
　1級 1,281名 1,171名 691名 59.0％
　2級 1,259名 1,182名 889名 75.2％
　3級 908名 838名 692名 82.6％

志願者数 受験者数 合格者数 合格率

リフォームスタイリスト受験データ（2020～2021年）

受験者の属性

合格者の所属先（一部抜粋）

◆ リフォームスタイリスト資格認定制度 ◆

リフォームスタイリスト®とは？
消費者目線で安心・信頼の対応ができる、

リフォームセールスの
プロフェッショナルのことです。

●リフォーム業界人の技能向上に役立つ資格です
●学生のリフォーム業界就職に有利な資格です

◆ 団体受験について ◆
学校や企業で5名以上の受験者がいる場合は、団体受験をおすすめします。
詳しくはハウジングエージェンシー資格・検定センターまでお問合せ下さい。

◆ 公式テキスト・過去問題集 ◆

1級・2級公式テキスト

発行：（一社）日本ライフスタイル協会
発売：（株）ハウジングエージェンシー
定価：4,400円（本体4,000円＋税）

住宅リフォーム実務知識
リフォームスタイリスト資格試験１・２級公式テキスト

3級公式テキスト

発行：（一社）日本ライフスタイル協会
発売：（株）ハウジングエージェンシー
定価：2,640円（本体2,400円＋税）

発行・発売：（株）ハウジングエージェンシー
定価：2,420円（本体2,200円＋税）※2022年3月下旬発売予定

住宅リフォーム実務教本【第7版】

リフォームスタイリスト資格試験
過去問題集【2022年度版】

リフォームスタイリスト資格試験3級公式テキスト

購入方法 取り扱いの全国主要書店、インターネット書店（アマゾン等）は、ハウジングエー
ジェンシーの書籍販売サイト（http://www.lic-book.jp）でご確認ください。

〒160-0023東京都新宿区西新宿7-16-6
TEL：03-6908-9881

（9：30～18：30  土日祝•年末年始を除く）
：liaM-E kentei@housing-a.co.jp

ハウジングエージェンシー資格・検定センター
リフォームスタイリストお問合せ先

全 級過去問題集

2019～2021年度に実施した第44～50回試験から6回分を抜粋して問題と解答を収録

2022-RSyou-a-c2

合格者の声

S . N  さん 会社員　（大阪府）

※一部を抜粋、要約

ダイナステージ株式会社　（岩手県）

リフォームスタイリスト資格試験 受験のメリット

続橋 弾 さん

役立つ知識を形に

個人情報の取り扱いについて

「個人情報の取り扱いについて」ならびにその他の受験申込書の記載事項をあわせてご確認の上、お申込
みください。お申込みされた方は、受験要項に記載された全ての事項に同意されたものとみなします。

22歳以下

23～30歳31～40歳

41～50歳

51歳以上

リフォーム

ハウスメーカー
工務店

設備
エネルギー

その他
学生

ホームセンター
家電

第51回　　　　試験日

2022年 6月11日（土）/ 6月15日（水）
1・2・3級1・2・3級

第52回　　　　試験日

2022年 9月17日（土）/ 9月21日（水）
1・2・3級1・2・3級

第53回　　　　試験日

2023年 1月21日（土）/ 1月25日（水）
1・2・3級1・2・3級

※東京会場のみ追加

※東京会場のみ追加

※東京会場のみ追加

ニトリ
陽だまり工房
クラシタス
皆成建設
相澤住建総業
愛和商事
山形パナソニック
ジョイフル本田リフォーム
成和工務店
四季の住まい
イオンリテール
ヤマモトホールディングス
カインズホーム

ビバホーム
ドイト
リペア
レオハウス
LIXIL
グリーンイノベーションズ
小泉グループ
エコスタイル
DCMグループ
オンテックス
匠の会住宅
システムショップ萩原
プラネットグリーン

三春情報センター
ガイアフィールド
ニッカホーム
頸城建工
ひまわりホーム
喜多ハウジング
桶源住興
パナホーム知多
サーラ E & L
エネチタ
アヤハディオ
パナソニックリフォーム
永大産業

