
推薦書、
申込書類等の入手

住宅リフォーム事業者団体登録申請準備中

ベターライフリフォーム協会は、安心・安全で、快適で便利な
暮らしを実現するリフォームを行なう住宅リフォーム事業者の団体として

地域の皆さまの信頼に応えて参ります。

BLR協会に入会するには

①入会時 ②入会後

お問い合わせ先 一般社団法人ベターライフリフォーム協会　〒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:http://www.blr.or.jp

【登録費用（必須）】（BLR協会年会費＋リフォーム業務品質審査登録料金） 【BLR安心保証パック】
年会費 合　計リフォーム業務品質審査

登録料金（消費税8%込み）
自主検査講習会受講料

（消費税8%込み）

初年度 30,000円※１ ＜書類審査＋現地審査＞ 54,000円※2 84,000円 2,000円
2年目
3年目
４年目
5年目

30,000円※１ ＜書類審査＞ 21,600円※2 51,600円
30,000円※１ ＜書類審査＞ 21,600円※2 51,600円

30,000円※１ ＜書類審査＞ 21,600円※2 51,600円
30,000円※１ ＜書類審査＞ 21,600円※2 51,600円

6年目 30,000円※１ ＜書類審査＋現地審査＞ 54,000円※2 84,000円

リフォーム業務品質
審査登録料のお支払い

入会申込に係る
必要書類のご提出

リフォーム業務品質
審査の受審 入会

※リフォーム事業者が『BLR安心保
証パック』を販売するためには、当
面の間、住宅保証機構株式会社へ
の事業者登録が必要となります。

BLRアドバイザー
登録制度

インフィル
リフォーム見積書
作成講習会

【提供サービス等利用料】
講習会費

（消費税8%込み）
維持管理費

（消費税8%込み）

6,000円

4,000円

2,000円／年・人

※BLRアドバイザー登録制度の講習会費は、見積書作成講習会の費用も
含まれます。

※平成27年度申請分より、法人審査（法人に属するリフォーム業務を実施している全ての事業所を対象に審査）に移行します。

1    入会までの流れ

2    入 会 要 件

3    費　　　　　用

※1：1法人当たりの料金です。10月から翌3月の入会の場合、初年度会費は15,000円となります。
※2:1法人1事業所の場合の料金です。消費税率が変更になる場合は料金が変更になりますのでご了承ください。

その他の資格（11種の国家資格）

事業者外形基準
1
2
3

4

5

6

7

リフォーム工事を自ら行う事業者であって、リフォーム工事に関して実績があること
リフォーム工事に問題が発生したときに、最終的に顧客に影響を与えない体制となっていること
申請年度以前4年間（事業年度）に法令違反がないこと

事業者体制基準
社内の指示命令系統が確立され、責任区分が明確になっていること
工事案件の関連文書を特定し、必要な期間保管することを定めていること
作業者、委託業務先選定の基準があり、定期的に委託業務先の評価を行っていること
苦情処理体制を整備していること。また、再発防止のため、事後処置として内容、原因、処理
方法、対応結果を記録、保管するよう定めていること

8

9

10

11

12

13

事業者業務基準
見積書は、記載すべき内容を定めた文書等があり、手順通りに
作成されていること
施工前に対象工事の内容、工期、発注部品を総合的に確認
してから、工事を開始することを定めていること
施工手順書もしくはそれに準ずる書面等を定めていること
施工の適切な段階にチェックポイントを設け、適時確認する決
まりを定めていること
工事完了時にすべき内容を定めていること
アフターサービスの内容を定めていること

1

2

見積書、重要事項等を提示、説明することを定めていること。必要な場合は、都度顧客の
承認を得ることを定めていること
打ち合わせ内容等をメモ、議事として記録し、必要な場合に確認することを定めていること

3

4
追加、変更発生時は、都度顧客の承認を得ることを定めていること
施工業者等に対して、顧客に説明した施工中における注意事項を
周知することを定めていること

リフォーム業務品質基準

推進会員（運営会員）の推薦
地域に根ざした事業活動を行なっており、かつ、BLR協会の推進会員、または運営会員の推薦が必要となります。

1

工事区分に応じた許可・資格の保有
登録する工事区分（以下（1）～（３））に応じた許可・資格を保有していることが要件となります。

（1）マンション共用部分修繕
建設業許可

（2）構造・防水工事を含む戸建住宅リフォーム工事
建築業許可または常勤の建築士もしくは
建築施工管理技士が在籍

(3)内装・設備工事（構造、防水工事を含まない工事）
建築業許可もしくは常勤の建築士、建築施工管理技士、その他の資格者（11種）が在籍

2

一般財団法人ベターリビングが定める「リフォーム業務品質基準」に適合3

保険法人におけるリフォーム瑕疵保険の事業者登録4

BLR協会のホームページ（http://www.blr.or.jp/reform/entry/entry.html）から「入会申込書」「一般会員推薦書」「情報開示承諾書」をダウンロードし、
必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。不明な点がございましたら、BLR協会事務局（03-5211-0564）までお問い合わせください。

2014年11月18日発行

事業者基本事項

顧客対応業務

［資格］ 建築設備士／管工事施工管理技士／電気
工事施工管理技士／浄化槽設備士／電気工事士／
電気主任技術者／電気通信主任技術者／給水装置
工事主任技術者／消防設備士／液化石油ガス設備
士／ガス消費機器設置工事監督者

