
開催時間＝18：30～20：00（受付18：00～）、参加費無料

番号 日程 地域 講師 講師所属 テーマ 会場 住所 定員 申込締切

1 9/7（水） 松岡　利昌
㈱松岡総合研究所代表
日本オフィス学会会長

オフィスと経営－イノベーションはオフィスのどこで起きるのか－

2 9/14（水） 古阪　幸代 WFM、フルリエゾン　代表 オフィスづくりの仕掛け

3 9/21（水） 三家　礼子 早稲田大学　理工学研究所研究院客員教授 人間工学とオフィス

4 9/28（水） 坪田　知己
Loco共感編集部代表社員編集長
京都工芸繊維大学特任教授

未来の働き方とオフィスの未来

5 10/4（火） 地主　廣明 東京造形大学副学長　造形学部デザイン学科教授 オフィスからワークプレイスへ

6 10/12（水） 仲　隆介 京都工芸繊維大学大学院　工芸科学研究科教授 オフィスからワークプレイスへ

7 10/20（木） 古川　靖洋 関西学院大学　総合政策学部教授 テレワークとオフィスワーカーの動機づけ

8 10/26（水） 三家　礼子 早稲田大学　理工学研究所研究院客員教授 人間工学とオフィス

9 11/2（水） 古阪　幸代 WFM、フルリエゾン　代表 オフィスづくりの仕掛け

10 11/9（水） 岸本　章弘 ワークスケープ・ラボ　代表 オフィスとデザイン～その変革の方向を考える～

11 11/22（火） 松岡　利昌
㈱松岡総合研究所代表
日本オフィス学会会長

オフィスと経営－イノベーションはオフィスのどこで起きるのか－

12 11/29（火） 古阪　幸代 WFM、フルリエゾン　代表 オフィスづくりの仕掛け

13 12/8(木） 鷲田　祐一 一橋大学大学院　商学研究科教授
デザインがイノベーションを伝える
～デザインの力を活かす新しい経営戦略の模索～

14 平井　嘉朗 ㈱イトーキ　代表取締役社長 オフィスの進化と企業の成長

15 仲　隆介 京都工芸繊維大学大学院　工芸科学研究科教授 オフィスをよりよく活用するために

16 岩下　博樹
㈱岡村製作所
専務取締役 マーケティング本部長

オフィスの進化と企業の成長

17 松岡　利昌
㈱松岡総合研究所代表
日本オフィス学会会長

イノベーションはオフィスのどこで起きるのか

JOIFA　2016年　イノベーションオフィスコース工程表

東京 JOIFA会議室
東京都中央区日本橋人形町1-12-11

リガーレ日本橋人形町2F
40 9/2

大阪
大阪鐵鋼會館
5・6号会議室

大阪市中央区北久宝寺町3-5-12
御堂筋本町アーバンビル11F

50 10/7

名古屋
ウインクあいち13階

1306
名古屋市中村区名駅4-4-38 50 11/11

1/17

札幌
ACU（ｱｷｭ）-A
大研修室1606

札幌市中央区北4条西5丁目
アスティ45 16階

96 2/15

1/24（火）

2/16（木）

福岡
天神クリスタルビル

3階-Aホール
福岡市中央区天神4-6-7 100



〒103-0013　東京都中央区日本橋人形町1-12-11リガーレ日本橋人形町2F　　　03-3668-5588　　　03-5645-2255
一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）

TEL FAX

お問い合わせ

イノベーション
オフィスコース2016
イノベーション
オフィスコース2016

経営戦略にも大きく関わる現代のオフィス。
しかしながら一方で、ICTの進化などにより、
その場所を自由に選べるようにもなってきています。
空間としての“場”、働き方と連動する“場”、知識が交わる“場”など、
新しい価値の創出やいきいきとした交流を促す“場”について考え、
これからの企業が構築すべきオフィスを考察していきます。
オフィスに興味の有る方、オフィスで働いている方、
オフィス環境を提案・提供している方の
ご参加をお待ちしています。

