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第17回 日本ファシリティマネジメント大会

主　催

公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会
（JFMA）

後　援　

経済産業省
国土交通省
日本経済新聞社　

協　賛  （五十音順）

一般社団法人  京都ビジネスリサーチセンター
一般財団法人  建築保全センター
公益社団法人  全国ビルメンテナンス協会
一般社団法人  東京建築士会
公益社団法人  土木学会
特定非営利活動法人  日本PFI・PPP協会
一般社団法人  日本アセットマネジメント協会
公益社団法人  日本医業経営コンサルタント協会
一般社団法人  日本オフィス家具協会
一般社団法人  日本経営協会
公益社団法人  日本建築家協会
一般社団法人  日本建築学会
公益社団法人  日本建築士会連合会
公益社団法人  日本建築積算協会
一般社団法人  日本コンストラクション・マネジメント協会
一般社団法人  日本能率協会
一般社団法人  日本ビルエネルギー総合管理技術協会
一般社団法人  日本ビルヂング協会連合会
公益社団法人  日本不動産鑑定士協会連合会
一般社団法人  ニューオフィス推進協会
一般社団法人  不動産協会
一般社団法人  不動産証券化協会
公益社団法人  ロングライフビル推進協会
日本オフィス学会

（24団体）

Web
 配信
 開催

●オンデマンド配信
調査研究部会報告/シンポジウム
企画・応募講演/その他各種プレゼンテーション

  2023年2月20日（月）～3月13日（月）

●ライブ配信
基調講演/特別講演など

  2023年2月17日（金）

大会日程

全配信プログラム

ご視聴 無料

FM進化論
ファシリティマネジメント

PRIME SPONSOR

PLATINUM SPONSOR

DIAMOND SPONSOR

GOLD SPONSOR

DIAMOND＋ SPONSOR

SILVER SPONSOR

　BRONZE SPONSOR
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● 基調講演

● 主催者挨拶

● 特別講演 1

● 特別講演 2 ● 特別講演 3

● 特別講演 4 ● 特別講演 5

10:30〜11:30

10:00〜10:15

13:00〜13:30

13:45〜14:30 14:45〜15:30

15:45〜16:30 16:45〜17:30

米倉 誠一郎
よねくら せいいちろう

法政大学大学院 教授
一橋大学 名誉教授　JFMA理事
ソーシャル・イノベーション・スクール学長

山田 匡通
やまだ まさみち

公益社団法人 
日本ファシリティマネジメント協会
会長

松本 朋之
まつもと ともゆき

国土交通省住宅局建築指導課
課長補佐

田中 裕涼
たなか ゆうすけ

環境省大臣官房環境経済課
課長補佐

坂 野   晶
さかの あきら

一般社団法人ゼロ・ウェイスト・ジャパン
代表理事

日本 初の「ゼロ・ウェイスト宣言」を行った 徳 島 県 上 勝 町 の 廃 棄 物 政 策を担う
NPO 法人ゼロ・ウェイストアカデミー元・理事長。地域の廃棄物削減の推進と国
内外におけるゼロ・ウェイスト普及に貢献。2019 年世界経済フォーラム年次総会

（通称ダボス会議）共同議長。2020 年より一般社団法人ゼロ・ウェイスト・ジャパ
ンにて循環型社会のモデル形成に取り組む。2021年、脱炭素に向けた社会変革
を起こす人材育成プログラムGreen Innovator Academyを設立。

1984 年鹿児島生まれ。2009年に東京大学大学院工学系研究科修士課程を修
了し、国土交通省に入省。主に官公庁施設の整備に関する業務に従事。2021
年より現職。環境配慮契約法、グリーン購入法を担当。

1977年一橋大学社会学部・1979年経済学部卒。同大学大学院社会学研究科修士
課程修了（1981 年）。 1990年米ハーバード大学歴史学博士号取得。1997年一橋
大学イノベーション研究センター教授などを経て 2017年より現職。
2009 年 -2019年六本木アカデミーヒルズ日本元気塾長、2019年ソーシャル・イノ
ベーション・スクール (CR-SIS）学長、2021 年より世界元気塾塾長。『イノベーター
たちの日本史』（東洋経済新報社）など著書多数。

　私たちは今、国際情勢の変化、環境問題、パンデミックなど歴史的な変動の中にいます。ビジネス
面においてもデジタル変革（DX）、サステナビリティ変革（SX）、ワークスタイル変革などが求められ、
組織は変化する時代の先を読みながら、事業を継続し発展させなければなりません。
　その組織活動を経営基盤として支えるファシリティマネジメント（FM）の役割も変化し、FMの対象
自体も広がり、その重要性はますます高まっています。
　このような中、第 17 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2023） 
は、テーマを「FM 進化論　－DX・SX・そして未来へ－」とし、オンライン配信により開催いたします。
　加速するさまざまな変化の中で、FM をどのように進化させ、人に、組織にそして社会に役立て、好
循環を生み出す経営基盤としていくのかを皆さまとともに考え、新たな行動に移す機会としていきた
いと考えております。
　是非、多くの皆様にご視聴いただき、日々の活動にお役立ていただければ幸いです。

国土交通省住宅局建築指導課課長補佐。2022年4月より現職。主に令和元年に
立ち上げた、建築BIM 推進会議の事務局として、会議運営のほか、基本的な方
針の検討を行い、委員・関係団体等との連携・調整を担当。

東京工業大学で都市環境学修士後、アメリカ・ペンシルバニア大学で建築学修士
を修める。20年以上、イギリス、欧州、アメリカ、アジアで、大規模開発プロジェク
トに携わる。学際的リサーチユニットであるPLP LABS による次世代の都市研究・
予測、プロジェクトのビジョニングから、建築空間デザインまで、これまでの建築
デザインの枠を超えた包括的なアプローチで未来都市像を創造する。

香川県出身。ジョンブラン大学（米国）卒業。FUJITSU AMERICAでファシリティ
マネジメント歴20年。その後、日本でシティバンクFM カントリーヘッドを務め
た後にジョンソンコントロールズとCBREのFM BPO 事業責任者を務めるとと
もに、JFMAのトップスポンサーとして10年間にわたりJFMA に貢献。総務業界
団体として社団法人FOSCを設立。現在は日本の総務業界の発展に務める。

