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～ホームステージングブックマーク創刊にあたり～

この度、一般社団法人日本ホームステージング協会から
ホームステージングブックマークを創刊する運びとなりました。
その背景といたしまして、お陰様で全国のホームステージャー資格取得者が
4200名（2022年5月時点）を越え、ホームステージャーが日々増えてまいりました。
今後のさらなるホームステージングの発展とホームステージャーのサポートができればと、
ホームステージングをする上で役立つ情報の発信を目的とし、
ホームステージングブックマークを創刊させていただきました。

今回、ホームステージングブックマークへ掲載のご協力いただきました各企業様に
厚く御礼申し上げます。

一般社団法人 日本ホームステージング協会
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す
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物件を魅力的に演出し、物件価値を

最適化するホームステージング。

暮らしを演出するサービスで、物件

の販売や仲介をサポートします。

①予算に合わせて、１件
１件プランニング

②ホームステージャーが
コーディネート

③大阪・神戸・京都・
奈良等、京阪神対応

〒541-0046
大阪市中央区平野町1-7-1 堺筋髙橋ビル3階
TEL：06-4706-1212
http://www.rentableone.com/homestaging

株式会社レンタブルワン

ホームステージング事業会社
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４~５年前にホームステージャー様から戸建て住宅の
ホームステージングの見積依頼があり、
そこからホームステージングという名前を知りました。

1. 弊社スタッフが物件と近隣の事前調査をしてから、ホームステージングのプランニングを実施しています。
そのため、物件に合わせた提案をすることが強みです。また、プランニングするにあたり、部屋の採光や
間取り等でお部屋の見え方が変わるため、設営する家具や小物雑貨のサイズにはかなり気を配っています。

2. 小物演出を得意としています。内見された方に驚きを感じてほしいため、扉をあけたときの目線
（目の高さ）に合わせて小物や雑貨を置くようにしています。
なるべくゴールデンゾーンに配置するよう工夫しています。

3. 不動産仲介業者様へヒアリングした時に「全てお任せで!」と言われることがあるので、こちらでプランや
コンセプトをしっかり決めて提案しています。物件や物件近辺の調査を行うとペルソナ設定ができ、
仮想生活をイメージしやすくなります。そして、「室内をどのようなテーマにするのか」

「テーマを決めたらどのような家具や小物を置くのか」「そこの部屋でどのような生活をするのか」を
ストーリーとして書き込み、提案書に落とし込んでいます。

レンタブルワンの取り組みに興味のあるリフォーム会社様・
清掃会社様・家具や雑貨店様など、暮らしに関わる企業様と
繋がりたいです。特にリフォーム会社様については、
工程表の中にホームステージングの枠を作っていただき、
そのステージングをレンタブルワンが行って、
リフォーム＋ホームステージングのサービスができたらいいなと
考えています。一緒にお仕事していただける企業様が
いらっしゃいましたら、是非ともお気軽に弊社までご連絡下さい。

ホームステージング事業会社

レンタブルワンのホームステージングサービスについて

ホームステージングを知ったきっかけ

レンタブルワンのホームステージングの強み

今後の展望
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弊社は家電家具レンタルサービスを主体としています。
レンタブルワンのホームステージングは、主に京阪神エリアでマンションや戸建て住宅のモデルルームとして、
不動産物件に「暮らし」を演出しています。
賃貸、売買物件問わず対応しており、レンタルまたは販売でご利用いただけます。
ヒアリングからプランニング、設置や搬出まですべて弊社で行っています。



ホームステージング事業会社
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1. お客様のニーズをしっかりとらえることを心がけています。
各物件のターゲットを的確につかみ、ニーズにあった商材を提供いたします。
そのためリピーター様が多く、ご紹介いただくことも多々ございます。

2. ホームステージングの対象エリアは幅広く対応しています。
九州にとどまることなく、東京・横浜・大阪に事業所を構え、
ホームステージングの依頼があった際には柔軟にご対応しております。

