オンライン
イベント
開催

Live Stream Forum 2020
2020.6.4.（Thu）
、6.8（Mon）

“Stay Home” が教えてくれた。
家の中が一番、安心できる場所。

テーマは、
窓で、安心。

窓や窓からつながるエクステリアが、
住まいと社会をつなげている。

いままでも、これからも、変わることなく

住まいをもっと “安全・安心・快適” に。

各分野で活躍するキーパーソンからこれからのヒントを聞き出す２日間

住まい全般

不動産市場／災害対応

エクステリア分野

東京大学 大学院
工学系研究科建築学専攻
准教授 前 真之 氏

株式会社さくら事務所
代表取締役会長 不動産コンサルタント
長嶋 修 氏

株式会社ユニマットリック
執行役員
粟井 琢美 氏

株式会社新建新聞社
代表取締役社長
三浦 祐成 氏

株式会社新建新聞社
常務取締役 リスク対策.COM編集長
中澤 幸介 氏

竪川環境設計
代表 造園家
竪川 雅城 氏

開催日時：6月4日（木）13 : 00 〜17 : 00 ／ 8日（月）13 : 00 〜17 : 00
開催場所：
「A-PLUG」サイト内にてストリーミング配信

参 加 費：無料（要事前参加申込）

Forum Program
※時間は変更になる場合もございます

6月4日（木）

6月8 日（月）

13:00 〜
YKK AP からのご提案

●社長メッセージ ●YKK AP プレゼンテーション ●新商品紹介

13:45〜
講演

『住宅こそが生活の中心に』

講演

〜健康・快適な生活がずっと続くエコハウスの作り方〜

『窓から入ってくるもの』
〜内から感じる外の環境と景〜

東京大学 大学院
工学系研究科建築学専攻
准教授
前 真之 氏

竪川環境設計
代表 造園家
竪川 雅城 氏

Profile

Profile

1998年東京大学工学部建築学科卒業。2004年建築研究所などを経て

1982 年 千葉大学園芸学部造園学科卒業、ミサワホーム入社

29歳で東京大学大学院工学系研究科客員助教授に就任。2008 年から

計部配属。京都市都市景観賞、建築文化賞、グッドデザイン賞、日住

環境設

現職。空調・通風・給湯・自然光利用など幅広く研究テーマとし、未

協優秀事業賞。2005 年 竪川環境設計設立。分譲街並み及び公園設

来のエコハウスの姿を追い求めている。

計多数。公共、商業施設基本設計多数。

14:45〜
講演

『もし今、災害が起きたら
お客様のために何をしますか？』

講演

株式会社新建新聞社
常務取締役
リスク対策.COM 編集長
中澤 幸介 氏

『STAY HOMEは家づくりと
工務店経営をどう変えるのか？』
株式会社新建新聞社
代表取締役社長
三浦 祐成 氏

Profile

Profile

2007年に危機管理とBCPの専門誌リスク対策.com を創刊。内閣府プ

1972 年山形県生まれ、京都育ち。地域に根ざしたビルダー、工務店

ロジェクト事業継続マネジメントを通じた企業防災力の向上に関する調

への応援誌である住宅専門誌｢新建ハウジング｣の編集長を務め、現在

査・検討業務アドバイザー、地区防災計画アドバイザー、熊本地震へ

は新建新聞社の代表取締役に就任。住宅メディア部門を統括し、住宅

の対応に係る検証アドバイザー。

業界向けの執筆・講演活動を多数行っている。

15:45〜
講演

『エクステリアで住宅にさらなる価値創造を』
〜新築もリノベーションも「建物と外構のトータルコーディネイト」〜

講演

株式会社ユニマットリック
執行役員
粟井 琢美 氏

『〜激変必至〜バブルか崩壊か？
アフターコロナの不動産市場』
株式会社さくら事務所
代表取締役会長
不動産コンサルタント
長嶋 修 氏

Profile

Profile

1989年 セキスイエクステリア入社。ザ シーズン事業企画参画。造園・

2008 年、ホームインスペクションの普及・公認資格制度をめざし、日

