
 
 
 

 
 
いよいよファシリティマネジメントフォーラム 2019（第 13回日本ファシリティマネジメント大会）が開催されます。年
に一度、国内外のファシリティマネジャーが一堂に集い、ＦＭに関する研究成果や実践事例などが発表・展示される
アジア最大のＦＭイベントです。 
今年の見どころをご紹介しましょう。 
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【メインテーマ】 For the Future! FMの未来 新たな価値を求めて 
      ～時代が変わる。人・組織・社会を支えるファシリティマネジメント～ 
【 会  期 】   2019年 2月 20日（水）～22日（金） 
【 会  場 】  タワーホール船堀 （東京都江戸川区） 都営新宿線「船堀」駅前 
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■今年の＜基調講演＞は... 

(1) 竹内 弘高 氏（ハーバード大学経営大学院教授、一橋大学名誉教授） 
2月 21日(木) 10:20～11:50 ５F大ホール 

 「知識創造理論と企業戦略」でご講演頂きます。企業戦略の第一人者に、JFMA の
ために帰国いただき、特別企画の内容でお話頂きます。今からワクワクします。乞うご期
待です。 

 
 

(2) 高橋 正巳 氏（WeWork Japan合同会社 ゼネラルマネージャー） 
2月 20日(水) 14:10～15:00 ５F大ホール 

 「企業と人が成長できるワークスペースとは‐WeWork の ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ の考え方
‐」でご講演頂きます。躍進目覚ましいWeWork の日本のトップに、新しい働き方、コ
ミュニティ、サービスの最前線をご紹介頂きます。きっと、働き方の変化に衝撃を受ける
ことでしょう。  

  【見どころガイド（その１）】 

第 13回日本ファシリティマネジメント大会 
ファシリティマネジメントフォーラム 2019 
◆◆見どころガイド◆◆ 

見どころガイド  



さらに特別講演は、今年は８件の皆様にご講演頂きます。すばらしい方々のご講演で、どれも見逃せません。 

■今年の＜特別講演＞は... （順不同、敬称略） 
(1) 福西 謙（内閣府 政策統括官(経済社会システム担当)付参事官(社会基盤担当)） 

2月 2１日(木) 14:35～15:15 ５F小ホール 
 「公的ストックの適正化について」 －公共インフラ老朽化への対応－ 

 
 

(2) 岩尾聡士（京都大学経営管理大学院特定教授） 

2月 2０日(水) 15:10～16:30 ５F大ホール 
 「人生 100年時代のまちづくり」 
‐街全体で高齢者・障害者・子供たちを看守る『IWAO モデル』‐ 

 

(3) 佐竹健治（東京大学地震火山史料連携研究機構長 地震研究所教授） 

2月 2２日(金) 10:20～11:50 ５F小ホール 
 「巨大地震のメカニズムと将来予測」 －歴史学と地震学のマリアージュ－ 

 
 

(4) 鎌田道子（シスコシステムズ 執行役員 マーケティング本部長） 

2月 2１日(木) 12:40～13:20 ５F小ホール 
 「“働き方改革”その先へ」 －シスコの働きがいのある会社づくり－ 

 
 

(5) 竹村公太郎（NPO法人日本水フォーラム代表理事） 
2月 22日(金) 12:40～14:10 ５F小ホール 
 「日本文明と防災とエネルギー」 －水力発電の底力－ 

 
 

(6) 福原正大（慶応技術大学経済学部特任教授、一橋大学ビジネススクール特任教授） 
           （Institution for a Global Society CEO/Founder） 

2月 22日(金) 14:35～16:05 ５F小ホール 
 「生産性と幸福を高める『AI』を軸にした人事改革」 

 

(7) 長谷川直哉（法政大学人間環境学部教授） 
2月 22日(金) 16:30～18:00 ２F 桃源 
 「サステナビリティ時代の到来とファシリティニーズ創造」 
－企業価値を高めるファシリティ戦略－ 

 

(8) 松岡利昌（松岡総合研究所代表取締役 JFMA理事） 
2月 2０日(水) 16:40～17:40 ５F大ホール 
 「海外 FM最前線」  



 
 
 

■今年の＜シンポジウム＞は... 
 