3. 狭い物件を工夫して設えすることを得意としています。
お客様とヒアリングしながら、買いたいと思う人にどう訴えるのかを考えて、
狭い物件にもホームステージングを積極的に行っています。
ただ家具や小物を配置するのではなく、狭い物件だとしてもそこの物件の魅力を見出せるように、
設えを徹底しています。

今から7～8年前頃に賃貸物件の空室対策として、
借りた方が住むイメージを持たせるために
モデルルームサービスをスタートしました。
あるとき新聞やメディアでホームステージング
という言葉を目にすることがあり、
そこから弊社が提供しているサービスは
ホームステージングという手法になるのかと知り、
ホームステージングを使ったモデルルームの
サービスを展開するようになりました。

今後はホームステージングの対象エリアと事業所の拡大を目指しています。
さまざまな地域でホームステージングが実践的にできるように
エリアを広めることで、ホームステージングを広める
お手伝いがしたいと考えております。
また、一般の家具レンタルも合わせてさらに事業を拡大させ、
会社をもっと成長できるよう社員全員が取り組んでおります。

ホームステージング事業会社

てぶらでどっとこむのホームステージングサービスについて

ホームステージングを知ったきっかけ

てぶらでどっとこむのホームステージングの強み

今後の展望

㈱てぶらでどっとこむ
代表取締役 古賀 武満
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弊社のホームステージングサービスは、ワンルームから新築戸建てまで広くホームステージングと
レンタルサービスを行っております。また、弊社のモデルルームおまかせサービスでは、
「コーディネートからお任せ可能」「大きな家具からお部屋に彩る雑貨まで幅広くご用意」
「月々１万円～（間取り・内容により決定します）」「設置・回収もお任せ」
「撤去後の保管場所不要」のサービスを展開しています。
ホームステージング対象エリアは、主に関東地区（東京23区・横浜・川崎市内および近郊）、
関西地区（大阪府・京都府・神戸市内および近郊）、九州地区（福岡市内および近郊）を対象として
実施しています。
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¥100,000(税別)

基本料¥250,000（税別）

お試しください！
初回限定スペシャル割引

家具・小物レンタル

スタンダードプラン (2ヶ月間)

①低コスト＆国内最大級の品揃え

③プランニングから納品まで１STOPでご対応

③ご予算に合わせて選べるレンタルプラン

ベルメゾンなら、

株式会社 千趣会

ベルメゾン事業本部

販売チャネル企画部

TEL：080-7095-2190（担当：鞍谷）

受付時間：平日10：00～17：00

※土日祝 休

Email：irai_belle@senshukai.co.jp

HP：https://bit.ly/37038YP

ホームステージング事業会社
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インテリアを軸としたサービスを検討していく中で、
マーケット分析から、日本の空き家率の増加や
住宅が売りづらくなるという問題に着目した結果、
空室・空き家対策の手法として
ホームステージングに出会いました。

1. 通信販売事業で培った商品の仕入れ背景やお客様のニーズに応える暮らしのコーディネートが
ホームステージングにおいてもご支持いただいているように感じています。
間取りやターゲットに合わせて空間設計や家具や小物に至るまで
1件1件最適なプランニングを実施しています。

2. ご予算に合わせてレンタル・卸売り・VRの中から最適なご提案が可能です。
どのサービスにおいても全て同じようなホームステージングのご提案をするのではなく、
その物件に合ったご提案をできるように努めています。

3. インテリアコーディネーター様やホームステージャー様向けに商品の卸売りも実施しておりますので、
ご興味がございましたら、是非ご連絡ください！

先ずは、弊社ホームステージング事業を
多くの方に知っていただくことを
目標にしています。
ゆくゆくはインテリアだけでなく
住宅企画やリフォームといった部分での
サービスを検討していきたいと思っています。