相浦 みどり
あいのうら みどり

PLP Architecture 担当役員、
PLP LABS設立担当役員

Craig Cox
クレイグ カックス

株式会社エフエム・パートナーズ・ジャパン
代表取締役社長

2月17日（金）配信日 10:00〜17:30ライブ配信 プログラム

開催挨拶

ファシリティマネジメントの
イノベーション

建築 BIM 推進会議の
検討内容と今後について

環境配慮契約法のめざすもの 脱炭素と資源循環型社会の
実現に向けて

「戦略総務」の秘訣と
今後求められるテクノロジー

SX （サステナビリティ・トランスフォーメーション）な
建築と都市をデザインする

山田  匡通
公益社団法人  
日本ファシリティマネジメント協会
会長

主催者挨拶

米倉 誠一郎
法政大学大学院 教授
一橋大学 名誉教授
ソーシャル・イノベーショ
ン・スクール学長

坂野 晶
一般社団法人
ゼロ・ウェイスト・ジャパン
代表理事

相浦 みどり
PLP Architecture 
担当役員
PLP LABS設立担当役員

クレイグ カックス
株式会社エフエム・
パートナーズ・ジャパン
代表取締役社長

松本 朋之
国土交通省
住宅局建築指導課
課長補佐

田中 裕涼
環境省大臣官房
環境経済課
課長補佐

基調講演 特別講演

ファシリティマネジメントフォーラム2023参加登録のお願い
ファシリティマネジメントフォーラム2023に参加し、セミナーやイベントを視聴していただくためには、

以下の３ステップでの事前の参加登録が必要です。参加費は無料です。お気軽にご登録をお願いいたします。

http://www.jfma.or.jp/FORUM/index.html

1
JFMAイベント・セミナー

メンバー登録

3
登録者専用

フォーラム特設サイトへ

2
フォーラム2023
参加登録申込

ログインして、「フォーラム2023特設サイト」の閲覧へ

ログインして、「フォーラム2023の参加登録」を行う

「イベント・セミナーメンバー新規登録」を行う
JFMAホームページ フォーラム2023 「はじめてお申込みの方はコチラ」から、

「新規登録」に進み、まずJFMAイベント・セミナーメンバーの登録をお願いします。

「ファシリティマネジメントフォーラム2023」参加申込 より参加登録を行ってください。

「フォーラム 2023特設サイト」では、フォーラムの詳細なスケジュールや概要を見ることが
できます。また「マイページ」画面では、動画視聴やイベント参加申込ができます。動画視聴
の場合には、ライブ配信・オンデマンド配信、またはWeb交流セッションの配信期間になりまし
たら、サイトページ内にある「マイページ」ボタンより「申込済みセミナー一覧」から、各配信セ
ミナーの視聴ページに進み、ご視聴ください。

はじめてお申込みの方はコチラ
※最初にJFMAイベント・セミナー

メンバー登録が必要です。

・新規登録ページにて必要事項をご記入の上、申込み後、仮登録のお知らせメールが送信されます
・送信されたメールに記載のURLをクリックすることで登録が完了します
・以下のようなログイン画面より、登録したID（メールアドレス）とパスワードでログインが可能となります

・セミナーの視聴は
マイページの「青色」ボタン

「申込済みセミナー一覧」を
クリックしてください

マイページ画面

・フォーラム2023 のセミナー動画視聴には参加登録が必要となります

[ 参加申込受付期間 ： 2023/1/25（水）15：00〜2023/3/10（金）13：00]
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公益社団法人  
日本ファシリティマネジメント協会
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主催者挨拶

米倉 誠一郎
法政大学大学院 教授
一橋大学 名誉教授
ソーシャル・イノベーショ
ン・スクール学長
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一般社団法人
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代表理事
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クレイグ カックス
株式会社エフエム・
パートナーズ・ジャパン
代表取締役社長

松本 朋之
国土交通省
住宅局建築指導課
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田中 裕涼
環境省大臣官房
環境経済課
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基調講演 特別講演

ファシリティマネジメントフォーラム2023参加登録のお願い
ファシリティマネジメントフォーラム2023に参加し、セミナーやイベントを視聴していただくためには、

以下の３ステップでの事前の参加登録が必要です。参加費は無料です。お気軽にご登録をお願いいたします。

http://www.jfma.or.jp/FORUM/index.html

1
JFMAイベント・セミナー

メンバー登録

3
登録者専用

フォーラム特設サイトへ

2
フォーラム2023
参加登録申込

ログインして、「フォーラム2023特設サイト」の閲覧へ

ログインして、「フォーラム2023の参加登録」を行う

「イベント・セミナーメンバー新規登録」を行う
JFMAホームページ フォーラム2023 「はじめてお申込みの方はコチラ」から、

「新規登録」に進み、まずJFMAイベント・セミナーメンバーの登録をお願いします。

「ファシリティマネジメントフォーラム2023」参加申込 より参加登録を行ってください。

「フォーラム 2023特設サイト」では、フォーラムの詳細なスケジュールや概要を見ることが
できます。また「マイページ」画面では、動画視聴やイベント参加申込ができます。動画視聴
の場合には、ライブ配信・オンデマンド配信、またはWeb交流セッションの配信期間になりまし
たら、サイトページ内にある「マイページ」ボタンより「申込済みセミナー一覧」から、各配信セ
ミナーの視聴ページに進み、ご視聴ください。

はじめてお申込みの方はコチラ
※最初にJFMAイベント・セミナー

メンバー登録が必要です。

・新規登録ページにて必要事項をご記入の上、申込み後、仮登録のお知らせメールが送信されます
・送信されたメールに記載のURLをクリックすることで登録が完了します
・以下のようなログイン画面より、登録したID（メールアドレス）とパスワードでログインが可能となります

・セミナーの視聴は
マイページの「青色」ボタン

「申込済みセミナー一覧」を
クリックしてください

マイページ画面

・フォーラム2023 のセミナー動画視聴には参加登録が必要となります

[ 参加申込受付期間 ： 2023/1/25（水）15：00〜2023/3/10（金）13：00]
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—
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レポート・書籍紹介 
JFMA 事務局

（成田 一郎 ＋ J 子）
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Literatus / 元ホテルオークラ・元藤田観光

