
日管協フォーラム 2019
一 協会本部の主要委員会のセミナー＆合同成果発表会  一
(公財)日管協の研究成果の秋季発表会。 賃貸管理業界の今・未来がここにあります。

 明治記念館（東京都港区元赤坂2-2-23）  【主催】 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会
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専用ホームページから受け付けております。

検 索日管協フォーラム２０１９

スマホ、パソコンで
簡単申込！ 　
スマホ、パソコンで
簡単申込！ 　

申込方法をインターネットに統一しました。

https://www.jpm.jp/forum2019/申込
専用

  首都圏ブロック▶ 1社4名まで6,000円  日管協会員      ( 追加1名ごと2,000円 )
  首都圏ブロック以外▶  　　　無　料
  会　員　外  1名 6,000円

 昼  食   1,000円（ 弁当とお茶のセット ）㊟ 希望者のみ

 明治記念館 東京都港区元赤坂2-2-23
  電車  中央線・総武線 『信濃町』⇒徒歩5分
   銀座線・半蔵門線・大江戸線 『青山一丁目』⇒徒歩8分

JR中央・総武線
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◎講演資料の配布は行いません。
　開催１週間前から申込者専用ページに講演資料をアップします。
必要な方は事前に印刷・ダウンロードをお願いします。

◎インターネットのみ申込を受け付けております。
　（FAXでのお申込は受け付けません）
◎請求書は申込完了後の自動返信メールに添付させて頂きます。
領収証は振込書の控えをもって代えさせて頂きます。

　お振込手数料は貴殿でご負担ください。
◎申込・入金後のキャンセル・返金はできません。 ただし、参加者
の変更は可能です。

◎スマートフォンなどでの画面表示ではご入場できません。
◎参加券引換証を忘れた場合は、原則として参加できませんが、一枚
につき発券手数料1,000円を頂戴致します。

◎お申込が無い方は入場をお断りさせて頂きます。
◎当日、やむを得ない事情による内容・講師などの変更やトラブル
が起きる場合がございます。上記理由でもご返金は出来ませんの
でご了承ください。

◎会場にお弁当を持込むことは出来ません。昼食をお申込頂くか、
館内のレストランをご利用下さい。

注 意 事 項

申込締切

10/31
木

【特別協賛】

（株）リクルート住まいカンパニー

アットホーム（株）

（株）LIFULL

【協　　賛】

（株）いい生活

（株）クラスコ

（株）デマンド

 （株）リクルート住まいカンパニー アットホーム（株） （株）LIFULL

※首都圏ブロック：
北関東・東関東・東京・神奈川・甲信ブロック

※当日は引換証を・ 必 ・ ずご持参ください。
参加費入金後に配信されるメールのＵＲＬから参加券引換証を
ダウンロード・印刷して下さい。 当日、その参加券引換証を
ご持参ください。　※入金を頂かないと参加券引換証を取得できません。



名刺交換会
社宅代行サービス事業者との

交流・歓談 

社宅代行サービス事業者協議会

事 前 申 込 必 須

別途事前申込必要

賃貸不動産経営管理士試験直前講座賃貸不動産経営管理士試験直前講座
● 試験5日前の最後の横断的学習　● 本試験を想定した予想問題

同日開催！ 詳細は最新情報で！

11:00
~12:20

賃貸借契約書、更新
合意書 etc 日管協版
書式を活用し、実務対
応策を徹底解説
賃貸借契約はもち
ろん、更新時の保
証契約の考え方、
連帯保証人からの
情報提供依頼への対応等、書
式を使って民法改正後に必要
な知識を解説します。

Xことぶき法律事務所 弁護士

塚本智康 氏

法務委員会

「日管協版 管理業務
チェックシート」を
活用した業務見直し
と管理拡大術！
管理業務は多岐に
わたり、ますますその
重要性が高まる中、
業界の指針となる
べくチェックシートを作成。業務見
直しだけでなく、管理拡大など活
用術を伝授。

X第一ハウジング　代表取締役

加藤 豊 氏

賃貸管理研究会

仲介業者トップセールス
が語る“選ばれる物件
と管理業者”の条件
広告掲載を行う
物件の選定基
準、紹介する物
件の優先順位と
は何か。仲介業
者の心をつかむ
ことが究極の空室対策です。

Xハウスコム 田村 穂 氏 
XS-FIT 池田達矢 氏 
X誠不動産 鈴木 誠 氏　
XLIFULL 高柳裕司 氏

実行委員会

クレームは現場で
起こる！ クレーム・
トラブル対応2019
騒音やゴミのトラブルから最
新のクレームまで、大人気ブ
ログ「賃貸管理クレーム日記」
のクマさんが、ただ処理する
だけではない感情に配慮した
調整業務の重要
性の視点から徹底
解説します！