９月７日（水）
18：30～20：00

株式会社松岡総合研究所代表/経営戦略コンサルタント
松岡　利昌（まつおか　としあき） オフィスと経営戦略

９月１４日（水）
18：30～20：00

WFM、フルリエゾン代表
一般財団法人住宅産業研修財団理事長補佐
古阪　幸代（ふるさか　さちよ）

オフィスづくりの仕掛け

９月21日（水）
18：30～20：00

早稲田大学理工学研究所研究院客員教授
三家　礼子（みつや　れいこ） オフィスと人間工学

９月28日（水）
18：30～20：00

Loco共感編集部代表社員編集長
京都工芸繊維大学特任教授
坪田　知己（つぼた　ともみ）

働き方と働く場

10月4日（火）
18：30～20：00

東京造形大学副学長/造形学部デザイン学科教授
地主　廣明（じぬし　ひろあき） オフィスとデザイン 

●内容は予告なく変更になる場合があります　●それぞれの演題は繋がっているものでは有りません　●いずれも18：00開場  １０/４のみ火曜日開催です

イノベーション
オフィスコース2016

一般社団法人　日本オフィス家具協会（JOIFA）

JOIFA会議室

9/2迄（定員に達しましたら締切とさせて頂きます）

40名（無料）/原則5日間の講義を一括でお申込みとさせて頂きます。
全日程出席の方には、修了証書を授与致します。一般の方も歓迎いたします。

JOIFAホームページ（http://www.joifa.or.jp）へ
アクセスして申込みフォームに必要事項をご記入下さい。
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•東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅から徒歩2分 8番出口
•東京メトロ日比谷線「人形町」駅から徒歩3分 A2出口
•都営浅草線「人形町」駅から徒歩5分 A5出口

主催

会場

定員

お申込み方法

お申込み期間

開催日 講演者 演　題

INNOVATION

料料無無



外資系コンサルタント会社を経て1991年に独立。美術、建築、デザインの知識と経営
戦略支援の実積との融合を目指し、企業経営戦略の視点による「CRE/FMコンサル
ティングサービス」を実施。2005年から2016年3月まで国立大学法人名古屋大学大
学院にて特任准教授として戦略的なキャンパスマネジメントの開発に取組み、2015年
建築学会賞功績賞を受賞する。

株式会社松岡総合研究所代表／経営戦略コンサルタント
松岡　利昌 （まつおか　としあき）

9/7（水）1

ファシリティマネジメント（ＦＭ）に関わる富士銀行（現みずほ銀行）や日本ＮＣＲでの社内
実務と米国コーネル大学院での研究を活かして、ゲンスラー、インターオフィス、明豊Ｆ
Ｗ、三機工業などでワークスタイル変革やＦＭについての対外的コンサルティング業務
を長年実践し独立。住宅産業における工務店や大工の育成支援にも携わる。オフィス
に関わる女性を中心にした勉強会ＷＦＭを１９年間主宰し、執筆や講演も多数。

ＷＦＭ／フルリエゾン代表　一般財団法人住宅産業研修財団理事長補佐
古阪　幸代 （ふるさか　さちよ）

9/14（水）2

早稲田大学資源工学科卒業後、㈱大林組技術研究所に勤務。その後、早稲田大学
人間科学研究科にて博士号（人間科学）を取得。早稲田大学講師、客員准教授を経
て、現在、理工学研究所で客員教授。専門は人間工学と応用統計学。

早稲田大学理工学研究所研究院客員教授
三家　礼子 （みつや　れいこ）

9/21（水）3

日本経済新聞で、記者、経営計画を担当、「日経・電子版」の生みの親。2010年まで
慶應義塾大学大学院特別研究教授を兼任。日経を定年後、文章講座を各地で開催、
教え子が作った「Loco共感編集部」の代表社員兼編集長。「いい会社の研究」が趣
味。『マルチメディア組織革命』『サービス文明論』『21世紀の共感文章術』など著書
多数。

合同会社・Loco共感編集部代表社員兼編集長　京都工芸繊維大学特任教授
坪田　知己 （つぼた　ともみ）

9/28（水）4

東京造形大学室内建築専攻卒業後、プラス㈱に入社。同社にてオフィス環境デザイ
ン、プロダクトデザイン等のチーフデザイナーを経てプラス・オフィス環境研究所所長歴
任。その後、東京造形大学専任講師、助教授を経て現在は教授、副学長。一貫してオ
フィスデザインやその歴史を研究してきた。日本建築学会ワークプレイス小委員会主査、
日本オフィス学会学会誌委員会委員長。