B

企画講演 4 企画講演 5 企画講演 6

「老朽団地魅力化計画」からエリアに広がる
不動産再生まちづくり

吉原 勝己
吉原住宅 / スペースRデザイン

デジタルツインが変える
オフィスのつくり方

広 瀬   郁
ワークパス

FMのナレッジを
事業継続マネジメント(BCM)に活かす

古 本   勉
TDK

C

企画講演 7 シンポジウム１ シンポジウム 2

SX時代の
ファシリティマネジメントを支援する

エコチューニング技術

奥島 史朗
全国ビルメンテナンス協会

Global FM Summit 2023 online in Japan

松岡 利昌 松岡総合研究所

Ms. Laurie A. Gilmer IFMA 会長

Mr. Pieter C. le Roux EuroFM 会長

Prof. Jong Ryeul Sohn KFMA 会長

Mr. Chris Kim KFMA

FM ISO／JIS 
認証取得企業に訊く

三浦 栄介 ･ 宇田 譲
イオンディライト / 近鉄ファシリティーズ 

松岡 利昌  
松岡総合研究所

D

シンポジウム 3 シンポジウム 4 シンポジウム 5

出でよFMベンチャー！
FM・不動産・建築に関連する

DXアントレプレナーが語るすでに始まっている未来
平井  瑛 ･ 佐々木 雅宏 

estie / アーキロイド

広 瀬  郁 ･ 板谷 敏正
ワークパス / プロパティデータバンク

「働く」を考える
多様化するワークスタイルと

ワークバリュー
齋藤 敦子 ･ 高澤 彩香 

コクヨ / 内田洋行

森 田　舞 ･ 八木 佳子 
オカムラ / イトーキ

高専生が考えた
インフラマネジメントテクノロジーとは？

at２０２２
丸山 久一 ･ 中澤 祥二 

長岡技術科学大学 / 豊橋技術科学大学

中川 均 ･ 岩佐 宏一 
JFMA インフラマネジメント研究部会

E

シンポジウム 6 — JFMAからのメッセージ

ESG/SDGs　パネルディスカッション
ESG時代の建築木造化

木質化の可能性
松崎 裕之 ･ 堀   雅 木 

竹中工務店 / 第一生命

似内 志朗
ファシリティデザインラボ

—

資格試験・更新情報
資格取得者の声

レポート・書籍紹介 
JFMA 事務局

（成田 一郎 ＋ J 子）
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I

【FM戦略】 【FM戦略】 【FM戦略】

ESG 経営におけるサステナブル戦略
－実効性あるCNへの取り組み－

阿久津 太一
山下 PMC

未来の働き方を支える
「街づくり×オフィス×デジタル」

上野 晋一郎
NTT アーバンソリューションズ

夢ある社会へ…公会計を活用した
公共施設マネジメントの戦略・実践

萩原 芳孝

J

【BIM・ICT】 【BIM・ICT】 【BIM・ICT】

スマート/ サスティナブルな
ビルマネジメントを実現する

FM プラットフォームの活用について
柴田 英昭
FM システム

VortexDesign(「建物のエネルギー」と
「資源」の循環デザイン）の
生産施設建設への導入事例

古 市  理
大成建設

データドリブンなFMを支援する
IWMSの事例紹介

－グローバルスタンダートであるIWMSは
日本で展開できるか－

金  恩 頌 Planon

K

【BIM・ICT】 【BIM・ICT】 【BIM・ICT】

「BIMから見たFM」BIMが維持管理を
どのように変化させることができるのか

飯島 勇
福井コンピュータアーキテクト

BIM-FMシステムにおける
取組について

河渡 宜宏
フジタ

変化する時代におけるICT を用いた
新たなるFM の実践

坂上 裕信
構造計画研究所

L

【ワークプレイス】 【ワークプレイス】 【ワークプレイス】

"新しい価値"はオフィスで創る
－イノベイティブな絆を創る  

    NEXUS COMMONS 2.0－
前田 明洋

オカムラ

ランチ難民を救え！
コンシェルジュアプリがビルの課題を解決する

成田 健一郎・松岡 聖史
JR東日本ビルテック

日本における
ハイブリッドワークプレイスの潮流

石崎 真弓
ザイマックス不動産総合研究所

M

【ワークプレイス】 【ワークプレイス】 【省エネルギー】

オフィス戦略実践事例
－人材サービス会社における

グループサテライトオフィスの設置検証事例－
東郷 剛士

パーソルファシリティマネジメント

ESG 視点で考える
ファシリティとワークプレイス

似内 志朗
ファシリティデザインラボ

照明自動制御で更なる電気代削減！
健康面への影響も解説！

石 本  研
ユニティ

N

【省エネルギー】 【リスクマネジメント】 【リスクマネジメント】

ものづくりを通して
環境保全と省エネルギーへの提案

原田 修
セイキ工業

企業防災の必要性と
取り組みについて

稲川 直樹
日本アイ・エス・ケイ

DX・SXの前に！　
情報セキュリティ対策の基礎と

社員の意識改革
根尾 智之
ユーテック

O

【リスクマネジメント】 【運営維持】 【運営維持】

企業のオンライン動画
活用について
夏目 圭介

東京セミナースタジオ

DXによる新たな施設管理モデル
「エリア管理」の構築と展開

秋田 圭太
イオンディライト

ICTを活用した先進的な巡回型ビルサービス
「エリア巡回保守サービス」のご紹介

梅崎 真範
NTT ファシリティーズ

P

【運営維持】 【運営維持】 【運営維持】

維持管理におけるDXの推進、
SXとその先へ

下野 勝秀
住友セメントシステム開発

IoTを活用した施設運営維持の
スマート化事例紹介

西片 一成
TMES

維持管理企業が切り開く
PPPにおけるFMの未来

嶋村 浩樹
東京美装興業

Q

【スクールFM】 【スクールFM】 【公共ＦＭ】

学びの場DX
「Smart Campus ：