 今回のフォーラムで、シンポジウムは、2/21（木）に 6本、2/22（金）に 1本、計 7本も開催されます。 
順番にご紹介しましょう。 
 
（1）働き方改革シンポジウム 【2/21（木）5F小ホール】 12：40～14：10 
 ◆人と経営のためのファシリティマネジメント 

 特別講演の鎌田道子氏（シスコシステムズ）のお話を受けて、JFMA の「健康経営タスクフォース」の皆様とディ
スカッション頂きます。健康経営の出版記念も兼ねて、旬なお話で、皆様がハッピーになる働き方を見つけましょう。 

＊齋藤敦子（JFMA広報委員長） 
  高原良（こころとからだのウェルビーイング研究部会部会長）、 
  コーディネータ：似内志朗（JFMA調査研究委員長） 

 
（2）病院 FM シンポジウム 【2/21（木）2F瑞雲】 12：40～14：10 
 ◆病院デジタル改革の実践 －病院 FM とサービスマネジメントの融合－ 

 病院のデジタル改革が始まっています。看護師がスマートフォンを手に現場でデータの確認、その場で入力する時
代です。患者は自分のデータをクラウド上でもち、自分が動くすべての地域で医療連携が可能になります。私たち
は、病院とその環境の変化にどのように対応するのか議論頂きます。 

＊小山勇（埼玉医科大学国際医療センター） 
  宇賀神満（NTT東日本関東病院） 
  加藤哲夫（アイネット・システムズ） 
  岩澤由子（日本看護協会） 
  モデレータ：和泉 隆（帝京大学） 
 

（3）BIM FM シンポジウム 【2/21（木）2F平安】 12：40～14：10 
◆FMの未来 ～BIM-FM Future～ 

 BIMは、建物を 3次元的に視覚化でき、あらゆる部材の情報を管理できる設計ツールです。その 
BIM を FM でも活用し、BIM‐FM を実践した事例によるメリットや課題、展開を考えます。 

はじめに：柴田英昭（FM ｼｽﾃﾑ） 
＜第 1部＞BIM‐FM PLATFRM と今後について ＊光田祐介（スターツコーポレーション） 
＜第 2部＞コミッショニングと BIM‐FM ＊一ノ瀬 雅之（首都大学東京） 

 
（4）グローバル FMシンポジウム 【2/21（木）2F福寿】 12：40～14：10 
◆企業力向上のための経営マネジメント －国際標準の活用－ 

 ISOは、認証取得が目的ではなく、企業力向上が目的です。FMの ISO について、国の国際標準への取り組
みから認証取得のメリットは何か、FM活動にいかに活かすか、様々な立場で議論頂きます。 
 

  【見どころガイド（その 2）】 
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＊黒田浩司（経済産業省） 
  長澤泰（FM ISO委員会） 
  四方基之（イオンディライト） 
  中川均（ガイアート） 
  ゲストパネリスト：竹本晋（三菱地所） 
  コーディネータ：松岡利昌（JFMA理事） 

 
（5）公共 FM シンポジウム 【2/21（木）2F瑞雲】 15：25～17：10 
◆公共インフラ健全な維持管理 

＊丸山久一（長岡技術科学大学） 
  宮里心一（金沢工業大学） 
  今井 努（山口県周南市） 

 
◆建築及び土木分野における実践と実証について 

＊小宮智典（東京都国立市） 
 ゲストパネリストとして、「橋のセルフメンテナンスふくしまモデル」でインフラメンテナンス大賞の国土交通大臣賞を
受賞した浅野和香奈（日本大学工学部）氏にご参加頂きます。            

＊コーディネータ：中川均（インフラマネジメント研究部会長） 
＊司 会： 高橋康夫（公共施設 FM研究部会長） 

 
（6）アジア FM サミット 【2/21（木）2F福寿】 16：30～18：00 
◆アジア FM最新情報の紹介 

 アジアの FMが大きく動いています。中国の凄まじい動きには注目です。近い将来アジアの FM が大きなシャアを
占めることでしょう。そんなアジアの FM最前線のお話を各国代表からご紹介頂きます。 

＊ＩＦＭＡ（香港）、韓国、中国、タイ、マレーシアの各国代表 
  コーディネータ：松岡利昌（JFMA理事）、 
  アシスタントコーディネータ：三島佳名恵（大成建設）、川村正夫（ＪＦＭＡ） 

 
（7）ロボット FMシンポジウム 【2/22（金）5F小ホール】 16：30～18：00 
◆業務用清掃ロボット特別シンポジウム 

 近年、ビルメンテナンス必要面積も拡大する一方、労働力は不足し、その対策の一つとして業務用サービスロボ
ットの導入が検討されています。今回オフィスビルにおける業務用清掃ロボットの実装への取り組みなどについて有
識者・実務家からお話を伺います。 