ガーデンデザイナー 1,500 件設計施工。2003 年 阪急モザイクモール

本ホームインスペクターズ協会を設立、初代理事長に。
『中立な不動産

屋上庭園プロジェクト。2009 年 RHS 英国チェルシーフラワーショウシ

コンサルタント』として不動産購入ノウハウや、業界・政策への提言を

ルバーメダリスト。2011年 三井ホーム入社 設計推進部 設計推進グルー

行なう。著書・メディア出演多数。

プ長、2018年より現職。

16:25〜
質疑応答 & トークセッション（16:55 終了予定）

「Live Stream Forum 2020」参加申込について
申込方法は以下の2 通りです。

❶パソコン、スマートフォンでお申し込みの場合
参加申込サイトにて必要事項を記入の上お申し込みください。

A-PLUG 会員でない方はこちら ※別途 A-PLUG への登録が必要です。

https://apconnect.ykkap.co.jp/public/application/add/48
すでに A-PLUG 会員の方はこちら

https://apconnect.ykkap.co.jp/public/application/add/79

❷申込書でお申し込みの場合

以下の申込書にご記入の上、YKK AP担当社員宛てにお申し込みください。
※A-PLUG 会員でない方は、別途 A-PLUG への登録が必要です。

貴社名 ( フリガナ）

ご住所

お申込者様ご芳名 (フリガナ）

〒

ご連絡先電話番号

メールアドレス

申込者以外に参加の方のお名前とメールアドレス（参加者全員分をご記入ください）

●ご記入いただいた個人情報はお申込みに関するご連絡および弊社からのご案内のみに使用いたします。
●お客様の個人情報は関連法令および YKK AP社内規定に基づき適切に管理いたします。
●ご承諾の上、お申込みをお願いいたします。

お問合せ先は

お申し込みは

YKK AP株式会社

YKK AP株式会社
埼玉支社さいたま支店
齋藤 岳
TEL/FAX

埼玉支社さいたま支店

TEL:048-648-8440/FAX:048-648-8411

担当

齋藤

岳

TEL/FAX

TEL:048-648-8440/FAX:048-648-8411

「A-PLUG」への登録はお済みですか？

「Live Stream Forum 2020」は登録制サイト「A-PLUG」内にて配信されます。
ご視聴いただくためには「A-PLUG」への別途会員登録（無料）が必要です。
また、イベント視聴を希望する他の社員の方にも A-PLUG 登録をご案内ください。

A-PLUGについて詳しくは次ページ

会員登録は
こちら

A-PLUGとは？

会員登録

無料
技術やノウハウから、
悩み・困りごとの解決まで
プロの情報が手に入る！！
工務店・リフォーム店様のビジネスをサポート。
これからの住宅づくりに必須な最新情報や
営業・業務の効率化につながるツールが満載です。

め
おすす み
試し読
記事

お悩み解決に直結する質の高いコンテンツを豊富にご提供！

教えて！松尾先生、
「エコハウスの基本」

パッシブハウスジャパン理事で
建築家の松尾和也さんが、エコ
ハウスについて解説！

大菅 力 氏の
「断熱改修の教科書」

事例、写真、見積りから営業手
法まで、
「リノベーションジャー
ナル」編集長が分かりやすく教
えます !

佐藤 実 氏の
堤 太郎 氏の
『本当にヤバイ木構造の話』 「省エネのキホン」
全国で「構造塾」
を展開する佐藤
実氏が木構造の基本と考え方を
レクチャー！

「なぜそれが必要？」
などのポイ
ントを、
「省エネのキホン」と称
してお伝えする、住宅づくりの
教科書！

そのほかにも
いろいろ
コンテンツが満載！
閲覧するには会員登録（無料）が必要です。

まずは無料の会員登録！
A-PLUG

検索

お問い合せ先

YKK AP A-PLUG事務局
info̲a-plug@ykkap.co.jp