新しい仮想空間の授業設計」

小 澤  照
イトーキ

リソースマネージャーの視点を生かし
子どもたちと取り組む学校改善

大天 真由美
岡山県鏡野町立香々美小学校

よくわかる！ 公共建物の長寿命化 Vol.4
－廃校、文化財を新しい利用方法で再利用－

天神 良久 ･ 秋山 克己
東洋大学 / 日本メックス

● 応募講演
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T

調査研究委員会 — —

研究部会のご案内
部会講演の見どころ

成田 一郎
JFMA

— —

U

FM戦略企画研究部会 FMプロジェクトマネジメント研究部会 リスクマネジメント研究部会

「まちづくり」戦略の新潮流 
－ SDGs対応とまちづくり戦略のSX推進－

髙藤 眞澄 ･ 吉 田  淳
T-FMコラボレーションLab./ザイマックス不動産総合研究所

塚田 敏彦  
NTT アーバンソリューションズ総合研究所

VUCA・ニューノーマル時代の
FMプロジェクトマネジメントとは

吉 井  隆 ･ 加藤 真司
NTTファシリティーズ/ナイキ

山下 哲雄 ･ 関戸 友香 ･ 菅野 誠
物と事の作業室/ザイマックス/三幸エステート

ファシリティマネジャーのための
オールハザードＢＣＰのアプローチ

上倉 秀之
FM 防災 Lab

V

エネルギー環境保全マネジメント研究部会 CRE マネジメント研究部会 人と場へのFM投資価値研究部会

脱炭素と廃棄物処理における最新動向と
データプラットフォームの必要性

横山 健児
NTT アーバンソリューションズ総合研究所

ESG不動産の価値評価について 
－直近動向や先進研究に学ぶ－

堀  雅 木
第一生命保険

Web3時代に向けた
「人と場」FMの未来展望

岡田 大士郎
HLD Lab

W

こころとからだのウェルビーイング研究部会 インフラマネジメント研究部会 キャンパスFM研究部会

ウェルビーイングとワークプレイス
髙 原  良

TATAMI

私たちが考えたSDGｓとは？
PARTⅡ
中川 均

日本観光自動車道協会

大学設置基準改正などの潮流を踏まえた
キャンパス施設の方向性調査

難 波  茂
廣池学園

X

ヘルスケアFM研究部会 公共施設FM研究部会 ユニバーサルデザイン研究部会

病院における
SDGs の取組みに関する考察

加藤 彰一
エフエム メトリクス

「公共施設等総合管理計画」の改訂と
「個別施設計画」の展開

髙橋 康夫
群馬県建設技術センター

「選択の自由」としてのユニバーサルデザイン
（SDGs時代のUDの在り方）

似内 志朗
ファシリティデザインラボ

Y

運営維持手法研究部会 品質評価手法研究部会 FM財務評価手法研究部会

運営維持の視点で『ファシリティマネジャーを育てる』
－きっかけづくり／資料編－
吉 瀨  茂 ･ 木村 圭介

パナソニックホームズ/FMシステム

寺岡 慎介 ･ 細川 和也
高砂熱学工業/メイテック

品質の視点でみた
サスティナブルなファシリティとは

野瀬 かおり
ファシリティマネジメント総合研究所

FM財務評価手法の概要と
適用拡大の可能性 

－非財務情報開示とFM財務－

大山 信一
三井住友建設

Z

オフィス・ワークプレイスの知的生産性研究部会 コンピュータ活用研究部会 BIM・FM研究部会

多様なワーカーの知識創造を促す
オフィスの評価と運用手法

齋藤 敦子 ･ 坪本 裕之
コクヨ /東京都立大学

新刊『FMで活用するICTシステムvol.2』から
工場設備オペレーション、サイバーセキュリティ

秋山 克己 
日本メックス

伊藤 秀憲 ･ 望月 利英 ･ 渡邊 剛
NTTファシリティーズ

BIMによるファシリティの
デジタル情報化とその展望

猪里 孝司・松岡 辰郎
大成建設 /NTTファシリティーズ
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R

プライムスポンサー講演 —

海外でのファシリティマネジメントにおける
新潮流

澤本 勇樹
アイスクウェアド

BIMの普及が
ファシリティマネージャーにもたらす変化とは ？

石坂 貴勲
アイスクウェアド

—

S

プラチナスポンサー講演 1 プラチナスポンサー講演 2 スポンサーPRコーナー

既存大型オフィスビルにおける
不動産管理プラットフォームの構築

杉山 真一
プロパティデータバンク

これからのオフィスに求められるもの
オフィスへのアート導入

岡田 直之
イトーキ

ＦＭ関連情報紹介
ＦＭ最前線・各社の取り組みを知る！

スポンサー企業有志

● JFMA調査研究部会講演

● スポンサー講演

プログラムの内容及び講演者は変更する場合があります。詳細は JFMAホームページをご確認ください。

オンデマンド配信 プログラム 2月20日（月）10:00〜 3月13日（月）13:00（配信終了）配信期間
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F

第17回日本ファシリティマネジメント大賞
（JFMA賞）総評

            北川 正恭 ･ 白須 公子
              早稲田大学 名誉教授 / JFMA

優秀 FM 賞 優秀 FM 賞

第一生命のファシリティ活用を通じた
社会価値創造取組の推進

第一生命保険

みんなとみらいのオープンイノベーション
に向けたFMの取組み

村田製作所

G

優秀 FM 賞 特 別 賞 特 別 賞

本社移転による
｢DX活用のFMオフィス｣づくり

イオンディライト

地域と共創し、革新的な人財を育成する
学び舎 コトクリエ
大和ハウス工業

帰還困難区域の旧小学校を活用した
インキュベーション施設の構築

福島県大熊町

H

功 績 賞 奨 励 賞 奨 励 賞

修理系モデルによる空調設備保全計画
に関する研究 (博士論文)