ホームステージング事業会社

千趣会のホームステージングサービスについて

ホームステージングを知ったきっかけ

千趣会のホームステージングの強み

今後の展望
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ベルメゾンのホームステージングは、家具やカーテン、インテリア雑貨、白物家電などリーズナブルなもの
から有名ブランドまで幅広く取り揃えております。クライアント様のご予算に合わせてレンタルと卸売り、
VRの中から最適なサービスをご提供いたします。ホームステージング事業は、今年で３年目となり、
売買物件のモデルを中心に宿泊施設や寮、オフィスやショールームに至るまでサービスを実施しております。
卸売りは全国対応可能で、レンタルサービスの対象エリアは、関西・関東圏を中心に東海や岡山県での
サービスを実施しています。



H O M E S T A G I N G

カグカスのホームステージングは へ

実際に家を売っていた時に自ら家具のコーディネートをしていたことがカグカスの創業へと
つながりました。だからこそ私たちは不動産業者様が求める本質を理解しているのです。
部屋の形が似ていても物件が違えば住む人も違う。物件を見に来られたお客様がどこで良い
と感じ、どこが決め手になるかを理解しなければ、その物件に適した空間づくりは出来ませ
ん。カグカスを利用する価値を感じて頂けるように、これからも私たちは不動産業者様に寄
り添ったサービスを提供してまいります。

家具を貸すだけではない、綺麗なコーディネートをすることが目的ではない。
全ては家を売るために。

それが私たちカグカスのRe Focusです。

ホームステージング事業会社
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Case 1
Plan Concept
・40代ご夫婦とお子様の3人家族
・趣味は読書
・落ち着いた雰囲気

ウォールナットの家具をベースにブラックのアイテ
ムをアクセントで加え高級感を演出しました。
落ち着いた雰囲気でありながら、部屋の印象が暗く
ならないよう小物にもこだわっています。

ビフォーアフターの写真からもわかるように
ホームステージングをすることでお部屋の印象を格
段に上げることができます。

Case 2
Plan Concept
・ご夫婦二人
・高級感のあるセカンドハウス
・お酒が趣味

観光地としても人気が高い地域に位置するマンション。
敢えてダイニングテーブルは置かずカウンタースタイ
ルにすることで、ゆったりとした寛ぎ空間を取り入れ
ました。

また、物件の高級感に合わせ質の高い家具を選定。
内覧されたお客様も気に入って下さり、家具も含めて
ご成約に至りました。

https://kagkas.com/

大阪 Head office 東京 Office

〒561-0853
大阪府豊中市服部南町4-3-43
Tel:06-6864-0001/ Fax:06-6864-9999

〒136-0071
東京都江東区亀戸6-53-5
Tel:03-5875-1055/ Fax:03-5875-1018

Mail: info@kagkas.com
Instagram: kagkas_4

ホームステージング事業会社
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KAGKASのホームステージングは、物件の価値を見出すという意味の
『ReFocus』というブランド名で空間を演出する事業を展開しています。
不動産販売に特化した目線で、住まいをお探しの方を惹きつける
オンリーワンのコーディネートを提案しています。
ホームステージングを行うエリアは
関西エリア（大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県）
中部エリア（愛知県/名古屋市）
関東エリア（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）
になります。
ホームステージングをする物件は、売買物件の空室ステージングを
メインに賃貸物件の依頼にも対応しています。

金保社長は15年以上トップ営業マンとして不動産を販売してきたなか、
当時から完成物件に家具などを入れて「売れる家をつくる」ために模索していました。
そのためホームステージング業を知ってから始めたのではなく、もともと売れるための見せ方を
実際に数多く手掛け、家を購入いただいたお客様からの生の声をフィードバック出来たので
すんなりと事業を展開していくことが出来ました。

ホームステージング事業会社

ホームステージングを知ったきっかけ

KAGKASのホームステージングサービスについて
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ホームステージング事業会社

ホームステージングの強み

今後の展望

１. 社長自身、長年不動産販売業に従事していた時から「どうしたら売れるような家になるのか」
「この家の価値を高めることは出来るのか」を常に考えていました。
そのためリフォーム業やコンサルティング業としてもアドバイス・プランニングすることが出来るなど、
ホームステージング以外にも物件の魅力を引き出せるお話が出来るのは強みの一つでもあります。
社長のほか、住宅関連・家具のことを熟知している人材がKAGKASスタッフとして
多数在籍していることもホームステージングのパフォーマンスを上げることに繋がっています。

