第 15 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 2021
◆◆見どころガイド◆◆

いよいよファシリティマネジメントフォーラム 2021 のフォーラムウィークが始まります。
本年は、初めての全編オンラインの開催となります。これまで会場になかなか足を運ぶことのできなかった方でも気軽
に参加できるようになりました。ぜひ新しいフォーラムにご参加ください︕
本年も、皆様と、進化・深化し続ける FM を語り合えればと思います。
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２月３日(水)に、緊急特別セミナー「ファシリティマネジメントフォーラム 2021 見どころガイド」を開催いたしました。
このセミナーはすぐに定員満了となり、多くの皆さまにご迷惑をお掛けしました。その時の模様を YouTube にアップ
ロードしておりますので、ぜひご視聴しただけましたら幸いです。
Youtube JFMA Channel : https://youtu.be/Qn5xnsHoa8s
では、お時間のない方用に「３分でわかる FM フォーラム見どころガイド」をまとめましたので、下記をご参照ください!

３分でわかる FM フォーラム２０２１ 見どころガイド
今年の第 15 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 2021）
は、初の「Web 配信」で開催です。（注意︓会場でのライブビューイングはありません）
テーマは、「ニューノーマル時代の経営とファシリティマネジメント－新サスティナブル社会のま
ち・建築・ワークプレイス－」です。
期間は、フォーラムウィークとして 2 週にわたり放映します。
【第 1 週（2/17～19）】 は、「ライブ配信（その日時にしか見られません）」
【第 2 週（2/22～26）】 は、「ビデオオンデマンド配信」で、期間中何度でも視聴できます

フォーラムウィーク 【第１週】 [ライブ配信] 2/17(水) 2/18(木) 2/19(金)
【第１週】は 2/17、18、19 の３日間で、いずれもスケジュール通りの「ライブ配信」となります。
スタジオからの生放送で、その日その時の旬な話題をお話しいただきます。
2/17(水) は、当協会 JFMA 会長 山田匡通 の挨拶講演に続き、日本総合研究所会長
「寺島実郎氏」 の「基調講演」、続いて早稲田大学教授 「田辺新一氏」、JFMA 特別研究員フ
ェロー 「齋藤敦子氏」、建築家 「小堀哲夫氏」 らの「特別講演」で、最新・最前線のＦＭのお話
をお届けします。
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2/18(木) は、「第 15 回 JFMA 賞の受賞者講演」となり、優秀ＦＭ事例 5 件を受賞者の
皆さま自らが紹介されます。
【最優秀 FM 賞】（鵜澤賞）

聖路加国際病院・聖路加国際大学の

学校法人 聖路加国際大学

ファシリティマネジメント実践
【優秀 FM 賞】（特別賞）

教職協働で学生を育てる、

学校法人 梅光学院

大学における新しいワークプレイス
【優秀 FM 賞】

物流倉庫のメガプレートオフィスと

株式会社 梓設計

成長するオフィスの取組み
【優秀 FM 賞】

資生堂のワークプレイス戦略と FM 部門の使命

株式会社 資生堂

-ワークスタイルコンセプトを実現する取組【優秀 FM 賞】

ニューノーマルに向けた

NEC ネッツエスアイ 株式会社

分散型イノベーションオフィス

2/19(金) は、3 本の「シンポジウム」で、「SDGs/ESG」、「ＦＭテック」、「インフラマネジメン
ト」と、それぞれの専門家のご登壇です。まさに最前線のＦＭ情報となり、ＦＭに関わる人は見逃
せない内容となっています。

フォーラムウィーク 【第２週】 [オンデマンド配信] 2/22(月)10:00 ～ 2/26(金)
【第２週】 2/22(月)～26(金) は、9 本の「企画講演」、27 本の「応募講演」、20 本の
「JFMA 調査研究部会報告講演」の計 56 本で、様々なジャンルからのＦＭ講演がオンデマンド配
信で見放題となります。FM のリアルなお話が満載です。
※詳しい内容については、JFMA ファシリティマネジメントフォーラム 2021 特設サイトをご覧ください

http://www.jfma.or.jp/FORUM/2021/

FORUM2021 スポンサーコーナー
更に、「スポンサーコーナー」も見逃せません。
今回は 54 社のスポンサーの皆様にご協力頂きました。その多くの企業に、「企業 CM 映像」や
「カタログ」を作成いただき、それらを視聴できるようになっています。実際に拝見すると、これが実に楽
しめます。「スポンサーコーナー」をぜひご覧ください︕

また、【第 2 週】のオンデマンド配信期間には、「プライムスポンサー」の株式会社アイスクウェアド
様のご講演や、「スポンサーPR コーナー」 として、スポンサーの PR 映像をまとめて一挙に視聴でき
るコーナーもございます。
【PRIME SPONSOR 講演】

ARCHIBUS BIM to FM

株式会社 アイスクウェアド
専務取締役 IWMS 事業部責任者
澤本勇樹

【スポンサーPR コーナー】

FM 関連情報紹介
FM 最前線・各社の取組みを知る︕

スポンサー企業 有志

さて、いかがでしょうか。
今年はオンライン開催ですので、全国どこからでも参加できます。今回のフォーラムを視聴しないで、
今後のＦＭは語れません︕あなたに役立つ情報がきっとあります。是非ご参加ください。

参加申込みについて
【参加申込み】 は、ホームページからお願いします。
参加申込はこちらから︓https://form.dr-seminar.jp/lps/mienct/202102forum
JFMA ホームページのトップ画面の「JFMAFORUM2021 バナー」からもご案内しております。
「FORUM 概要」「参加申込み」「見どころガイド」のボタンをクリックすると、それぞれの画面に移動し
ます。 見どころガイド（YouTube 動画）の方もぜひご視聴ください。
【参加費】（※全てクレジットカード決済のみ）
JFMA 法人会員企業・個人会員の方︓1,000 円（税込）
JFMA 非会員の方︓2,000 円（税込）
※この参加費で、約 70 本のＦＭ講演の全てが視聴できます
ホームページでの参加申込の際には３ステップあり、それぞれメールが返信されます。
① オンデマンド配信システムの利用者登録
② 視聴チケット購入（カード払い）
③ 動画視聴可能（ライブ配信はメールの URL から、オンデマンド配信は配信システムから）
3 ステップありますので、①の利用者登録だけでなく、③動画視聴まで忘れずにお進みください。
※受取可能なメールアドレスをご用意の上、お申込みサイトからお申し込みください。
お申込みをされた後は、すぐに送られてくるメールの内容を必ずご確認ください。
※お申込みサイトページ内でもお申込方法について詳しくご案内しております。

最後までお読みいただきありがとうございました。皆様のご参加をおまちしております。
公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会 専務理事 成田一郎
【 お問合せ 】
ファシリティマネジメントフォーラム 2021 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）
JFMA HP︓ http://www.jfma.or.jp/
FORUM2021 特設サイト︓ http://www.jfma.or.jp/FORUM/2021/
〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町２－１３－６ 浜町ビル
TEL︓０３－６９１２－１１７７

E-mail︓fm-forum@jfma.or.jp