久保井 大輔

｢従業員のためのオフィス｣
Wellbeingの追求

グリー

負債から地域資産へ FM＋PPPによる
持続可能な公共施設マネジメント

岡山県津山市

● 企画講演

● JFMA 賞受賞講演
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A

企画講演１ 企画講演 2 企画講演 3

学校という「ハコモノ」が日本を救う！
学校PFI「未来の学校」

大竹 弘和
神奈川大学

スクールFM　学校における
FMを活用した空間づくり

齋藤 敦子
コクヨ

宿泊施設経営にこそ必要不可欠な
ファシリティマネジメントの視点

池村 友浩 ･ 石 原   直
Literatus / 元ホテルオークラ・元藤田観光

B

企画講演 4 企画講演 5 企画講演 6

「老朽団地魅力化計画」からエリアに広がる
不動産再生まちづくり

吉原 勝己
吉原住宅 / スペースRデザイン

デジタルツインが変える
オフィスのつくり方

広 瀬   郁
ワークパス

FMのナレッジを
事業継続マネジメント(BCM)に活かす

古 本   勉
TDK

C

企画講演 7 シンポジウム１ シンポジウム 2

SX時代の
ファシリティマネジメントを支援する

エコチューニング技術

奥島 史朗
全国ビルメンテナンス協会

Global FM Summit 2023 online in Japan

松岡 利昌 松岡総合研究所

Ms. Laurie A. Gilmer IFMA 会長

Mr. Pieter C. le Roux EuroFM 会長

Prof. Jong Ryeul Sohn KFMA 会長

Mr. Chris Kim KFMA

FM ISO／JIS 
認証取得企業に訊く

三浦 栄介 ･ 宇田 譲
イオンディライト / 近鉄ファシリティーズ 

松岡 利昌  
松岡総合研究所

D

シンポジウム 3 シンポジウム 4 シンポジウム 5

出でよFMベンチャー！
FM・不動産・建築に関連する

DXアントレプレナーが語るすでに始まっている未来
平井  瑛 ･ 佐々木 雅宏 

estie / アーキロイド

広 瀬  郁 ･ 板谷 敏正
ワークパス / プロパティデータバンク

「働く」を考える
多様化するワークスタイルと

ワークバリュー
齋藤 敦子 ･ 髙澤 彩香 

コクヨ / 内田洋行

森 田　舞 ･ 八木 佳子 
オカムラ / イトーキ

高専生が考えた
インフラマネジメントテクノロジーとは？

at２０２２
丸山 久一 ･ 中澤 祥二 

長岡技術科学大学 / 豊橋技術科学大学

中川 均 ･ 岩佐 宏一 
JFMA インフラマネジメント研究部会

E

シンポジウム 6 — JFMAからのメッセージ

ESG/SDGs　パネルディスカッション
ESG時代の建築木造化

木質化の可能性
松崎 裕之 ･ 堀   雅 木 

竹中工務店 / 第一生命

杉本 貴一 ･ 似内 志朗
住友林業 / ファシリティデザインラボ

—

資格試験・更新情報
資格取得者の声

レポート・書籍紹介 

JFMA 事務局

Web交流セッション

　オンデマンド配信期間中に、スポンサー企業とフォーラム参加（講演視聴）の皆様との
コミュニケーションを目的とした新たな試みとして「Web交流セッション」を開催します。

ZoomによるWebミーティングを利用し、ショートプレゼンテーションや意見交換を双方向で行うものです。
４日間で18社が参加/１社あたり３０分。 日程は以下の通りです。

　昨年に引き続き、フォーラムに参加される個人の皆様から「フォー
ラムサポーター募金」を実施します。この募金は「ファシリティマネ
ジメントフォーラム2023をより応援したい」というお気持ちを持っ
た方々に、無料での視聴申込みとは別に、フォーラム開催前後の一
定期間、応援サポーターとしてご芳志をお願いするものです。
　寄附額は 1,000円、2,000円、3,000円、5,000円、10,000円の
5つの中からお選びいただきます。

スポンサー企業と双方向でのコミュニケーションの場をつくります。

今回も実施します　
皆様のご支援・ご賛同をお待ちしています。

開始 / 終了時間 時間
（分） 3月 1日（水） 3月 2日（木） 3月 8日（水） 3月 9日（木）

10:00 〜 10:30 30

セッション 1

株式会社ぶんぶく

セッション 6

福井コンピュータ
アーキテクト株式会社

セッション 11

株式会社清和ビジネス —

10:30 〜 10:40 10 休　憩　

10:40 〜 11:10 30

セッション 2

住友セメントシステム
開発株式会社

セッション 7

株式会社構造計画研究所

セッション 12

ジョーンズラングラサール
株式会社

セッション 15

日本アイ・エス・ケイ
株式会社

11:10 〜 11:20 10 休　憩　　　

11:20 〜 11:50 30

セッション 3

株式会社
アイスクウェアド

セッション 8

プロパティデータバンク
株式会社

セッション 13

大成建設株式会社

セッション 16

株式会社山下 PMC

11:50 〜 13:30 100 昼休み　　　

13:30 〜 14:00 30

セッション 4

株式会社イトーキ

セッション 9

Planon (プラノン)

セッション 14

株式会社 FMシステム

セッション 17

株式会社ユニティ

14:00 〜 14:10 10 休　憩

14:10 〜 14:40 30

セッション 5

東京セミナースタジオ
株式会社

セッション 10

コニカミノルタ株式会社 —

セッション 18

日本ファシリティ
マネジメント協会

　JFMA ホームページおよびフォーラム特設サイトの「フォーラム
応援サポーター募金申込」よりお申込みください。
　申込期間は2023年1月25日～3月１７日とし、期間中は何度も
申込できます。
　詳細はホームページ、特設サイトをご参照ください。

ファシリティマネジメントフォーラム

応援サポーター募金

http://www.jfma.or.jp/FORUM/2023/supporter.html
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T