Xベルデホーム 管理部長

熊切伸英 氏

実行委員会

1レディース委員会活動報告

2明日オーナー に提案できる
“物件価値を高めるリフォー ム・
空間デザイン術”を学ぼう！
～入居者の最新ニーズを知り、
　一歩先行く空室対策を～
フジＴＶ系「セブンルール」に
出演。今業界内外から注目を
浴びる空間デザイナーが、築
古物件を人気物件に再生さ
せた事例など、その独自手
法を伝授します。

3DIY賃貸の企画、契約、
運営の実務教えます！

～棚を付けたい、好きな壁紙
　を貼りたいと言われたら
　どうする？～
「賃貸住宅ＤＩＹ」ガイドライン
で契約関係・建築基準法など
の課題を解決し、実務に直結
する実践手法を解説します。

X夏水組  
代表取締役 坂田夏水 氏

Xハウスメイトパートナーズ

 課長 伊部尚子 氏

レディース委員会　

高齢者入居の成功
事例を一挙公開！！
時代の先を行く集客
方法や設計とは
住宅確保要配慮者である、
高齢者を積極的に入居さ
せている各社の取組状況
と、住みやすい
設計の実例を
大公開。

XR65 代表取締役 山本 遼氏

あんしん居住研究会

相続支援×不動産コンサル
で実績を上げている管理
会社の実例を一挙公開 ！
相続支援を通じて実務に繋げ
る！ 管理受託、リフォーム獲得、
売買、建築コンサルなどすべて
の不動産実務に相続対策からア
プローチできます。 不動産はコ
ンサルの時代！ 必見です！

X箕浦不動産 箕浦徹也 氏
Xグッドライフ 安井伸志 氏
Xアート不動産 櫻井竜三 氏

相続支援研究会

大家×管理会社で
満室経営を創るコツ
独創的なアイ
デアの数々で
満室経営を続
ける、若手カリ
スマオーナー達
が揃って登壇。 
固定概念を打破した、斬新な空室
対策などを大公開！！

Xオーナー 荒井聖輝 氏
Xオーナー 越水隆裕 氏
Xオーナー 長戸隆彦 氏
X全国賃貸住宅新聞社

永井ゆかり 氏

実行委員会

長期修繕、セーフティ
ネット、残置物処理…
住宅施策を国土交通
省の担当者が完全
網羅！
計画的な修繕に
よって、家賃が維
持？入居者が亡くなった際の
賃貸借契約の終了や残置物
の処理の対応を国土交通省
が徹底的に説明します。

X国土交通省住宅局担当官

実行委員会

国内外の不動産テック
事情（現在と未来）
国内外の不動産テック
事情に精通している4名
の有識者によるパネル
ディスカッション。海外で
の状況を踏まえた不動
産テックの現状と未来
を語ります。ニューヨー
クとのＴＶ中継も必見！

Xリマｰルエステトー 赤木正幸氏
XLeeways 巻口成憲 氏
Xリブセンス 芳賀一生 氏
Xダイヤモンドメディア

武井浩三 氏

IT・シェアリング推進事業者協議会

賃貸業界の未来
～AIとしあわせ～
超高齢化社会、外国人の
増加、AIの技術進歩、住ま
いとしあわせの関係等を
踏まえ、賃貸業界の未来
と保証業界が
目指すべき姿
を語ります！

X大東建託 賃貸未来研究所 所長
     東京大学 空間情報科学研究
     センター 客員研究員

宗 健 氏

家賃債務保証事業者協議会

Google Cloudに
よる働き方改革と
クラウド活用による
デジタル イノベーション
Google Cloud に
よる働き方改革、
並びにクラウドを
活用した先進的な
取り組みを、お客様事例を交

えてご紹介します。

Xグーグル・クラウド・ジャパン

 事業本部長 長谷川 一平 氏

IT・シェアリング推進事業者協議会

賃貸住宅トラブル
相談Ｑ＆Ａ 2019年版
日管協の相談窓口に寄せられる
賃貸住宅トラブル相談。特に入
居者からのクレームには、現代
社会の世相を反映しているもの
も多くあり、新たな知識と実務
対応策が求められます。賃貸住宅
管理会社OBの相談員が、相談
事例をＱ＆Ａ
形式で詳し
く解説。

X日管協総合研究所 
　　主任相談員・研究所員

長井和夫氏・鈴木一男氏

日管協総合研究所

「管理戸数増」→「人員増」
はもう古い?! 先進的な
業務効率化がもたらす
働き方改革とは
ITを駆使した業務効率化
は生産性向上へ、ひい
ては働き方改革に結び
付きます。本セミナーで
は先進企業の最新事例
を大公開します。

Xプリンシプル住まい総研　
所長 上野典行 氏

XGood不動産 
代表取締役 牧野修司 氏

XWealthPark 
SaaS事業部 部長 石村裕樹氏

東京都支部

社宅代行サービス事業者協議会

サブリース事業を
発展・効率化させる
IT導入策とは
機械学習とＡＩ技術
をどのようにサブ
リース事業に活かしていくの
か。今後のデータ管理、業務効
率化、ＡＩの進化と併せ、先進
的な技術と活用事例をわか
りやすく丁寧に解説します。