群馬日建工科専門学校
国際理工情報デザイン専門学校

MED Communications

東京日建工科専門学校
町田・デザイン専門学校
長野県松本技術専門校
京都建築大学校
中央工学校OSAKA
広島工業大学専門学校
ポリテクセンター愛媛
河原デザイン・アート専門学校
ナカノジョイントカンパニー
※順不同

たけでん
ナサホーム
積和建設
タカラスタンダード
大和ハウスリフォーム
スイコー
エディオン
アドバンス
山和木材
西部ガスエネルギー
なかやしき
アネシス
きたやま 一般社団法人

https://www.l i festyle.or. jp/
日本ライフスタイル協会

１．一般社団法人日本ライフスタイル協会および業務受託者である株式会社ハウジングエージェンシー、株式会社
建築資料研究社は、お申込みいただいた方の個人情報を、各法人のプライバシーポリシーに基づき適切に管理致
します。

２．お預かりした個人情報は、受験料の収受、受験票の発送、試験結果の発送等リフォームスタイリスト資格試験の
実施・遂行のために利用するほか、個人が特定されない形で資格試験の運営と質の改善のために使用させていた
だきます。また、一般社団法人日本ライフスタイル協会および業務受託者の各種ご案内（資格試験関連情報、研修
講座案内、新設検定案内、イベント、アンケート等）を適切な通信手段を用いて送付させていただく場合がありま
す。

３．一般社団法人日本ライフスタイル協会および業務受託者は、上記２の利用目的達成のために必要な範囲内にお
いて、個人情報の適切な契約を締結したうえで、個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合があります。

※１フォームスタイリスト資格試験は、一般社団法人日本
ライフスタイル協会が主催する資格試験です。

※２一般社団法人日本ライフスタイル協会はリフォーム
スタイリスト資格試験の業務の一部を（株）ハウ
ジングエージェンシーおよび（株）建築資料研究社
へ業務委託しております。

職業・業種 年齢構成

リフォームスタイリスト資格認定制度は、住宅リフォームの相談・助言業務に携わる
セールスアドバイザーの資格を認定する制度です。この資格は、消費者ニーズの高い「水
廻り（キッチン・お風呂・トイレ）リフォーム」や、今後需要の拡大が見込まれる「省エネ
(エコ）リフォーム」「バリアフリーリフォーム」「耐震リフォーム」等について、消費者（施
主）からの相談に応じるために一定水準以上の知識と能力を持ち合わせていることを、
一般社団法人日本ライフスタイル協会が認定し「リフォームスタイリスト」として資格
を与えるものです。
リフォームスタイリスト資格制度は、消費者が安心してリフォームの相談ができる人
材を育成することを目的としており、消費者目線で快適な暮らしの提案ができる「リ
フォーム相談のプロ育成制度」として期待されています。また、住宅リフォーム業界で
は、クレーム・トラブルの未然防止に役立つ資格制度として注目しています。

試験問題は主に公式テキストから出題されます。

　会社内でリフォームスタイリスト1級と2級資格取得に関する強い推奨があ
り、1級を受験することにいたしました。
　国家資格ではないですが、日頃リフォームを検討なさっているお客様に対
して商品をご提案する立場にあり、知識取得の目的を兼ねて初回から1級を
受験することにしました。
　勉強方法は過去問題集を中心に公式テキストとWEBでの用語検索を組み合
わせて、単に丸暗記するのではなくきちんと理解することを心掛けました。
　内容は多岐にわたり問題数も多くて思いのほか苦労しましたが、2週間ほ
どの期間で内容別に分類して記憶しやすいようにした上で集中的に勉強しま
した。実際の試験に関しては、過去出題されたものの類似問題が繰り返し出
題される傾向が高いように感じられましたので、過去問題集での勉強が最も
有効なのは間違いありません。
　リフォームへの関わり方は組織としてはリフォーム会社、メーカー、ショ
ールームなどがあり職種としても販売、施工、製造など多岐にわたります。
なかなか全体を通しての知識を得ることは日頃の職務を通じてだけでは難し
いですが、資格取得を目指しての勉強という形でならある程度すんなりと知
識を身につけられると思います。
　今後は、勉強した内容がより深く身につけられるように、日々の仕事にも
出来る限り応用していこうと考えています。それにより勉強した内容が記憶
に定着するだろうし、さらに深掘りできたならとても嬉しいです。
　資格所得を目指して勉強することはリフォーム関連知識の取得に大変役に
立ちますので、みなさんへもリフォームスタイリスト試験の受験をお勧めし
ます。そして、みなさんの合格をお祈りいたします。