＊ファシリテータ：田中幸仁（日本ビルメンロボット協議会、経済産業省） 
  パネリスト：杉田洋（広島工業大学） 
  渋谷一太郎（三菱地所） 
  鈴木悟・田中義康（グローブシップ） 
  小塩隆之・本田正文（イオンディライト） 他 

 
 



 
 
 
今回のフォーラムにおいて、第 13回日本ファシリティマネジメント大賞（JFMA賞）の授賞式、および受賞者による発
表講演を行います。また、今年は「以前の JFMA賞受賞のその後」と題して、授賞後もなお継続して FM に取り組んで
おられる現状についてご講演をいただきます。 
 
◆第 13回ファシリティマネジメント大賞(JFMA賞)授賞式・授賞総評 
２月２１日(木)16:10～18:00 ５階小ホール 
 
◆第 13回ファシリティマネジメント大賞(JFMA賞)受賞者による発表講演 
２月２２日(金) ２階 瑞 雲 

(1)_10:20～11:00【最優秀 FM賞(鵜澤賞)】 株式会社横浜銀行 
 「横浜銀行におけるファシリティマネジメントの実践について」 
(2)_11:10～11:50【優秀 FM賞】 三菱地所株式会社 
 「三菱地所本社移転を通じた FM戦略の実現とまちへの展開」 
(3)_12:40～13:20【優秀 FM賞】 日本アイ・ビー・エム株式会社 
 「ビジネスの変化に迅速に対応する“AGILE OFFICE”」 
(4)_13:30～14:10 【特別賞】 青森県 
 「組織的かつ継続的な FM による県有施設の利活用の取組」 
(5)_14:35～15:15 【特別賞】 株式会社ガイアート 
 「FM（AM）手法によりアセットを有効活用し、地域の活性化を目指す」 
(6)_15:25～16:05 【特別賞】 宮城県南三陸町 
 「復興まちづくりにおける庁舎づくり －まちの未来につながる FM－」 
(7)_16:30～17:10 【功績賞】 上森貞行（盛岡市財政部資産経営課）  
 「地方自治体の公共施設マネジメント 
  －公共建築物に関する個別施設計画の策定方法に関する研究－」(博士論文) 

 
◆「JFMA賞その後」発表講演 
２月２１日(木) ２階 平 安 

(1)_14:35～15:15【第 10回優秀 FM賞】 
社会医療法人真美会 中野こども病院 木野稔 

 「『いつも何がこどもにとって一番よいことか』を全職員が考え、実践する職場の FM実践」 
(2)_15:25～16:05【第 4回優秀 FM賞(鵜澤賞)】 
大原記念倉敷中央医療機構倉敷総合病院 藤本義秋 

 「2010年 JFMA賞受賞 倉敷中央病院 その後」 
 

 
 

  【見どころガイド（その３）】 
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今回のフォーラムでは、【４Ｆ研修室】にて JFMA調査研究部会が発表講演をいたします。 
各部会のテーマに基づいた最新情報をご報告いただきます。 
 
【２月２１日（木）４Ｆ研修室】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
◆ 12:40～13:20［運営維持手法研究部会］ 
  テーマ： 運営維持の視点で「きっかけづくり」 
        －ベンチマークを活用したエネルギー消費原単位の推測－ 
  講演者：吉瀬茂（工学院大学）佐藤 幸夫（グローブシップ）彦田 淳一（グローブシップ） 
◆ 13:30～14:10［CRE マネジメント研究部会］ 
  テーマ： CRE マネジメント推進に向けたアウトソーシングの戦略的活用 
  講演者：大野 晃敬（東京オペラシティビル）、百嶋 徹（ニッセイ基礎研究所） 
◆14:35～15:15［コンピュータ活用研究部会］ 
  テーマ： BIMFM･CAFM･POEの最新事例発表 
  講演者：飯島勇（福井コンピュータアーキテクト）前澤 孝之（住友セメントシステム開発） 
        森本 卓雄（アルファ・アソシエイツ） 
◆15:25～16:05［BIM･FM研究部会］ 
  テーマ： 「ファシリティマネジメントのための BIM活用ガイドライン」について 
  講演者：猪里 孝司（大成建設） 
◆16:30～17:10［ヘルスケア FM研究部会］ 
  テーマ： 病院 FMの未来を考えよう！ 
  講演者：平沼 昌弘（埼玉石心会病院） 
◆17:20～18:00［FM戦略・企画研究部会］ 
  テーマ： 都市/地域の持続可能性と FM戦略 －観光開発によるまちづくり－ 
  講演者：高藤 眞澄（NTT ファシリティーズ FM アシスト）他 
 
