
欧米住宅専門家による

欧米住宅の専門家を集めた相談会を開催しています。

2010 年 10月 10日（日）PM 3:00

などなど、欧米デザインで気になる事が一気に解消できます。

だけど、誰に相談したらいいんだろう？

「輸入建材やリフォーム事例を紹介」

★欧米住宅を知り尽くしたプロフェッショナルがご対応いたします。

★HPでは伝わらない欧米リフォームを参考にしてください

●Lesson2

PM1：00～

PM2:20～2：50

「キッチンプランナーによるインテリア教室」
★海外のキッチンスタイルを取り入れてみませんか？

会場のご案内
お問合せ、イベントのご予約はこちらまで

世田谷発、欧米リフォーム 検索

リフィックス株式会社
世田谷区桜新町 1－34－7－2F
定休日：日曜・祝日 tel/03-5707-9033 fax/03-5707-9035

0120-926-377
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■ アイランドキッチンのあるリビングの作り方  ■ 無垢材や塗り壁で快適空間を演出したい
■ お洒落な窓とドアにしたい  ■ プロヴァンス的フレンチカントリーへ  ■ 輸入の家具が似合う部屋へ
■ 優雅なパウダールームを作りたい
 

お気軽にお越し下さい

相談会にご参加頂いた方のみ

ヤコポ
トリーニ

一級建築士事務所
Studio 12 スタジオドディチ

イタリアでは、建築家は「家づくり」にあたり、クライアントとの対話を
一番大切にしています。まず、機能面・実用面での必要性を一緒に考えて
いき、その中で自然とできあがってくる美しいかたちの追求をしていま
す。私たちは、「楽しみながら、ライフスタイルにぴったり合う家づくり」
を提案していきます。

住空間に求められる機能や性能およびデザインを、遊び心や欧米の雰囲
気という味付けを加えて提供できればと考え、設計の仕事をしておりま
す。人が安らぐ場所は個人差があり、それは非日常的なフォーマル空間、
コンパクトなカントリー風やモダン空間であるかもしれません。そんな
ニーズに個々に答えられる努力を心がけたいと思っています。

子供の頃から海外に興味があり欧米のデザインが好きでした。
自宅の新築に輸入住宅を検討した時、「輸入建材」をアメリカからコンテ
ナ輸入し始めて使用し自社で北米スタイルの家を建てたのが始まりで
した。輸入ドアやモールディングのデザインがカッコよく、欧米デザイ
ンのリフォーム提案を積極的に行っています。

Iacopo Torrini Yoshihiko Kobayashi

小林
善彦

一級建築士事務所
FUW 建築設計工房

久井
輝幸

リフィックス株式会社

Teruyuki Hisai

相談員のご紹介

欧米住宅の専門家に
よるデザイン力とノ
ウハウで満足いただ
けるリフォームプラン
をご提案します！

リフォームプラン
無料プレゼント

欧米風に住まいをリフォームしたい

同時
開催

￥50,000～　
￥80,000相当

リフォームスクール

（リフォームスクールは PM1:00～3：00）

（予約2組）

ビフォー、アフター以外にリフォーム工事中の写真で
注意点も説明します。貴方の住まいも欧米スタイル
が可能になる。

海外のキッチンを紹介しながら、日本のキッチンとの
違い、エッセンスの取り入れ方などご紹介します。

【講師】 久井 輝幸

【講師】 小川 加　尚

（リフォームスクール　代表）

（キッチンプランナー）

Hisai Teruyuki

Kagehisa Ogawa

参加費無料

参加費無料

リフォーム相談会

《海外の住宅センスを学ぶ》
※予約制（8名）

INAX世田谷ショールーム
東京都世田谷区上用賀 6-5 -9（駐車場あり）
TEL:03 - 6741-1784

アットホームな雰囲気の
楽しいスクールです。

次回のリフォーム相談会・スクールは「11月14日（日）」です。

※予約制2組

●Lesson1
「建築家による設計プラン教室」
★ヨーロピアンスタイルのリフォームプラン、お部屋作りのアイデアが見つかる

PM1:20～2：10

実際の世田谷区内中古マンションの物件を、スケル
トンの状態からプランニングしてみました。
物件/ ラ・コルダ弦巻

【講師】 ヤコポ トリーニ （欧米住宅デザイナー）
Iacopo Torrini

FAXでのご予約はこちら
E-mailでのご予約はこちら

 ０３-５７０７-９０３５
 info@refix.co.jp

www. r e f  i x . c o . j p



欧米住宅デザイナー紹介／リフィックス株式会社　提携建築家

欧米住宅デザイナー紹介／リフィックス株式会社　提携建築家

欧米住宅   建築家
小林 善彦　Kobayashi Yoshihiko
（欧米住宅デザイナー）

欧米住宅に暮らす。
European & American Life Style

リフィックス株式会社
代表取締役　久井 輝幸　Hisai Teruyuki

日本大学生産工学部建築工学科　卒業
住宅デザイン研究のためLAに渡米
住宅デザイン研究のためNYに渡米
一級建築士事務所FUW建築設計工房　設立

1984年
1986年・'94年
1997年
2005年

イタリア人   建築家
ヤコポ トリーニ　iacopo torrini
（欧米住宅デザイナー）

1971年
1995年
1996年
2003年

トリノ生まれ
イタリア、University of Torinoで建築学士取得
トリノ工科大学で建築デザイン講師
一級建築士事務所「有限会社ドディチ・ドディチ」設立

1988年
 
1999年
2004年

NYへ渡米留学、勉強の傍らプライベートで
街や建物を視察
輸入建材を使ったリフォームを開始
テレビ東京の番組「夢リフォーム」に出演

新築では輸入住宅も可能ですが、住宅のリフォームでは欧米スタイルの専門リフォー
ム会社が少ないのが現状ではないでしょうか？
リフィックスはこうした欧米住宅へのリフォームをご提案しております。北米、南欧、北
欧といった建築様式はもちろん、デザイン、カラーそして部材など住まいづくりへの
様々なこだわりにも柔軟に対応し、お客様の独自のスタイルの実現をお手伝いします。

お問合せ、イベントのご予約はこちらまで

リフィックス（株） 施工事例／マンションリフィックス（株） 施工事例／マンション
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PM1：00～10 10日2010年 月
リフィックス株式会社 世田谷区桜新町 1-34-7-2F

0120-926-377
FAXでのご予約はこちら　０３-５７０７-９０３５
E-mailでのご予約はこちら　 info@refix.co . jp

リフォーム
スクール

参加費無料

第4回リフォーム相談会リフォーム相談会
■ 場　　所 ： INAX世田谷ショールーム /世田谷区上用賀 6-5-9（駐車場あり）

■ スケジュール リフォームスクール
リフォーム相談会

PM  1：00～3：00
PM  3：00～

■ 申し込み方法

欧米スタイルがお好きな方は、是非ご参加ください！！

■ 参　加　費

：

：

：無料　予約制　定員になり次第、締切させて頂きます。

同時開催

右記お問合わせ先に10月8日（金）までにお申込みください。

の

の

Design by 小林善彦

Design by ヤコポ トリーニ

8 名
2 組

世田谷発、欧米リフォーム（代表メッセージ）