　私は不動産会社に勤めており、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、施
工管理技士2級などの資格は取得していましたが、お客様に対してより専門的
な助言ができる事をアピールできるような資格を探していたところ、リフォー
ムスタイリストという資格の存在を知りました。面白そうだと感じ、どうせ受
けるなら1級を、と思い受験を申し込みました。
　いざテキストが届くとリフォームに関する知識だけに留まらず、お客様との
折衝時の雰囲気作りから打ち合わせ時の注意点、提案者としての心構え、クロ
ージングに至る内容までも含まれており、想像していた以上に学習範囲が広い
ことに驚きました。またテキストの構成も、大事な部分が太字や赤字になって
いるわけではなかったため、自分なりに大切と感じた部分にマーカーを引きな
がら読み進めることにしました。
　私が行った学習方法としては、テキストに自分でマーカーを付けた部分を端
的にノートにまとめ、仕事の合間など空いた時間にそのノートを見て簡単な復
習をしておき、過去問を解いて成果を確認するというものです。5年分の過去
問を解いた頃には、自分の苦手な部分が明るみになってきますので、試験直前
は苦手な部分だけを集中して繰り返し、結果的に無事に合格することができま
した。努力が報われた瞬間というのは何度味わっても素晴らしいものです。
　自分自身のスキルアップと、何よりもこれまで以上に自信を持ってお客様へ
の適切な提案ができるようになりましたので、資格をいかして今後もより一層
努力をしていきたいと思います。
　これから受験される方へのアドバイスとしては、自分なりの勉強方法を確立
させ、時間は短くとも毎日続けることです。すぐには覚えられなくても、いず
れ頭にインプットされます。そして、インプットされたものは必ず役に立ちま
す。資格を取得した自分を想像して、ぜひがんばってみてください。

2022年度
受験要項

2022年度
受験要項

Now
Printing

資格試験

リフォーム
スタイリスト
リフォーム
スタイリスト®®



0 3 0 7

払込票兼申込書の記入例 (個人用)

※この受験要項に挟み込まれている「払込取扱票」は申込書を兼ねています。
　下記①～⑪は全て必要項目です。はっきりと分かりやすい文字で、漏れのな
　いようご記入下さい。

下記11点を「払込取扱票」にご記入下さい。

①希望する受験級の　　に　　してください。
②氏名・フリガナ
※フリガナも必ずご記入下さい。

③メールアドレス
　※ご連絡は主にEメールで行います。
　ドメインを受信設定するなど、必ずメールを
　受け取れるようにして下さい。
④電話番号
⑤現住所
※アパート・マンション名、部屋番号を必ずご記入下さい。
⑥生年月日
※西暦で記入してください。