Xリクルート住まいカンパニー
ネットビジネス統括本部

　　データソリューションユニット
ユニット長 野村眞平 氏

サブリース事業者協議会

「不動産×資金調達・投資」
の最前線と未来像

~不動産クラウド
ファンディングとは~
資金調達・投資のシェアリング
とも言える不動産クラウド
ファンディングの
商品性やスキー
ム等を具体的に
分かりやすく解
説します。
XTMI総合法律事務所
パートナー弁護士 成本治男 氏

IT・シェアリング推進事業者協議会

13:30
~14:50

15:30
~16:50

11:00~11:40
11:00~11:40

11:40~12:20
11:40~12:20

13:30~14:10
13:30~14:10

14:10~14:50
14:10~14:50

15:30
~16:10

15:30
~16:10

16:10
~16:50

16:10
~16:50

※当日、やむを得ない事情により内容が変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

【 1 1 / 1 2】
1 1:00~17:00

末永照雄会長挨拶 
当協会は、賃貸住宅管理業者や関連業者を中心とする約1,600社の会員企業で組
織され、本部に16の専門委員会、全国に47都道府県支部を設置し、入居者・家主・
管理業者にとって有意義な賃貸住宅市場を実現するために、研究活動や普及活動
に取り組んでいます。日管協フォーラム2019は、今回も目覚ましい活躍をする各委
員会やブロックが、それぞれの研究成果の発表や時代にあったテーマでセミナーを
実施します。本会は様々なセミナーを1日で受講できる大変有意義な機会です。

■委員会・研究会セミナー　■実行委員会セミナー　■協賛企業セミナー

事故物件における
心理的瑕疵への実務
対応策～重説の期間
と範囲、原状回復…
そして、復権について
自殺・他殺・孤独死
が管理物件で発生
した場合の、重説の
期間と範囲、賠償金
の算定基準、消臭・お祓いなど…。
各社の事例・判例を交えて、お
話しします。

X丸一土地建物
代表取締役 関 輝夫 氏

日管協総合研究所

グローバル化に対応して
いますか？
外国人雇用に関す
るディスカッション
入管法が改正され、外国
人入居者の増加が予想
される本年。外国人の積
極的な雇用でグローバ
ル化への対応策を丁寧
にお伝えします。

Xイチイ 荻野政男 氏
Xグローバルトラストネットワークス

　後藤裕幸 氏
Xアップライジング 齋藤幸一氏
Xアズ企画設計 松本俊人氏

あんしん居住研究会

契約者調査から見えた賃貸管理、
接客の新セオリー。
最新の契約者データを読み解き、ユーザー
ニーズに叶った新しい接客、管理のあり
方、生産性向上のヒントを解説します。

Xリクルート住まいカンパニー 
ＳＵＵＭＯ編集長 池本洋一 氏

リクルート住まいカンパニー

ITを活用すると業務効率化に繋がる
のか!? 弊社顧客の成功・失敗事例＆
最新情報を提供
IT重説をはじめに、様々な業務フロー（申
込・重説・契約・管理など）がIT化していく
中、IT活用の効果・事例をお伝えします。

Xいい生活  企画営業グループ 
営業推進本部 事業推進部 チームリーダー 佐藤繁行氏

いい生活

不動産店ネットワークは、
次の時代へ。
この変動の時代に不動産会社様に
は何が必要なのか？全国ネットワー
クを築いた私たちだからこそお伝
えできることがあります。
Xアットホーム 本社営業部  石井 明日香 氏

アットホーム

不動産業界における組織課題の共通点と
“カイゼン"に必要な継続的支援と対応策
不動産会社向けの研修サービスを通じて
見えてきた、組織課題とその解決へ向け
た実行策の事例を紹介します！

XLIFULL  LIFULL HOME’S事業本部ワークデザインユニット 

LIFULL HOME’Sカレッジ専任講師 西山武人 氏

LIFULL 

入居促進の手法を徹底解説！！
実務者必見！ 
入居促進の手法あれこれ
を徹底解説します！！

Xデマンド  代表取締役社長 兒玉喜通 氏

デマンド

各 セ ミ ナ ー 情 報

社宅代行事業に
おける働き方改革
各社とも繁忙
期における人
材不足をどの
ように補って
いくかが問題
になっている昨今。すぐにで
も導入できる統一契約書を
使用し業務効率化を図りま
す。迫る繁忙期に向けて必
見のセミナーです。

X社宅代行会社

2019

日管協フォーラム 2019

一億総採用難時代到来！
「意外と気がつかない求人サイトNo.1
採用人気企業の作り方」
９割の会社が知らない企業ブランディング
戦略で欲しい人材が集まる！企業コンセプ
トを言葉にすることで企業が強くなる！

Xクラスコグループ 代表 小村典弘 氏

クラスコ
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その他調整中