東京造形大学副学長／造形学部デザイン学科教授
地主　廣明 （じぬし　ひろあき）

10/4（火）5

講演者



〒103-0013　東京都中央区日本橋人形町1-12-11リガーレ日本橋人形町2F　　　03-3668-5588　　　03-5645-2255
一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）

TEL FAX

お問い合わせ

イノベーション
オフィスコース2016
イノベーション
オフィスコース2016

経営戦略にも大きく関わる現代のオフィス。
しかしながら一方で、ICTの進化などにより、
その場所を自由に選べるようにもなってきています。
空間としての“場”、働き方と連動する“場”、知識が交わる“場”など、
新しい価値の創出やいきいきとした交流を促す“場”について考え、
これからの企業が構築すべきオフィスを考察していきます。
オフィスに興味の有る方、オフィスで働いている方、
オフィス環境を提案・提供している方の
ご参加をお待ちしています。

10月12日（水）
18：30～20：00

京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科教授
仲　　隆介（なか　りゅうすけ）

オフィスから
ワークプレイスへ

10月20日（木）
18：30～20：00

テレワークと働き方

10月26日（水）
18：30～20：00

早稲田大学理工学研究所研究院客員教授
三家　礼子（みつや　れいこ） オフィスと人間工学

11月2日（水）
18：30～20：00

WFM、フルリエゾン代表
一般財団法人住宅産業研修財団理事長補佐
古阪　幸代（ふるさか　さちよ）

オフィスづくりの仕掛け

11月9日（水）
18：30～20：00

ワークスケープ・ラボ代表
岸本　章弘（きしもと　あきひろ） オフィスとデザイン 

●内容は予告なく変更になる場合があります　●それぞれの演題は繋がっているものでは有りません　●いずれも18：00開場  10/20のみ木曜日開催です

一般社団法人　日本オフィス家具協会（JOIFA）

大阪鐵鋼會館
大阪市中央区北久宝寺町3-5-12　御堂筋本町アーバンビル11F

10/7迄（定員に達しましたら締切とさせて頂きます）

50名（無料）/原則5日間の講義を一括でお申込みとさせて頂きます。
全日程出席の方には、修了証書を授与致します。一般の方も歓迎いたします。
JOIFAホームページ（http://www.joifa.or.jp）へ
アクセスして申込みフォームに必要事項をご記入下さい。

•地下鉄御堂筋線、中央線、「本町」駅 徒歩2分
•地下鉄四ツ橋線 「本町」駅 徒歩5分
＊御堂筋線、中央線 地下鉄出口 10番、13番

主催

会場

定員

お申込み方法

お申込み期間

開催日 講演者 演　題

イノベーション
オフィスコース2016

関西学院大学総合政策学部教授
古川　靖洋（ふるかわ　やすひろ）

大阪センター
ビル

坐摩神社

御
堂
会
館

せ
ん
ば
心
斎
橋
筋
商
店
街

地
下
鉄
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筋
線

御
堂
筋南御堂

北久宝寺町3

南久宝寺町3

久太郎町3

阪神高速13号東大阪線
地下鉄中央線
阪神高速13号東大阪線
地下鉄中央線

阪
神
高
速
１
号
環
状
線

阪
神
高
速
１
号
環
状
線

地下鉄本町

鐵鋼會館
御堂筋本町
アーバンビル11F

In 大阪

料無



東京理科大学工学部建築学科卒。
東京理科大学大学院工学部建築学科　修士課程修了。
マサーチューセッツ工科大学建築学部　客員研究員。
宮城大学助教授、京都工芸繊維大学助教授、教授。
「ワークプレイス評価に関する基礎的研究」で博士号取得。
専門分野はワークプレイスデザイン、建築計画。
研究課題は新世代のワークプレイスデザイン。

京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科教授
仲　隆介 （なか　りゅうすけ）

10/12（水）1

慶應義塾大学商学部卒。慶應義塾大学後期博士課程修了。博士（商学）。専門は、
計量経営学、人的資源管理論。旧通産省によるニューオフィス運動開始頃から、オフィ
ス環境とホワイトカラーの生産性・動機づけなどの関係を、アンケート調査に基づく多変
量解析を駆使して、長年に渡り調査。現在は、ホワイトカラーの生産性向上策やテレ
ワークと生産性の関係について主に研究している。