国土交通省
「住宅リフォーム事業者団体登録制度」

登録申請準備中

一般社団法人
ベターライフリフォーム協会のご案内

ベターライフリフォーム協会は、安心・安全、快適で
便利な暮らしを実現するリフォームを行なう
住宅リフォーム事業者の団体として
地域の皆さまの信頼に応えて参ります。
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住宅リフォーム事業者団体登録制度

BLR協会の主な一般会員向けサービス

BLR協会の体制BLR協会の体制
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一般社団法人
ベターライフリフォーム

協会

一般会員

会員種別 対象

主として住宅リフォームを行う法
人若しくは個人

推進会員
一般会員に住宅リフォームに関す
る機器、部品、部材等を供給して
いる法人若しくは個人、又は一般
会員と連携関係にある団体

協力会員
住宅リフォームに関する事業を行
う団体又は学識経験等を有する
個人

特別会員
当協会の目的に賛同する上記の
会員以外の団体又は個人

運営会員

住宅リフォームに関する機器、部
品、部材等を生産、又は供給して
いる法人（建材・住宅設備メー
カー、エネルギー事業者、資材流
通事業者）

BLR協会は、お客様から信頼されるリフォームビジネスを
リフォーム事業者の皆様と共に構築していきます。
一般社団法人ベターライフリフォーム協会（以下、BLR協会）は、主に地域の中小リフォーム事業者の信頼性、提案力、技術力の向
上を図るとともに、お客様にリフォームに関する適切な情報を提供し、消費者保護の充実を図ることを目的として発足しました。
インフィルリフォーム※に関わる建材・住宅設備メーカー、エネルギー事業者、資材流通事業者、関係機関、そして行政・公的団体と
の連携を強化しながら、地域のリフォーム事業者とともに、消費者の安心・安全、快適で便利なリフォームを推進し、リフォーム業
界のより豊かで健全な発展を支援していきます。
※インフィルリフォームとは、住宅リフォーム市場の過半を占める住宅部品、設備の維持修繕、取替工事及び関連する内装工事です。

運営会員（建材・住宅設備メーカー、エネルギー事業者、資材流通事業者）

（平成26年11月18日現在）
協力会員（リフォーム関連団体等）

国土交通省は、平成26年9月1日に「住宅リフォーム事業者団体登録制度」を創設しました。当制度は、一定の要件
を満たした住宅リフォーム事業者の団体を国が登録・公表することで、消費者が安心して事業者を選び、リフォーム
を行うことができる環境の整備を図るものです。
BLR協会では、新たな組織体制を構築するとともに、当制度の登録申請に向けて、現在準備を進めています。

会員の認知向上のためのサポート

ホームページにおける会員の紹介 地域活動への参画、連携共通ロゴマーク、キャラクターの使用
BLR協会のロゴマーク、イメージキャラクター等をご
使用いただけます。住宅リフォーム事業者団体登録後
は、国土交通省指定の団体登録マークもご使用いた
だける予定です。安心・信頼できる団体に所属する会
員の象徴として、自社の営業活動やツール等にご活用
ください。

一般会員の紹介ページを作成し、BLR
協会のホームページで掲載します。紹
介ページは、ブログや施工事例等を自
ら更新することができ、自社のリフォー
ム専用のホームページとしても活用で
きます。

地域イベント等に出展し、一般
会員をご紹介します。また、同じ
エリアの会員同士が相互に連
携した活動も進めてまいります。

オリジナルの紹介ページ一般会員向けスタートキット
イメージキャラクター
「ミミくん」 地域イベントの様子

住まいの健康診断シートWEB版

BLR安心保証パック※平成27年設置予定

BLR安心保証パック
「リフォーム工事瑕疵保証」と「製品
延長修理保証」がパックになった保
証サービスです。お客様に安心して
いただける保証体制を確保すること
ができ、他社との差別化にもつなが
ります。

お客様からの信頼性、安心感向上のためのサポート

リフォーム業務品質審査登録制度
リフォーム業務に求められる基本的な17項目
を「リフォーム業務品質基準」とし、当該基準に
基づいてリフォーム事業者を審査登録し、公表
する制度です。また、毎年審査を受けることで、リ
フォーム業務の体制整備、顧客対応などの業務
品質の向上を図るとともに、お客様からの信頼
度を高めます。

消費者相談窓口
お客様が抱える、リフォームやリフォー
ム事業者に関する疑問やトラブル等に
ついては、BLR協会の消費者相談窓口
がお応えします。お客様の不安を解消
し、BLR協会並びに一般会員の信頼度
をさらに高めていきます。

会員のリフォーム業務品質、顧客対応力の向上のためのサポート

BLRアドバイザー登録制度充実の研修制度
リフォーム業務品質向上セミナーや
各種技術研修を開催します。BLR協
会独自の研修制度で、一般会員の技
術力・提案力の向上を推進します。

リフォーム担い手支援ツールの提供
リフォーム業務に活用できる各種帳
票や住まいの健康診断ツール等を提
供します。

お客様への提案力向
上を図る講習や、住
まいの健康診断シー
トWEB版等、アドバ
イザー専用ツールを
提供します。

BLRローン
主にインフィルリフォームを対象としたリフォー
ムローンを提供します。ローンを有効に活用す
ることで、お客様にワンランク上のリフォームプ
ランを提案できます。

BLR協会の各種ツール

セミナーの様子
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