調査研究委員会 — —

研究部会のご案内
部会講演の見どころ

成田 一郎
JFMA

— —

U

FM戦略企画研究部会 FMプロジェクトマネジメント研究部会 リスクマネジメント研究部会

「まちづくり」戦略の新潮流 
－ SDGs対応とまちづくり戦略のSX推進－

髙藤 眞澄 ･ 吉 田  淳
T-FMコラボレーションLab./ザイマックス不動産総合研究所

塚田 敏彦  
NTT アーバンソリューションズ総合研究所

VUCA・ニューノーマル時代の
FMプロジェクトマネジメントとは

吉 井  隆 ･ 加藤 真司
NTTファシリティーズ/ナイキ

山下 哲雄 ･ 関戸 友香 ･ 菅野 誠
物と事の作業室/ザイマックス/三幸エステート

ファシリティマネジャーのための
オールハザードＢＣＰのアプローチ

上倉 秀之
FM 防災 Lab

V

エネルギー環境保全マネジメント研究部会 CRE マネジメント研究部会 人と場へのFM投資価値研究部会

脱炭素と廃棄物処理における最新動向と
データプラットフォームの必要性

横山 健児
NTT アーバンソリューションズ総合研究所

ESG不動産の価値評価について 
－直近動向や先進研究に学ぶ－

堀  雅 木
第一生命保険

Web3時代に向けた
「人と場」FMの未来展望

岡田 大士郎
HLD Lab

W

こころとからだのウェルビーイング研究部会 インフラマネジメント研究部会 キャンパスFM研究部会

ウェルビーイングとワークプレイス
髙 原  良

TATAMI

私たちが考えたSDGｓとは？
PARTⅡ
中川 均

日本観光自動車道協会

大学設置基準改正などの潮流を踏まえた
キャンパス施設の方向性調査

難 波  茂
廣池学園

X

ヘルスケアFM研究部会 公共施設FM研究部会 ユニバーサルデザイン研究部会

病院における
SDGs の取組みに関する考察

加藤 彰一
エフエム メトリクス

「公共施設等総合管理計画」の改訂と
「個別施設計画」の展開

髙橋 康夫
群馬県建設技術センター

「選択の自由」としてのユニバーサルデザイン
（SDGs時代のUDの在り方）

似内 志朗
ファシリティデザインラボ

Y

運営維持手法研究部会 品質評価手法研究部会 FM財務評価手法研究部会

運営維持の視点で『ファシリティマネジャーを育てる』
－きっかけづくり／資料編－
吉 瀨  茂 ･ 木村 圭介

パナソニックホームズ/FMシステム

寺岡 慎介 ･ 細川 和也
高砂熱学工業/メイテック

品質の視点でみた
サスティナブルなファシリティとは

野瀬 かおり
ファシリティマネジメント総合研究所

FM財務評価手法の概要と
適用拡大の可能性 

－非財務情報開示とFM財務－

大山 信一
三井住友建設

Z

オフィス・ワークプレイスの知的生産性研究部会 コンピュータ活用研究部会 BIM・FM研究部会

多様なワーカーの知識創造を促す
オフィスの評価と運用手法

齋藤 敦子 ･ 坪本 裕之
コクヨ /東京都立大学

新刊『FMで活用するICTシステムvol.2』から
工場設備オペレーション、サイバーセキュリティ

秋山 克己 
日本メックス

伊藤 秀憲 ･ 望月 利英 ･ 渡邊 剛
NTTファシリティーズ

BIMによるファシリティの
デジタル情報化とその展望

猪里 孝司・松岡 辰郎
大成建設 /NTTファシリティーズ

1 2 3

R

プライムスポンサー講演 —

海外でのファシリティマネジメントにおける
新潮流

澤本 勇樹
アイスクウェアド

BIMの普及が
ファシリティマネージャーにもたらす変化とは ？

石坂 貴勲
アイスクウェアド

—

S

プラチナスポンサー講演 1 プラチナスポンサー講演 2 スポンサーPRコーナー

既存大型オフィスビルにおける
不動産管理プラットフォームの構築

杉山 真一
プロパティデータバンク

これからのオフィスに求められるもの
オフィスへのアート導入

岡田 直之
イトーキ

ＦＭ関連情報紹介
ＦＭ最前線・各社の取り組みを知る！

スポンサー企業有志

● JFMA調査研究部会講演

● スポンサー講演

プログラムの内容及び講演者は変更する場合があります。詳細は JFMAホームページをご確認ください。

2月20日（月）10:00〜 3月13日（月）13:00（配信終了）配信期間 Web交流セッション

　オンデマンド配信期間中に、スポンサー企業とフォーラム参加（講演視聴）の皆様との
コミュニケーションを目的とした新たな試みとして「Web交流セッション」を開催します。

ZoomによるWebミーティングを利用し、ショートプレゼンテーションや意見交換を双方向で行うものです。
４日間で18社が参加/１社あたり３０分。 日程は以下の通りです。

　昨年に引き続き、フォーラムに参加される個人の皆様から「フォー
ラムサポーター募金」を実施します。この募金は「ファシリティマネ
ジメントフォーラム2023をより応援したい」というお気持ちを持っ
た方々に、無料での視聴申込みとは別に、フォーラム開催前後の一
定期間、応援サポーターとしてご芳志をお願いするものです。
　寄附額は 1,000円、2,000円、3,000円、5,000円、10,000円の
5つの中からお選びいただきます。

スポンサー企業と双方向でのコミュニケーションの場をつくります。

今回も実施します　
皆様のご支援・ご賛同をお待ちしています。

開始 / 終了時間 時間
（分） 3月 1日（水） 3月 2日（木） 3月 8日（水） 3月 9日（木）

10:00 〜 10:30 30

セッション 1

板金製品でお困りでしたら
ご相談ください！

株式会社ぶんぶく

セッション 6

BIMとFM について

福井コンピュータ
アーキテクト株式会社

セッション 11

働く人のWell-Beingを
促す場づくり

株式会社清和ビジネス

—

10:30 〜 10:40 10 休　憩　

10:40 〜 11:10 30

セッション 2

維持管理における
DXの推進、SXとその先へ

住友セメントシステム
開発株式会社

セッション 7
変化する時代における

ICTを用いた
新たなるFMの実践

株式会社構造計画研究所

セッション 12

ワークプレイス管理運営と
コストの最適化

ジョーンズラングラサール
株式会社

セッション 15

日本アイ・エス・ケイ
Web交流セッション

日本アイ・エス・ケイ株式会社

11:10 〜 11:20 10 休　憩　　　

11:20 〜 11:50 30

セッション 3

FMソリューション/BIM
に関する意見交換会

株式会社
アイスクウェアド

セッション 8

BIMが拓く新しい
ファシリティマネジメント
プロパティデータバンク

株式会社

セッション 13

大成建設が進めるFM-DX

大成建設株式会社

セッション 16

オーナー目線の
カーボンニュートラルの　

進め方
株式会社山下 PMC

11:50 〜 13:30 100 昼休み　　　

13:30 〜 14:00 30

セッション 4

学びの場のDX

株式会社イトーキ

セッション 9
FMを支援する

統合ワークプレイス管理システム
「Planon IWMS」のご紹介

Planon (プラノン)

セッション 14
BIMと連携する

統合FMプラットフォーム
「FM-Integration」のご紹介

株式会社 FMシステム

セッション 17

照明自動制御で更なる
電気代削減について

株式会社ユニティ

14:00 〜 14:10 10 休　憩

14:10 〜 14:40 30

セッション 5

オンラインセミナー・イベントの
自動化方法

東京セミナースタジオ
株式会社

セッション 10

グローバル不動産管理
データの役立て方

コニカミノルタ株式会社

—

セッション 18

JFMA
Web ネットワーキング

日本ファシリティ
マネジメント協会

　JFMA ホームページおよびフォーラム特設サイトの「フォーラム
応援サポーター募金申込」よりお申込みください。
　申込期間は2023年1月25日～3月１７日とし、期間中は何度も
申込できます。
　詳細はホームページ、特設サイトをご参照ください。

http://www.jfma.or.jp/FORUM/2023/supporter.html

ファシリティマネジメントフォーラム

応援サポーター募金



ジャフマ

2023

2023

第17回 日本ファシリティマネジメント大会

主　催

公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会
（JFMA）

後　援　

経済産業省
国土交通省
日本経済新聞社　

協　賛  （五十音順）

一般社団法人  京都ビジネスリサーチセンター
一般財団法人  建築保全センター
公益社団法人  全国ビルメンテナンス協会
一般社団法人  東京建築士会
公益社団法人  土木学会
特定非営利活動法人  日本PFI・PPP協会
一般社団法人  日本アセットマネジメント協会
公益社団法人  日本医業経営コンサルタント協会
一般社団法人  日本オフィス家具協会
一般社団法人  日本経営協会
公益社団法人  日本建築家協会
一般社団法人  日本建築学会
公益社団法人  日本建築士会連合会
公益社団法人  日本建築積算協会
一般社団法人  日本コンストラクション・マネジメント協会
一般社団法人  日本能率協会
一般社団法人  日本ビルエネルギー総合管理技術協会
一般社団法人  日本ビルヂング協会連合会
公益社団法人  日本不動産鑑定士協会連合会
一般社団法人  ニューオフィス推進協会
一般社団法人  不動産協会
一般社団法人  不動産証券化協会
公益社団法人  ロングライフビル推進協会
日本オフィス学会

