員価格にて各種
用意。

先進的な実績がある会員との交流はもとより、性能向上リノベに関する最新情報や必要情報を適切に
アップデートし、様々なコトや企業をつなぐ役割を担います。

性能向上リノベの認知拡大と、浸透促進
を図る取り組みや活動を通して、個社で
はできない企業ブランディングの向上を
図るだけでなく、営業ツールの提供など
幅広い役割を担います。

現場調査から簡易診断、性能
向上内容を決め概算コスト
算出。かし保険や補助金を見
込んだ建物状況調査。

顧客の住宅ローンなど資金調
達を踏まえ、概算コスト、資金
計画を確定するなど物件及び
設計契約までのポイント。

リノベーションや性能向
上ならではの設計・施工ポ
イント。耐震診断や省エネ
計算、補助金申請など。

解体から施工時の技
術ノウハウ、検査チェ
ックポイントの実践
ツール提供など。

長期修繕計画やア
フターサービス規準
の実践ツール提供
など。

顧客のニーズや資金計画、建物
状況を鑑みて、性能向上グレー
ドや工事内容想定などの事前
判断に必要なポイント。

事前相談 調査提案 物件契約 設計実務 工事管理 引渡し

性能向上リノベの全業務フローにおいてサポートメニューを提案

業務フローに沿って必要なノウハウ・ナレッジを提供。
ボトルネックになりやすい入り口のフェーズから引渡し後まで、業務をサポートします。 

技術サポート

ネットワーク

提携サービスによる業務サポート 営業サポート

性能向上リノベの認知拡大と浸
透促進を図る取り組みや活動
を通して、個社ではできない差
別化や企業ブランディングにお
役立ていただけます。

性能向上リノベの普及貢献や新
たな取り組みに対して賛する場
をつくり、また事例共有を通し
たノウハウや、技術習得の機会
を通して、性能向上リノベの会
に参画する企業間の交流を図
るだけでなく、市場創造を加速
させます。

性能向上リノベにおける改修グ
レードの内容をわかりやすく可
視化し、安心をエンドユーザーへ
提供できます。
また、その登録発行数が、性能向
上リノベーションの認知拡大に
直結していきます。役に立つツー
ルを数多く提供します。

性能向上リノベの会では、断熱
改修や耐震改修、性能向上リノ
ベーションに関わるノウハウや、
業界に関わる情報を更新し続け
ることができます。
業務の効率化・合理化にも繋が
ります。

有識者による
会員限定セミナー・イ ベントへの参加

会員価格にて
提携サービスによる業 務サポート

性能向上リノベを可視化する
「登録証」の発行

個社実績を賛する
「性能向上リノベアワード」への参画

最新の情報やツール、
ノウハウを常にアップデート

シルバー耐震（等級２）

断熱改修：フルスケルトン、サッシ交換（APW���・イノベスト）
　　　　　床・壁・天井の断熱入替
耐震改修：フルスケルトン、耐力壁（FRAMEⅡ・BOX 型追加・金物追加）
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個社では実現できない
プロモーション活動・営業サポート
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性能向上リノベの会事務局

安心・安全で快適な暮らしづくりの土台となる断熱性能と耐震性能。本質的には、エンドユーザーの関心が高い要素です。

これらは築古の戸建て住宅でも、断熱性能と耐震性能を向上するリノベーション技術の習得により実現が可能です。

しかしながら、基準のわかりにくさや設計・施工の煩雑さ、また、まず何をすべきか判断が難しく、リスクヘッジの方法が

わからないことで工事コストがボトルネックになるなど、未だに案件が少ないのが現実です。

国からも成長市場と期待され、希少な立地環境での佇まいや、大切な住まいを住み継ぐ魅力のある中古住宅のリノ

ベーション領域ですが、さらなるリノベーションの普及促進には、この潜在的に関心が高い断熱性能と耐震性能の向上

が必要不可欠です。

断熱 性と耐震性を担保するリノベーション 
＝ 性能向上リノベーションを、あたりまえの選択肢に。

性能向上リノベーション事業の可能性 エンドユーザーのメリット

新規市場が小さくなる中で、
他事業者との差別化やビジネス領域を拡大 健康・快適の確保と多様なライフスタイルの実現

断熱性と耐震性が高い住まいが、エンドユーザーに選ばれる
当たり前の条件になる時代到来

安全の確保とサスティナブルハウジングの実現

ストック活用によるカーボンニュートラル社会の実現に向け
た性能向上リノベ事業は、企業ブランドの価値向上に

省エネ化した家に暮らすことが社会貢献

国による補助金・減税・優遇などを活用し、
ビジネスチャンスのきっかけを掴みやすい環境

税制優遇と補助金による住宅購入サポートの享受

新築に捉われない、立地や広さなど選択肢の広がり

性能向上リノベの会

サポート企業・団体 様々な企業様にご参画いただいております。※五十音順

詳しくは、 をご覧ください。
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