⑦性別
⑧会場コード
※希望の受験地を右記の会場コードから選び、

　　番号を記入して下さい。

⑨業種コード
　※勤務先の業種を右記の業種コードから１つ選び、
　　番号を記入して下さい。複数にまたがる場合は、
　　主たるものを１つ選ん記入してください。

⑩勤務先・学校名
⑪受験料の合計金額
※希望する受験回・受験級［併願（複数級受験）の場合は

　　受験する各級］の合計金額をご記入下さい。

記入上の注意

◆ 業種コード表
0 1
0 2
0 3
0 4
0 5
0 6
0 7
0 8
0 9

1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7

インテリア・家具

百貨店・小売店

ファブリック

サービス

住宅会社

建築・不動産

住宅リフォーム

建材会社

設計・デザイン

設備機器

教育機関

医療・福祉

公務員

学生

主婦

無職

その他　

◆ 会場コード表

東京0 3 0 5 大阪

0 2 仙台 名古屋0 4 0 6 福岡

◆ 試験問題 例題 ◆　※過去問題から抜粋

　社外の人に対する次の１～４の言葉遣いのうち、最も不適当なもの１つを選びマーク
しなさい。

１．申し訳ございませんが、いま一度おっしゃっていただけますか。

２．○○課長はあいにく席を外しております。

３．失礼ですが、どちら様でいらっしゃいますか。

４．お電話頂戴できますでしょうか。

　浴槽に関する次の１～４の記述のうち、最も不適当なものを２つ選びマークしなさ
い。

１．FRP浴槽は、ポリエステル樹脂をガラス繊維で補強したFRPを使用した浴槽で、軽
量化つ衝撃に強く、耐久性は良好だが、表面に細かい傷がつきやすい。

２．ステンレス浴槽は耐久性が高く、清潔感があるが、色の自由度がなく、保温性が低い。

３．鋳物ほうろう浴槽は耐久性が高く、色の自由度が高いが、重いので施工性が悪い。

４．木製浴槽にはサワラやヒノキが使用され、耐久性が高く手入れも容易だが、経年によ
り黒ずむデメリットがある。

　住宅の換気設備に関する下の記述について、空欄ア～オの部分に入る最も適当なもの
を、下の《語群》の中から1つ選んでマークしなさい。

換気設備は給気と排気方式により、第1種、第2種、第3種の3つがあり、 　ア　 対策と絡
めて考える必要がある。第1種換気は給気、排気ともに機械による強制換気で、第2種は給
気のみを機械で行い、排気は自然で行う。第3種は排気のみを機械で行い、給気は自然で
行う。
第1種換気方式の場合は、   イ    型換気方式が可能であるが、室内外温度差の小さい夏
期には冷房に関する省エネ効果は期待できず、全館連続冷暖房の場合に省エネ効果が 
高い。
一般に住宅では、第3種換気設備による壁付け式、または数室まとめて行う、   ウ   式の
設置例が多いと思われる。ただ　 エ　 が低いと、換気扇を設置した室内での給排気量が
増え、ほかの部屋が    オ    になりにくく計画通りに換気できなくなる。

《アの語群》　
1. シックハウス　　　2. 耐震改修　　　　3. バリアフリー
《イの語群》　
1. 熱交換　　　　　　2. 潜熱回収　　　　3. ヒートポンプ
《ウの語群》　
1. 密閉　　　　　　　2. セントラル　　　3. ダクト
《エの語群》　
1. 断熱性　　　　　　2. 気密性　　　　　3. 遮蔽性
《オの語群》　
1. 高圧　　　　　　　2. 正圧　　　　　　3. 負圧

３級例題の答：２　２級例題の答：２、４
１級例題の答：アー1、イー1、ウー3、エー2、オー３

◆ 2022年度 リフォームスタイリスト資格試験 実施要項 ◆

◆ 申し込み方法と受験の流れ ◆
＜インターネットからのお申込の場合＞

＜郵便局（払込取扱票）でお申込の場合＞

記号：00150-7　番号：121460

他の金融機関からゆうちょ銀行へ振込
店名（店番）：〇一九店（019）
預金種別：当座　口座番号：0121460

・ゆうちょ銀行

加入者名： 株式会社 ハウジングエージェンシー
 　カ）ハウジングエージェンシー

申込期間試験日回 合否通知発送日受験票発送日

7/15(金)

2023年

2/24(金)

10/21(金)

6/11(土)/15(水)

9/17(土)/21(水)

1/21(土)/25(水)

3級

2級

1級

仙 台　東 京　名古屋　大 阪　福 岡

仙 台　東 京　名古屋　大 阪　福 岡

仙 台　東 京　名古屋　大 阪　福 岡

3/28(月)～5/13(金)
試験会場

2022年※6/15は東京会場のみ

※東京会場のみ水曜日設定あり

※9/21は東京会場のみ

※1/25は東京会場のみ

団体：～5/13（金）

団体：～8/12（金）
7/4(月)～8/19(金)2022年

団体：～12/2（金）
10/24(月)～12/9(金)2022年

2022年

2022年

5/23(月)

2022年

12/19(月)

8/29(月)