２. ホームステージャーのスキルが高いため、ターゲット層に合ったホームステージングをすることが得意です。
ただオシャレな家具を置くのではなく、「その物件にはどのような方が住まれるのか」
具体的なターゲット層を設定しステージングを行っているのも大きな特徴です。

３. 依頼元の会社様の個性や事業計画に沿って、しっかり実現のためのサポートができるよう、
肝に銘じながら取り組んでいます。

「お互い信頼・信用の出来る会社関係を築き上げていけたらと考えています。」

ホームステージングが求められる地域に事業所を出していきたいと強く思っています。
ただ、新たな事業所を構えるとなると人材が大変重要となりますので、お客様のご要望やご依頼を
ヒアリングし、相手に寄り添う気持ちで働いてくれる人材の育成をしていきたいです。
また、ホームステージャー資格取得者へのサポート事業など今までにないサービスも計画しております。
それに伴いホームステージャーの育成にも尽力出来たらと考えています。
将来的にはKAGKAS本体がホームステージングをするのではなく、管理体制を整えて
ホームステージングのサポート・オペレーションを行い、ホームステージャーを支えられる会社としても
成長したいと思っています。（金保社長談）
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HOME 
STAGING

¥100,000(税別)

基本料¥250,000（税別）

お試しください！
初回限定スペシャル割引

家具・小物レンタル

スタンダードプラン (2ヶ月間)

①低コスト＆国内最大級の品揃え

③プランニングから納品まで１STOPでご対応

③ご予算に合わせて選べるレンタルプラン

ベルメゾンなら、

株式会社 千趣会

ベルメゾン事業本部

販売チャネル企画部

TEL：080-7095-2190（担当：鞍谷）

受付時間：平日10：00～17：00

※土日祝 休

Email：irai_belle@senshukai.co.jp

HP：https://bit.ly/37038YP

        
           

空室ホームステージング空室ホームステージング

空室ホームステージング空室ホームステージング

居住中ホームステージング居住中ホームステージング

空室ホームステージング空室ホームステージング

ホームステージングを

日本のスタンダードに。

それが私たちのミッションです。

株式会社サマンサ・ホームステージング https://samantha-hs.com/

ホームステージング事業会社
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空室ホームステージング

OUR SERVICES

お申込みから約２週間で、家具・インテリア小物・グリーンなどを設置。物件毎のプランニング、家具・小物のセレクトから当日の設営まで、

ホームステージャー２級以上を取得した経験豊富なスタッフが対応いたします。

居住中ホームステージング

ホームステージャー２級以上を取得し、弊社独自のトレーニングメニューを修了したスタッフ２名が、撮影や内覧時の

印象アップを目的とした片付け・飾り付けを行います。家具・小物はご所有者様がお持ちの物を利用します。

提供エリア：全国

提供エリア：全国

Before

After

Before

After

Before

After

Before

After

物件写真・3D動画撮影

プロカメラマンによる写真撮影や、

ウェブ内覧用の動画コンテンツで

さらに反響率アップが期待できます。

バーチャルホームステージング

空室の3D動画コンテンツを、CG家具・小物

で演出。実際にお部屋に置かれているか

のようなリアルな仕上がりです。

お片付け/梱包・開梱サービス

お住まいの整理整頓や、お引越し時の

荷づくり・荷ほどきも専門スタッフが

スピーディーにお手伝いします。

提供エリア：関東・関西・東海・福岡提供エリア：全国提供エリア：全国

RECRUIT ホームステージャー 募集中！

事業エリア急拡大につき、一緒に働いてくださるスタッフを募集しています。

居住中ホームステージングにご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

詳しい募集要項・ご応募は、当社ホームページをご覧ください。 https://samantha-hs.com/recruit/

E-mail info@samantha-hs.com      TEL 050-1741-6970 FAX 03-5875-8692 〒135-0047 東京都江東区富岡1丁目12-8 アサヒビル2Ｆ