（24団体）

Web
 配信
 開催

●オンデマンド配信
調査研究部会報告/シンポジウム
企画・応募講演/その他各種プレゼンテーション

  2023年2月20日（月）～3月13日（月）

●ライブ配信
基調講演/特別講演など

  2023年2月17日（金）

大会日程

全配信プログラム

ご視聴 無料

FM進化論
ファシリティマネジメント

PRIME SPONSOR

PLATINUM SPONSOR

DIAMOND SPONSOR

GOLD SPONSOR

DIAMOND＋ SPONSOR

SILVER SPONSOR

　BRONZE SPONSOR
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● 基調講演

● 主催者挨拶

● 特別講演 1

● 特別講演 2 ● 特別講演 3

● 特別講演 4 ● 特別講演 5

10:30〜11:30

10:00〜10:15

13:00〜13:30

13:45〜14:30 14:45〜15:30

15:45〜16:30 16:45〜17:30

米倉 誠一郎
よねくら せいいちろう

法政大学大学院 教授
一橋大学 名誉教授　JFMA理事
ソーシャル・イノベーション・スクール学長

山田 匡通
やまだ まさみち

公益社団法人 
日本ファシリティマネジメント協会
会長

松本 朋之
まつもと ともゆき

国土交通省住宅局建築指導課
課長補佐

田中 裕涼
たなか ゆうすけ

環境省大臣官房環境経済課
課長補佐

坂 野   晶
さかの あきら

一般社団法人ゼロ・ウェイスト・ジャパン
代表理事

日本 初の「ゼロ・ウェイスト宣言」を行った 徳 島 県 上 勝 町 の 廃 棄 物 政 策を担う
NPO 法人ゼロ・ウェイストアカデミー元・理事長。地域の廃棄物削減の推進と国
内外におけるゼロ・ウェイスト普及に貢献。2019 年世界経済フォーラム年次総会

（通称ダボス会議）共同議長。2020 年より一般社団法人ゼロ・ウェイスト・ジャパ
ンにて循環型社会のモデル形成に取り組む。2021年、脱炭素に向けた社会変革
を起こす人材育成プログラムGreen Innovator Academyを設立。

1984 年鹿児島生まれ。2009年に東京大学大学院工学系研究科修士課程を修
了し、国土交通省に入省。主に官公庁施設の整備に関する業務に従事。2021
年より現職。環境配慮契約法、グリーン購入法を担当。

1977年一橋大学社会学部・1979年経済学部卒。同大学大学院社会学研究科修士
課程修了（1981 年）。 1990年米ハーバード大学歴史学博士号取得。1997年一橋
大学イノベーション研究センター教授などを経て 2017年より現職。
2009 年 -2019年六本木アカデミーヒルズ日本元気塾長、2019年ソーシャル・イノ
ベーション・スクール (CR-SIS）学長、2021 年より世界元気塾塾長。『イノベーター
たちの日本史』（東洋経済新報社）など著書多数。

　私たちは今、国際情勢の変化、環境問題、パンデミックなど歴史的な変動の中にいます。ビジネス
面においてもデジタル変革（DX）、サステナビリティ変革（SX）、ワークスタイル変革などが求められ、
組織は変化する時代の先を読みながら、事業を継続し発展させなければなりません。
　その組織活動を経営基盤として支えるファシリティマネジメント（FM）の役割も変化し、FMの対象
自体も広がり、その重要性はますます高まっています。
　このような中、第 17 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2023） 
は、テーマを「FM 進化論　－DX・SX・そして未来へ－」とし、オンライン配信により開催いたします。
　加速するさまざまな変化の中で、FM をどのように進化させ、人に、組織にそして社会に役立て、好
循環を生み出す経営基盤としていくのかを皆さまとともに考え、新たな行動に移す機会としていきた
いと考えております。
　是非、多くの皆様にご視聴いただき、日々の活動にお役立ていただければ幸いです。

国土交通省住宅局建築指導課課長補佐。2022年4月より現職。主に令和元年に
立ち上げた、建築BIM 推進会議の事務局として、会議運営のほか、基本的な方
針の検討を行い、委員・関係団体等との連携・調整を担当。

東京工業大学で都市環境学修士後、アメリカ・ペンシルバニア大学で建築学修士
を修める。20年以上、イギリス、欧州、アメリカ、アジアで、大規模開発プロジェク
トに携わる。学際的リサーチユニットであるPLP LABS による次世代の都市研究・
予測、プロジェクトのビジョニングから、建築空間デザインまで、これまでの建築
デザインの枠を超えた包括的なアプローチで未来都市像を創造する。

香川県出身。ジョンブラン大学（米国）卒業。FUJITSU AMERICAでファシリティ
マネジメント歴20年。その後、日本でシティバンクFM カントリーヘッドを務め
た後にジョンソンコントロールズとCBREのFM BPO 事業責任者を務めるとと
もに、JFMAのトップスポンサーとして10年間にわたりJFMA に貢献。総務業界
団体として社団法人FOSCを設立。現在は日本の総務業界の発展に務める。