【２月２２日（金）４Ｆ研修室】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
◆10:20～11:00［オフィス・ワークプレイスの知的生産性研究部会］ 
  テーマ： 人と組織の知的生産性を支える SOF モデル実用に向けて 
  講演者：齋藤 敦子（コクヨ） 
◆11:10～11:50［キャンパス FM研究部会］ 
  テーマ： 大学淘汰時代を乗り切るキャンパス FM －ガイドブックの見直し－ 
  講演者：藤村 達雄（東京音楽大学） 
◆12:40～13:20［品質評価手法研究部会］ 
  テーマ： オフィスのトイレを語ろう 
  講演者：野瀬 かおり（ファシリティマネジメント総合研究所） 

  【見どころガイド（その４）】 
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◆13:30～14:10［人と場への FM投資価値研究部会］ 
  テーマ： オフィスの投資がもたらす「場」の価値創造効率・効果の評価測定の試み 
  講演者：岡田 大士郎（三幸エステート） 
◆14:35～15:15［FM財務評価手法研究部会］ 
  テーマ： FM財務ハンドブックの改訂について 
  講演者：大山 信一（三井住友建設） 
◆15:25～16:05［エネルギー環境保全マネジメント研究部会］ 
  テーマ： 連携・シェア・多様化で実現する環境社会 
  講演者：横山 健児（NTT ファシリティーズ） 
◆16:30～17:10［FMプロジェクトマネジメント研究部会］ 
  テーマ： 「新たな価値創造」に向けた FM プロジェクトマネジメントの世界 
  講演者：吉井 隆（西日本電信電話） 
◆17:20～18:00［リスクマネジメント研究部会］ 
  テーマ： 災害イメージトレーニング －「Facility・DIG」の紹介－ 
  講演者：上倉 秀之（セノン） 
 
 
◆上記以外の部会は、下記のシンポジウムを主催します。 
 
・［ユニバーサルデザイン研究部会］+［こころとからだのウェルビーイング研究部会］ 
 ＝働き方改革シンポジウム 【2/21（木）13:20～14:10、５F小ホール】 
 
・［インフラマネジメント研究部会］+［公共施設 FM研究部会］ 
 ＝公共 FMシンポジウム 【2/21（木）15:25～17:10、2F瑞雲】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FM をめぐる環境が年々拡大しているのを実際に肌で感じられる講演です。 
 
【２月２１日（木）】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
＜２F：瑞雲＞ 学 校 
 ◆学校法人における FM財務評価 －企業会計とは異なる基準での仮説－ 
    一箭 憲作（コクヨマーケティング） 
＜２F：平安＞ 働き方 
 ◆働く人を中心とした働き方改革と場づくりに関する一考察 
    遠藤 一（オカムラ） 
＜２F：福寿＞ WELL・グローバル 
 ◆WELL認証アップデート －健康から施設評価する制度の最新動向－ 
    今井 康弘（グリーンビルディングジャパン） 
 ◆［北欧 3国 FM調査報告］ウェルビーイング先進国に学ぶ 
   これからの働き方とワークプレイス 
    JFMA北欧視察調査団 2018団長 斎藤 敦子（JFMA広報委員長） 
＜２F：桃源＞ 公共・リスク・組織 
 ◆公共施設のデータベース化のポイント 
    加藤 泰正（日本設計）、小坂 幹（日本設計）、伊藤 一義（日本設計） 
 ◆市民協働型「橋のセルフメンテナンスふくしまモデル」の紹介 
    浅野 和香奈（日本大学工学部） 
 ◆今見直すべき施設の災害リスク －2018年の自然災害を振り返って－ 
    杉内 彰浩（竹中工務店） 
 ◆ファシリティマネジャ―が知りたい事業継続 
 －災害から経営資源をどのように守り、事業を続けるか－ 
    堀 格（日本電気） 
 ◆富士フイルムが取り組む防災活動 
    小林 雅樹（富士フイルムビジネスエキスパート） 
 ◆組織の創造活動における、ワーカーのキャラクター・働き方分析について 
    田中 勇一（イトーキ） 
 
【２月２２日（金）】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
＜２F：平安＞ 環境・防災・運営 
◆オフィスの立地・オフィスビルを選ぶ際の新たな観点 
    平出 英仁（ディー・サイン プレイスマネジメント研究所） 
 