ホームステージング事業会社
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サマンサ・ホームステージングは、不動産売買のための空間演出や、
リフォーム・お引越しの時のお荷物の整理・梱包・収納サービスなど、
ホームステージャーによるきめ細やかな作業と、経験豊富な技術・知識で、
お客様の快適な暮らし替えを、全力でサポートしております。
近年、特にご依頼が増えている「居住中ホームステージング」は、
単なる家事代行とも、クリーニングだけのサービスとも異なる、
専門的なトレーニングを修了したホームステージャーが、住宅の演出を行うサービスです。
お客様のお住まいを片付けて生活感を無くし、お部屋の中にあるもので素敵に演出することで、
物件本来の価値を正しく評価していただけます。
2019年度のお客様満足度は【99.3％】と高く評価いただいております。
ホームステージングをサービスとして始めてから、およそ9年が経ちました。
現在は、空室ホームステージング・居住中ホームステージングのどちらのサービスも、
日本全国でご提供しております。

ホームステージング事業会社

サマンサ・ホームステージングのホームステージングサービスについて
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ホームステージングを日本全国で当たり前のサービスにしていきたいと思っております。地方にも
広めていくことで、子育て世代の方々の活躍の場を増やすことができ、社会問題の解決にもつながると
考えています。少しでも社会貢献できる会社に成長していきたいと思います。

1. 全員ホームステージャー資格を取得
弊社ホームステージャーとして現場にお伺いする全国100名以上のスタッフは、
すべてホームステージャー2級以上の資格を取得しています。ホームステージングの専門知識・技術を
習得していますので、どのエリアでも安心してご依頼いただけます。

2. 独自の研修制度
スタッフ育成に力を入れており、教育専門部署と研修施設（日本橋ショールーム）を設けています。
座学、ロールプレイング、現場研修と、段階的にスキルアップできるトレーニングメニューを組み、
どんな現場にも対応できるよう、定期的な研修を行っています。
また、等級制度を設け、一人一人のレベルに応じた研修やテストを実施することで、
ステップアップしながら、やりがいを持って長く働いていただけるような環境作りも行っています。

ホームステージング事業会社

サマンサ・ホームステージングの強み

今後の展望
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TAMAX

ご依頼 コーディネート ご提案 設置・写真撮影

ご依頼から約２週間以内

対応可能エリア

〇関西エリア・・・大阪府・兵庫県・京都府
滋賀県・奈良県・和歌山県

〇東海エリア・・・愛知県

〇関東エリア・・・東京都

※その他地域も相談可能

株式会社 タマックス
ホームステージング事業部

〒５６６－００３５ 大阪府摂津市鶴野４－１２－１６

ＴＥＬ：０７２－６６５－６６８８
ＦＡＸ：０７２－６６５－６６８９
https://www.tamax-homestaging.com/

CO.,LTD

在宅ホームステージング

「在宅中」のご自宅もホームステージングで早期販売のお手伝いをさせて頂きます。

生前整理

思い出の詰まった大切なモノだから心を込めて整理いたします。

ホームステージング

ホームステージング事業会社
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1.   物流を持ちながらホームステージングを行っているため、
家具や雑貨の保管管理や運送の部分はかなり強いです。
ホームステージング＋物流業はホームステージング業を導入しやすいかと思います。

2. 弊社には広い倉庫がありますので、倉庫のスペース貸しができます。
そのため、ホームステージングを始めたばかりのホームステージャーや
ホームステージング会社さんに家具の管理場所をお貸しできます。
費用はかかりますが、お気軽にご相談承っています。

3. 2.のところに繋がるのですが、もし自分の会社で家具が足りなくなった場合は、
弊社の倉庫に置いてある家具をお貸しすることができますため、
スペース貸しだけでなく、家具もお貸しいたします。

