
施工事例の撮影時に、便利な無料アプリをご活用ください。

〒102-0071　　東京都千代田区富士見2-7-2 ステージビルディング7階
TEL:03-5211-0564　　 FAX:03-5211-0590　　 E-mail:info@blr.or.jp　　 URL:https://www.blr.or.jp

一般社団法人ベターライフリフォーム協会

コンテスト応募方法　（Web投稿方式）

詳細掲載イメージ①まず、マイページにログインします。（通常の更新方法と同じ）

②自社マイページのリフォームギャラリーで「記事作成」をクリック

③記事作成を、別途メルマガ送付の
　「リフォームギャラリー投稿マニュアル」に沿って実施

ユーザー名、パスワード不明時は、事務局まで
メールでお問い合わせください。
※パスワードについては会員側で設定・変更
している場合は、対応いたしかねます。 11月中旬に、リフォームギャラリー

投稿マニュアル掲載。

協会ホームページの「マイページ」にログインして、ご応募ください。

before/afterを同じ構図で
撮影できます。リフォーム後
の変化がわかりやすい写真の
撮影が可能です。

施工事例（図面含む）は、BeforeとAfterで、
10セットまで掲載可能です。

タイトル～費用・居住者構成まで
入力します。

主催：一般社団法人 ベターライフリフォーム協会
後援：一般財団法人 ベターリビング／公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター
　　　株式会社リフォーム産業新聞社　

初開催のコンテストに、
貴社の素敵な施工事例で
ご応募ください！！

リフォームギャラリー
コンテスト2020年度

優秀事例を表彰！

お施主様にも

特典があります

リフォーム

ギャラリーで

施工事例を

PRできます

施工事例の掲載・

SNS投稿で認知度・

問合わせアップが

期待できます

 募集案内（一般会員向け）



応募期間 令和2年11月20日～令和3年3月31日 応募・掲載条件 ※基本は、国庫補助事業を活用するBLRショップ
　検索サイト事業者登録規程を適用します。

応募資格 令和3年2月までに入会の一般会員

SNS投稿開始 令和2年12月中旬～
（Facebook、Instagram）

審査期間 令和3年4月下旬～5月中旬

表彰時期 令和3年6月初旬通常総会後に
表彰式開催

消費者サイトにリフォームギャラリーページを設け、消費者に興味を持っていただける優れた施工事例を継続的に掲載し
ていくために、毎年コンテスト開催します。応募された会員の自社ホームページへのリンク訪問の増大に繋がります。

入賞会員には、表彰とトロフィーを授与。お施主様にも商品券進呈。

消費者サイト（リフォームギャラリーページ）での表彰事例と応募事例の掲載・検索イメージ

審査委員

リフォームギャラリーコンテスト2020年度の審査基準

コンテスト応募メリット

令和3年6月初旬の表彰以降に掲載されます。
（全表彰事例がスライダーで繰り返し掲載）
※画像クリックで、各事例詳細ページへリンク

●応募後、直ぐにリフォームギャラリーに掲載されます。
リフォーム事例は、ギャラリートップのスライダーに掲載され、詳細閲覧率を高めます。事例は長期間、掲載されます。

●表彰された事例は、『○○○賞』として表示されます。
表彰事例には、受賞表示だけでなく、年度別に受賞掲載され、詳細閲覧がされやすいだけでなく、会員ページや自社HPへのリ
ンク訪問増大に繋がります。また、自社HPでの受賞アピールもできます。

●応募直後、SNSに事例投稿されます。
12月中旬から、Facebook、Instagramに、応募作品を順次投稿しますので、徐々に、消費者へ
伝わり、会員の認知と会員ページと自社HPへのアクセスが増えていきます。また、消費者のい
いね！評価が分かり、消費者によるSNS拡散が期待できます。

●応募数には、制限を設けませんので、多く応募された会員は、
　それに比例して上記の掲載機会が増えていきます。
※但し、応募された会員だけにしか、以上のメリットがないことをご理解していただくと共に、多くの会員のご応募をお待ちしています！　　　　

審査委員
評価

会員相互
評価

SNS評価

お客様ニーズに寄り添いながら、プロとしての提案や工夫がなされている。（重要評価基準）1

健康、環境、安全、安心が、より配慮されている2

働く女性、子育て世帯にとって嬉しく便利な提案がなされている。3

ライフスタイルの変化（子育て～老後・介護まで）を捉えた提案がなされている。4

新しい時代を捉えた生活様式の提案がなされている。5

一般財団法人 ベターリビング
理事長
井上 俊之

西田設計住生活研究所
所長
西田 恭子 

公益財団法人 住宅リフォーム・
紛争処理支援センター
理事長
杉藤 崇

株式会社リフォーム
産業新聞社
代表取締役社長 
加覧 光次郎

一般社団法人ベター
ライフリフォーム協会
会長
橋本 政昭

一級建築士、日本女子大学非常勤講師、
三井のリフォーム住生活研究所所長を10年務めた後、独立。
「リフォームで活躍する女性たち」などリフォーム関連の著書多数。

リフォームギャラリーコンテスト2020年度 募集要項

第1回コンテストがスタートします。ぜひ、ご応募ください。

会員相互評価とSNS評価を
参考に審査委員委員会で最
終的に表彰対象決定

表彰および表彰授与 施主様への商品券進呈

5万円分
3万円分
3万円分
2万円分
1万円分
1万円分
1万円分

審査比率

最優秀賞
優秀賞【300万円以上物件】
優秀賞【300万円未満物件】
特別賞

（一財）ベターリビング理事長賞
（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター理事長賞
（株）リフォーム産業新聞社社長賞
（一社）ベターライフリフォーム協会会長賞

こだわりキッチン部門賞
こだわりバス空間部門賞 当協会の橋本会長よりの表彰
こだわりトイレ部門賞

【消費者サイトトップページ】 【表彰・応募事例の掲載イメージ】

【条件検索ページ】
（こだわりポイント以外での検索時）

①施工事例の掲載（SNS投稿含む）について、施主様の了承を得た上でご応
募ください。
②事例のタイトルを決めて、施主様の要望とそれに対するプロとしての提
案内容を必ず記載ください。
③画像は、最低限5点以上で個人特定され難いものとし、その説明文も必ず
記載ください。
④②と③は、協会事務局で確認し、不足や不備があった場合は差し戻しを
し、不足や不備の解消を確認の上、リフォームギャラリーに掲載します。

お客様ニーズに沿いながら、こだわりのキッチン、バス空間、トイレの提案が
なされている。

6

会員相互評価や消費者評価（SNSのいいね！）が高い。7

※会員相互評価については、令和2年4月に実施予定で、1票/社の投票回答用紙を、FAXまたは
メールでの返信方式。
※SNSのいいね！評価は、消費者などの一定期間評価をカウント予定ですが、詳細は後日メル
マガでご案内。

※トイレリフォームのみは3点以上
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