  【見どころガイド（その５）】 

見どころガイド  



 ◆LCM支援システムを活用した計画保全の実務 
    川口 誠（M LCM コンサルティング） 
 ◆ICT技術の進歩と維持管理データが FMの新しい価値を創造する！ 
    柳 良和（住友セメントシステム開発） 
 ◆地域の防災力を向上させたい 
    平岡 守（かわべ防災の会) 
 ◆防災に生かす地震情報 －知っていますか？長周期地震動階級－ 
    久保 剛太（気象庁） 
 ◆「地球温暖化対策計画」の現状と代替フロン対策 
    作井 正人（日本冷媒・環境保全機構） 
 ◆アスベスト対策の重要性と最新の社会情勢 
    宮崎 恒一（エコ・24） 
 ◆花の建築から「未来を育てる保全・イノベーション」へ 
    安蘓 秀徳（東京美装興業） 
＜２F：福寿＞ 働き方・ICT 
 ◆デジタル・ディスラプションの未来を生き抜く！ 
    川原 秀仁（山下 PMC） 
 ◆日本の働き方改革とワークプレイスの方向性 －日本型モデルを考える－ 
    石崎 真弓（ザイマックス不動産総合研究所） 
 ◆働く意義を問う…近未来、幸福な働き方の実現を目指して！ 
    本田 広昭（近未来オフィス＆オフィスビル研究所） 
 ◆FM企業はいかに「人手不足」に対応していくか 
    山里 信夫（イオンディライト） 
 ◆創造性の高い個人や企業の「働き方と組織の仕組み」 
    関川 博之（イトーキ） 
 ◆ワークとライフのあり方から考える働き方改革 「Work in Life Labo.」2 
    森田 舞、谷口 美虎人（オカムラ） 
 ◆FM における ICT活用の最新動向 
    原 靖（大成建設） 
 ◆オフィス移転しなくてもできること 
    八塚 裕太郎（ヒトカラメディア） 
＜２F：桃源＞ FM戦略・基本・ロボット 
 ◆温故知新…30年続いた FMパワー「施設白書」の意義と再発見 
    井上 英夫（いのうえ FM コンサルティング） 
 ◆FM白書を作ろう 
    クレイグ・カックス（エフエム・パートナーズ・ジャパン） 
 ◆FM戦略のツボ －Do and Not Do－ 会社への「影響力」を出すには 
    金 英範（日産自動車） 
 



 ◆ウエルネスオフィスによるエンゲージメント戦略 －未来のワークスタイルへ－ 
    丸山 玄（大成建設） 
 ◆ロボット・IoT を活用した施設・設備等の総合管理 
    水谷 紀彦（ALSOK 綜合警備保障） 
 ◆Arc を用いた既存ビルのモニタリングと環境認証について 
    平松 宏城（グリーンビルディングジャパン） 
＜２F：瑞雲＞ ユーザー 
 ◆【ユーザー懇談会】「ファシリティマネジャーの皆様へ」 
    金 英範（日産自動車）、川村 裕（JLL）、志牟田 章（エーザイ） 
 ＊当セッションでは、豪華（？）書籍のプレゼントあり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ＪＦＭＡ関連講演のご紹介と、スポンサー企業･団体の皆様によるプレゼンテーションセミナーのご案内です。  
 

■ＪＦＭＡ関連講演 
 ◆初日（2/20）の山田匡通会長の主催者挨拶の後、ＪＦＭＡのＦＭ推進戦略委員会の板谷敏正委員長が、
＜ＪＦＭＡ委員会からの提言＞として「ＪＦＭＡの未来戦略－企業の持続的成長を支える FM戦略の提言
2019－」を講演します。未来志向の FM戦略は、FMの魅力がいっぱい、目から鱗のお話がいっぱいです。 

 【5Ｆ大ホール、13：40～14：10】 
 
◆同じ日の、最終回は、＜FM初級講座＞「FM ビギナーのための実例から学ぶ FM」で、私、成田がお話させてい
ただきます。自己ＰＲで恐縮です！分かりやすい FM漫談です。 

 総務の皆様、FM ビギナー皆様、仕事帰りにお立ち寄り頂けましたら幸いです。 
 【5Ｆ大ホール、17：50～18：50】 
 

■スポンサー企業･団体の皆様によるプレゼンテーションセミナー 
今回、ご協力いただいたスポンサーの皆様によるプレゼンテーションセミナーです。 
FM に関する業務内容や実績など、最先端のお話を伺えるすばらしい機会です。 
各 20分の密度の濃い集中セミナーです。聴きたい企業をお見逃し無く！！！ 