今後、さらにホームステージングという手法を
広めていきたいと考えており、
世の中に広めるお手伝いもしたいと
強く考えています。
ホームステージャー同士で助け合いながら、
ホームステージング業界を盛り上げていきたい！
と思います。
特に、弊社は関西エリアに構えている会社のため、
先ずは関西エリアでのホームステージング普及の
お手伝いをしていきたいです！
是非、関西・中部・関東エリアの
ホームステージャーさん、一緒に助け合いながら
ホームステージングに取り組みましょう！
家具を置く倉庫や家具類を借りたいなど
ありましたら、いつでもご相談ください♪

ホームステージング事業会社

タマックスのホームステージングサービスについて

タマックスのホームステージングの強み

今後の展望
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タマックスホームステージング事業では、ご依頼のあったクライアント様の要望を聞き、
イメージに沿った雰囲気を演出させていただいております。事前にどんな物件で、
どのぐらいの広さなのかといった情報をリスニングし、
何を配置するのかといった家具のピックアップを行います。
お見積りや、使用する家具や小物の確認や了承をいただきましたら、
担当スタッフが配送から設置まで、一貫してご対応させていただきます。
弊社のホームステージング歴は４年目を迎え、
ホームステージングの依頼も関西エリアをメインにいただいております。
また、ホームステージング対象エリアとしては、関西エリア・中部エリア・関東エリアにて
ホームステージングの取り組みを実施しております。
主に中古売買物件へのホームステージングをメインで対応しています！



ディスプレイ家具会社
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ディスプレイ家具会社
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当初、実際の家具や段ボール家具を購入してホームステージングしておりましたが、
使用するうちに日焼けや破れなどが発生していました。
そんな中でもっと見栄え良く簡単で効率的なホームステージングができないかと
開発したのがモデル～ムです。
白の素材にすることでステージングのスタイルを選ばず合わせやすく、
「レフ板効果」でお部屋を明るい印象にします。

ディスプレイ家具会社
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ハウジングロビーのモデル～ムサービスについて

モデル～ムをサービス展開した背景

ホームステージングを知ったきっかけ

モデル～ムを開発後、販促活動していく中でモデル～ムをより魅力的かつ効果的に活かせる手法として
ホームステージングを知りました。モデル～ムを使用してホームステージングをすることで
空室対策として効果を発揮することがわかりました。
弊社では80％の賃貸物件にモデル～ムを使用したホームステージングを実施しております。

弊社は長崎で35年賃貸管理をメインとした不動産事業を行なっております。
2019年よりプラスティックダンボール製のディスプレイ家具「空室対策のモデル～ム」の販売を開始しました。
このモデル～ムというディスプレイ家具はコンパクトに収納できるため全国配送可能です。
ホームステージングに取り組んでいる賃貸物件のオーナー様や不動産管理会社のお客様からは
特にご好評をいただいております。興味がございましたらいつでもご連絡お待ちしております。



ホームステージングは内見時に「居住イメージ」を持たせることで成約に繋がりやすくなります。
弊社ではスマートロックを導入しお客様のみで内見できる非対面のセルフ内見サービスを
実施しております。
営業がつかないセルフ内見でもモデル～ムでホームステージングを実施することで
「内見の体験価値」を上げ成約につなげることが可能です。
今後はよりセルフ内見の実績を増やし「セルフ内見＋モデル～ム＋ホームステージング」の
効果を積み上げていきたいと考えています。
また、全国の賃貸物件の管理オーナー様や不動産管理会社様にモデル～ムを知っていただき、
少しでも賃貸物件の空室対策としてホームステージングを実施する際にモデル～ムを
活用いただければと願っております。

ディスプレイ家具会社

モデル～ムの強みポイント

今後の展開
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1.   賃貸物件で手軽にできるところです。私はホームステージングを実施する際に、
毎回時間を測りながらモデル～ムの設置をしているのですが、
いつも15分程度で設置が終了するため、設置の速さも売りの1つかと思います！

2.   弊社のモデル～ムは、プラダン製なので繰り返し使用が可能です。

3.   モデル～ムは軽量なので女性一人でも持ち運びができます。

4.   モデル～ムは折りたたむことができ段ボールに収納できるので保管も省スペースで済み、
軽自動車で持ち運べます。
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ホームステージャー支援サービス