相浦 みどり
あいのうら みどり

PLP Architecture 担当役員、
PLP LABS設立担当役員

Craig Cox
クレイグ カックス

株式会社エフエム・パートナーズ・ジャパン
代表取締役社長

2月17日（金）配信日 10:00〜17:30ライブ配信 プログラム

開催挨拶

ファシリティマネジメントの
イノベーション

建築 BIM 推進会議の
検討内容と今後について

環境配慮契約法のめざすもの 脱炭素と資源循環型社会の
実現に向けて

「戦略総務」の秘訣と
今後求められるテクノロジー

SX （サステナビリティ・トランスフォーメーション）な
建築と都市をデザインする

山田  匡通
公益社団法人  
日本ファシリティマネジメント協会
会長

主催者挨拶

米倉 誠一郎
法政大学大学院 教授
一橋大学 名誉教授
ソーシャル・イノベーショ
ン・スクール学長

坂野 晶
一般社団法人
ゼロ・ウェイスト・ジャパン
代表理事

相浦 みどり
PLP Architecture 
担当役員
PLP LABS設立担当役員

クレイグ カックス
株式会社エフエム・
パートナーズ・ジャパン
代表取締役社長

松本 朋之
国土交通省
住宅局建築指導課
課長補佐

田中 裕涼
環境省大臣官房
環境経済課
課長補佐

基調講演 特別講演

ファシリティマネジメントフォーラム2023参加登録のお願い
ファシリティマネジメントフォーラム2023に参加し、セミナーやイベントを視聴していただくためには、

以下の３ステップでの事前の参加登録が必要です。参加費は無料です。お気軽にご登録をお願いいたします。

http://www.jfma.or.jp/FORUM/index.html

1
JFMAイベント・セミナー

メンバー登録

3
登録者専用

フォーラム特設サイトへ

2
フォーラム2023
参加登録申込

ログインして、「フォーラム2023特設サイト」の閲覧へ

ログインして、「フォーラム2023の参加登録」を行う

「イベント・セミナーメンバー新規登録」を行う
JFMAホームページ フォーラム2023 「はじめてお申込みの方はコチラ」から、

「新規登録」に進み、まずJFMAイベント・セミナーメンバーの登録をお願いします。

「ファシリティマネジメントフォーラム2023」参加申込 より参加登録を行ってください。

「フォーラム 2023特設サイト」では、フォーラムの詳細なスケジュールや概要を見ることが
できます。また「マイページ」画面では、動画視聴やイベント参加申込ができます。動画視聴
の場合には、ライブ配信・オンデマンド配信、またはWeb交流セッションの配信期間になりまし
たら、サイトページ内にある「マイページ」ボタンより「申込済みセミナー一覧」から、各配信セ
ミナーの視聴ページに進み、ご視聴ください。

はじめてお申込みの方はコチラ
※最初にJFMAイベント・セミナー

メンバー登録が必要です。

・新規登録ページにて必要事項をご記入の上、申込み後、仮登録のお知らせメールが送信されます
・送信されたメールに記載のURLをクリックすることで登録が完了します
・以下のようなログイン画面より、登録したID（メールアドレス）とパスワードでログインが可能となります

・セミナーの視聴は
マイページの「青色」ボタン

「申込済みセミナー一覧」を
クリックしてください

マイページ画面

・フォーラム2023 のセミナー動画視聴には参加登録が必要となります

[ 参加申込受付期間 ： 2023/1/25（水）15：00〜2023/3/10（金）13：00]
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一般社団法人ゼロ・ウェイスト・ジャパン
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日本 初の「ゼロ・ウェイスト宣言」を行った 徳 島 県 上 勝 町 の 廃 棄 物 政 策を担う
NPO 法人ゼロ・ウェイストアカデミー元・理事長。地域の廃棄物削減の推進と国
内外におけるゼロ・ウェイスト普及に貢献。2019 年世界経済フォーラム年次総会

（通称ダボス会議）共同議長。2020 年より一般社団法人ゼロ・ウェイスト・ジャパ
ンにて循環型社会のモデル形成に取り組む。2021年、脱炭素に向けた社会変革
を起こす人材育成プログラムGreen Innovator Academyを設立。

1984 年鹿児島生まれ。2009年に東京大学大学院工学系研究科修士課程を修
了し、国土交通省に入省。主に官公庁施設の整備に関する業務に従事。2021
年より現職。環境配慮契約法、グリーン購入法を担当。

1977年一橋大学社会学部・1979年経済学部卒。同大学大学院社会学研究科修士
課程修了（1981 年）。 1990年米ハーバード大学歴史学博士号取得。1997年一橋
大学イノベーション研究センター教授などを経て 2017年より現職。
2009 年 -2019年六本木アカデミーヒルズ日本元気塾長、2019年ソーシャル・イノ
ベーション・スクール (CR-SIS）学長、2021 年より世界元気塾塾長。『イノベーター
たちの日本史』（東洋経済新報社）など著書多数。

　私たちは今、国際情勢の変化、環境問題、パンデミックなど歴史的な変動の中にいます。ビジネス
面においてもデジタル変革（DX）、サステナビリティ変革（SX）、ワークスタイル変革などが求められ、
組織は変化する時代の先を読みながら、事業を継続し発展させなければなりません。
　その組織活動を経営基盤として支えるファシリティマネジメント（FM）の役割も変化し、FMの対象
自体も広がり、その重要性はますます高まっています。
　このような中、第 17 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2023） 
は、テーマを「FM 進化論　－DX・SX・そして未来へ－」とし、オンライン配信により開催いたします。
　加速するさまざまな変化の中で、FM をどのように進化させ、人に、組織にそして社会に役立て、好
循環を生み出す経営基盤としていくのかを皆さまとともに考え、新たな行動に移す機会としていきた
いと考えております。
　是非、多くの皆様にご視聴いただき、日々の活動にお役立ていただければ幸いです。

国土交通省住宅局建築指導課課長補佐。2022年4月より現職。主に令和元年に
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基調講演 特別講演

ファシリティマネジメントフォーラム2023参加登録のお願い
ファシリティマネジメントフォーラム2023に参加し、セミナーやイベントを視聴していただくためには、

以下の３ステップでの事前の参加登録が必要です。参加費は無料です。お気軽にご登録をお願いいたします。

http://www.jfma.or.jp/FORUM/index.html
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3
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2
フォーラム2023
参加登録申込

ログインして、「フォーラム2023特設サイト」の閲覧へ

ログインして、「フォーラム2023の参加登録」を行う

「イベント・セミナーメンバー新規登録」を行う
JFMAホームページ フォーラム2023 「はじめてお申込みの方はコチラ」から、

「新規登録」に進み、まずJFMAイベント・セミナーメンバーの登録をお願いします。

「ファシリティマネジメントフォーラム2023」参加申込 より参加登録を行ってください。

「フォーラム 2023特設サイト」では、フォーラムの詳細なスケジュールや概要を見ることが
できます。また「マイページ」画面では、動画視聴やイベント参加申込ができます。動画視聴
の場合には、ライブ配信・オンデマンド配信、またはWeb交流セッションの配信期間になりまし
たら、サイトページ内にある「マイページ」ボタンより「申込済みセミナー一覧」から、各配信セ
ミナーの視聴ページに進み、ご視聴ください。

はじめてお申込みの方はコチラ
※最初にJFMAイベント・セミナー

メンバー登録が必要です。

・新規登録ページにて必要事項をご記入の上、申込み後、仮登録のお知らせメールが送信されます
・送信されたメールに記載のURLをクリックすることで登録が完了します
・以下のようなログイン画面より、登録したID（メールアドレス）とパスワードでログインが可能となります

・セミナーの視聴は
マイページの「青色」ボタン

「申込済みセミナー一覧」を
クリックしてください

マイページ画面

・フォーラム2023 のセミナー動画視聴には参加登録が必要となります

[ 参加申込受付期間 ： 2023/1/25（水）15：00〜2023/3/10（金）13：00]
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