2022年

2022年

2022年

2022年

2023年

３級 （成功するリフォームの接客方法）

（住宅設備機器）

（換気リフォーム）

２級

１級

－ ◎ ○ ○ －

－ ◎ ○ ○ －

○ ◎ ○ ○ ○

実施時間受験料（税込）受験級 併願
6,200円

9,600円

13,300円

10：20～10：30（ガイダンス）
10：30～11：20（試験）

12：10～12：20（ガイダンス）
12：20～13：30（試験）

14：20～14：30（ガイダンス）
14：30～16：00（試験）

程度と内容

（50分） （団体：5,900円）

（団体：9,200円）

（団体：12,800円）

（70分）

（90分）

リフォームの接客方法および、販売促進、部位別リフォームの概要、建築の
基礎知識、マンションリフォームの概要など、３級テキストの知識を問う。

２、３級の内容に加え、中大規模かつシックハウス、耐震、バリアフリー、
省エネリフォームの知識や、見積り、契約書作成などの実践的な知識を問う。

３級の内容に加え、床、壁、天井、水廻りなどの中小規模のリフォームアド
バイスができる、建築・販促・クレーム対応の知識を問う。

パソコン・スマートフォンで
ハウジングエージェンシー 
資格・検定センターホーム
ページ「受験申込フォーム」
よりお申込ください。

ネットバンキングも
しくは銀行、コンビニ
などのATMで、申込
日より５営業日以内
に、指定口座へ受験料
をお支払いください。

＊併願（複数級受験）の場合は、合計金額をお支払いください。
＊払込手数料はご負担ください。
＊払込受領書は受験票が届くまで、大切に保管してください。
＊受験料を払い込んだ後の受験料の返金および次回への振替は、
　いかなる理由でもできませんのでご注意ください。

※お申込の際に登録したメールアドレスへ
　お支払いのご案内が自動返信で届きます。
※ドメイン指定受信の設定をお願いします。
　［ドメイン指定］@housing-a.co.jp

※全級併願：29,100円　3級・2級併願：15,800円　2級・1級併願：22,900円

※専用の「払込取扱票」に記入漏れのないようにはっき
りとわかりやすい文字で丁寧にご記入ください。 ※受験票が届かない場合は、試験日の10日前までにハウジング

エージェンシー資格・検定センター（TEL03-6908-9881）ま
でご連絡ください。なお、ご連絡がなく、受験できなかった責
任は負い兼ねます。あらかじめご了承ください。

※合否、採点に関するお問い合わせにはお
答えできません。また、ホームページでの
公開はございません。ご了承ください。

※連絡先電話番号として携帯電話番号をご登録された方へ ： 試験日直前や当日に災害・天変地異・広域な交通機関
の乱れ等が発生し、試験催行に支障をきたす恐れがある場合、および受験料のお支払いが確認できない場合、携
帯番号宛にショートメール（SMS）をお送りする場合があります。

添付の「払込取扱票」は申込書を兼ねております。必要
事項を記入後、郵便局の窓口、もしくはATMから受験
料を申込締切日までにお支払いください。（必ず添付
の「払込取扱票」をご使用ください。）
受験料のお支払いと同時に受験申込完了となります。

受験票発送日に受験票、会場地図を発
送いたします。当日、受験票を持参して
受験してください。

合否に関わらず、合否通知発送日
に合否通知を発送します。

���������������������������������

支店名：新宿新都心支店　預金種別：普通
口座番号：1025745

・三菱UFJ銀行

口座名： 株式会社 ハウジングエージェンシー
 カ）ハウジングエージェンシー

【受験票発送／受験】 【合否通知発送】

第51回
1・2・3級1・2・3級

第52回

第53回

全
級
で
併
願
が
可
能

kentei@housing-a.co.jp

東京都新宿区西新宿 7-16-6  森正ビル 402

資格　太郎
シ カ ク 　 タ ロ ウ

株式会社
リフォームスタイリスト160 0023

1985  1   　1

03　　6908 　9881
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1・2・3級1・2・3級

1・2・3級1・2・3級

パソコン・スマートフォンで

【受験票発送／受験】

合否に関わらず、合否通知発送日
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