お片付け 不 用 品
リサイクル回収

不 用 品
買 取 Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ 定

シニア
お片づけ

遺品整理 相続サポート

引 越
( オ フ ィ ス 移 転 ）

保 管 特殊家具
移 設

仮住まい
紹 介

家 電
ショッピング

通信機器
家電の移設

草 刈 り
庭木カット

空家･空室
巡 回

クリーニング
コーティング

害虫･害獣
駆 除

・コア事業の周辺をサポート

・お客様のお困り事をサポート

・収益事業の拡大をサポート

断捨離サービス

お住み替えサービス

くらしの便利サービス

総合住み替えサービスセンター

サービスのご案内

よい くらし

0120-410-964

ホームステージャー向け情報
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総合住み替えサービスセンター

が運営しています。

よい くらし

0120-410-964

要らない物
買取って
くれるのしら

要らない物
どうやって

処分すればいの

保管は
どうすば
いいの

親が亡くなり
遺品は・・

引越
手配

実家に送りたい
物がある片付けが

大変…

この家具
新居に納ま
るかしら

いろいろ
手配が大変

ホームステージャー

ホームステージャーの皆様の本業にプラスして
お客様のお住み替え・お住まいに関するお悩みを

ワンストップで解決！

くらしのサポーター登録はこちら

ホームステージャー向け情報
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日本ホームステージング協会主催
ホームステージングコンテストってなに？

★日本初のホームステージングコンテストとは？★
お片付け・掃除・インテリアを含めたトータルコーディネートで住宅を魅力的に演出し、
中古住宅・空き家の効率的な流通に役立つ「ホームステージング」の認知と普及を目指す、
日本で初めての「ホームステージングコンテスト」になります。

今年のホームステージングコンテストについては協会からご案内させていただきますので、
是非、皆さまからのエントリーお待ちしております♪

ホームステージングセミナーやイベント情報

ホームステージャー資格取得後も、当協会ではセミナーやイベントを企画・開催し、
ホームステージャーとしてスキル向上のサポートをいたします。
詳しくは、日本ホームステージング協会から送られます、
お役立ちメールマガジン（ホームステージャー資格更新者のみ配信）・以下の協会SNSをご覧ください。

@japan_homestaging_association

@homestaging2013

暮らすイメージ
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〒135-0042 東京都江東区木場6-4-2KIビル4F

電 話：03-6810-5708 F A X ：03-6810-5718

https://www.homestaging.or.jp/

設立：2013年8月19日

代表理事 杉之原 冨士子

理 事 野口 幸恵

理 事 鵜沼 俊英

監 事 粟辻 誠

協会概要

『ホームステージング』で明日の住まいや暮らしを変えていく

『ホームステージング』で、住まいや暮らしの質を高めていく

協会の理念

ホームステージャーのミッション

住宅の流通を活性化させるために、日本の文化・習慣にあわせた住空間の演出、また住まいや住まい方の
アドバイス・提案を行います。

多様化するライフスタイルやライフステージの変化に伴って発生する様々な住環境や生活の問題について、
身近な信頼できるパートナーとなり、アドバイス・コーディネートします。

高齢化、空き家問題に対し、住む人や現場に関わる人達に寄り添い解決のお手伝い、またナビゲートします。

協会のビジョン

人々が自分らしく、豊かなそして幸せな人生を送れるために、『ホームステージング』を通じて社会に貢献する。
人々に寄り添い、信頼されるナビゲーターとなる『ホームステージャー』を育成することで社会に貢献する。

事業内容 ■日本独自の「ホームステージング」の普及・啓蒙活動と新しい住環境の創生
■不動産関連、福祉関連業界に関する法人・個人に対し、新たなビジネス・ビジネスモデルの提案と

不随する各種サービス・サポートの提供
■「ホームステージャー」認定講座および認定資格試験の実施
■「ホームステージング」に関連する各種セミナー、企業研修等の実施および講師の派遣
■協会会員（法人・個人）への支援および情報提供
■ 「ホームステージング」「ホームステージャー」に関する（支援する）事業
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