  
【２月２１日（木）】2Ｆ蓬莱 
◆【13:50～14:10】寺岡 慎介（高砂熱学工業） 
  「環境配慮契約時代に対応するエコチューニングおよびエコチューニングツールのご紹介」 
◆【14:35～14:55】佐藤 史祥（JR東日本ビルテック） 
  「新規施設のエネルギー管理による付加価値向上」 
◆【14:55～15:15】坂本 満春（ウフル） 
  「IoT テクノロジーを活用した設備管理・警備・清掃業務の変革」 
◆【15:25～15:45】四方 基之（イオンディライト） 
  「グローバルレベルのサービスでアジア No.1の FM企業へ」 
◆【15:45～16:05】大杉 理恵、高山 裕之、松里 裕子（コアネット・ジャパン） 
  「コアネット・グローバル『Master of Corporate Real Estate:国際資格がもっと身近に！』」 
◆【16:30～16:50】渡邊 剛（NTT ファシリティーズ中央） 
  「IoT×AI時代のビル管理とサイバーセキュリティ」 
◆【16:50～17:10】柴田 英昭（FMシステム） 
  「BIM×FM連携による施設情報マネジメント」 
◆【17:20～17:40】田中 重良（鹿島建設） 
  「FMのための行動可視化」 
◆【17:40～18:00】佐藤 純一（日比谷総合設備） 
  「パノラマ画像を利用した現場取扱説明書「VTM」」 

  【見どころガイド（その６）】 

見どころガイド  



【 お問い合わせ 】 
ファシリティマネジメントフォーラム 2018 事務局 
公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会（JFMA） 
http://www.jfma.or.jp/FORUM/2018/ 
〒103-0007東京都中央区日本橋浜町２－１３－６ 浜町ビル 
ＴＥＬ：０３－６９１２－１１７７ ＦＡＸ：０３－６９１２－１１７８ 

【２月２２日（金）】2Ｆ蓬莱 
◆【13:50～14:10】青木 昭夫（エフエム・スタッフ） 
  「当社が進める働き方を考える FM」 
◆【14:35～14:55】高野 康幸（大成建設） 
  「大成建設のワークプレイス ウエルネス plus」 
◆【14:55～15:15】田野 宏一（Officis） 
  「働き方改革を推進するオフィスの在り方と福利厚生」 
◆【15:25～15:45】竹本 晋（三菱地所） 
  「隣の人を知らない会社は未来が無い？」 
◆【15:45～16:05】池田 修一（構造計画研究所） 
  「管理の効率化！新たな入退室管理リモートロック」 
◆【16:30～16:50】清水 絵梨花（ザイマックスインフォニスタ） 
  「働き方改革を支えるオフィスのあり方とは」 
◆【16:50～17:10】前澤 孝之（住友セメントシステム開発） 
  「施設維持管理データがもたらす、経営の見える化」 
◆【17:20～17:40】幅上 公介（プロパティデータバンク） 
  「＠プロパティを活用したファシリティマネジメント」 
 
＊1階展示ホールには、「無料ドリンクコーナー」があります。展示会場共々お楽しみください。 
＊お昼は、2Ｆ蓬莱の「コミュニケーションビュッフェ」をご利用ください。 
 ワンコイン（500円）で、限定 200食です。（カレー、牛丼、スパゲティ、焼きそば） 
＊2/21 の夜は、「ネットワーキングパーティ」で交流下さい。 
 ＪＦＭＡ賞受賞祝賀会と「これが FM だ！」写真コンテストの投票・発表も行われます。 
 参加費：5,000円（会員・非会員共） 
★講演以外でも、ファシリティマネジメントフォーラムをお楽しみください！ 
 
 
★ファシリティマネジメントフォーラムに関する詳しい情報については特設サイトをご覧ください。 
http://www.jfma.or.jp/FORUM/2019/ 
★皆さま、FACILITY MANAGEMENT FORUM 2019の事前参加登録はお済みでしょうか？ 
 事前登録をするとセミナー・展示会参加費が無料になります！ 
 【セミナー・展示会参加費用（３日間通し券）】 
 JFMA会員 2,000円、非会員 3,000円 
※ 事前登録受付は【2月 19日(火)正午】にて終了します。事前登録がない場合には有料となります。 
 
 

http://www.jfma.or.jp/FORUM/2018/
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