関西学院大学総合政策学部教授
古川　靖洋 （ふるかわ　やすひろ）

10/20（木）2

早稲田大学資源工学科卒業後、㈱大林組技術研究所に勤務。その後、早稲田大学
人間科学研究科にて博士号（人間科学）を取得。早稲田大学講師、客員准教授を経
て、現在、理工学研究所で客員教授。専門は人間工学と応用統計学。

早稲田大学理工学研究所研究院客員教授
三家　礼子 （みつや　れいこ）

10/26（水）3

ファシリティマネジメント（ＦＭ）に関わる富士銀行（現みずほ銀行）や日本ＮＣＲでの社内
実務と米国コーネル大学院での研究を活かして、ゲンスラー、インターオフィス、明豊Ｆ
Ｗ、三機工業などでワークスタイル変革やＦＭについての対外的コンサルティング業務
を長年実践し独立。住宅産業における工務店や大工の育成支援にも携わる。オフィス
に関わる女性を中心にした勉強会ＷＦＭを１９年間主宰し、執筆や講演も多数。

ＷＦＭ／フルリエゾン代表　一般財団法人住宅産業研修財団理事長補佐
古阪　幸代 （ふるさか　さちよ）

11/2（水）4

コクヨ㈱にてオフィス等の設計、先進オフィス動向調査、次世代ワークプレイスのコンセ
プト開発とプロトタイプデザインに携わり、研究情報誌『ECIFFO』の編集長をつとめる。
2007年に独立し、ワークプレイスの研究とデザインの分野でコンサルティング活動を
おこなっている。京都工芸繊維大学、千葉工業大学非常勤講師等を歴任。著書に
『NEW WORKSCAPE 仕事を変えるオフィスのデザイン』など。

ワークスケープ・ラボ代表
岸本　章弘 （きしもと　あきひろ）

11/9（水）5

講演者



〒103-0013　東京都中央区日本橋人形町1-12-11リガーレ日本橋人形町2F　　　03-3668-5588　　　03-5645-2255

一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）
TEL FAX

お問い合わせ

イノベーション
オフィスコース2016
イノベーション
オフィスコース2016

経営戦略にも大きく関わる現代のオフィス。
しかしながら一方で、ICTの進化などにより、
その場所を自由に選べるようにもなってきています。
空間としての“場”、働き方と連動する“場”、知識が交わる“場”など、
新しい価値の創出やいきいきとした交流を促す“場”について考え、
これからの企業が構築すべきオフィスを考察していきます。
オフィスに興味の有る方、オフィスで働いている方、
オフィス環境を提案・提供している方の
ご参加をお待ちしています。

11月22日（火）
18：30～20：00

株式会社松岡総合研究所代表/経営戦略コンサルタント
松岡　利昌（まつおか　としあき）

オフィスと経営戦略

11月29日（火）
18：30～20：00

WFM、フルリエゾン代表
一般財団法人住宅産業研修財団理事長補佐
古阪　幸代（ふるさか　さちよ）

オフィスとダイバーシティ

12月8日（木）
18：30～20：00

一橋大学大学院商学研究科教授
鷲田　祐一（わしだ　ゆういち）

デザインと経営

●内容は予告なく変更になる場合があります　●それぞれの演題は繋がっているものでは有りません　●いずれも18：00開場  12/8のみ木曜日開催です

◎（JR・地下鉄・名鉄・近鉄）名古屋駅より
•JR名古屋駅桜通口から
  ミッドランドスクエア方面　徒歩5分
•ユニモール地下街　5番出口　徒歩2分

開催日 講演者 演　題

イノベーション
オフィスコース2016

In 名古屋

一般社団法人　日本オフィス家具協会（JOIFA）

ウインクあいち（愛知県産業労働センター）
名古屋市中村区名駅4-4-38  13F1308会議室

11/17迄（定員に達しましたら締切とさせて頂きます）

40名（無料）/原則3日間の講義を一括でお申込みとさせて頂きます。
全日程出席の方には、修了証書を授与致します。一般の方も歓迎いたします。

JOIFAホームページ（http://www.joifa.or.jp）へ
アクセスして申込みフォームに必要事項をご記入下さい。

主催

会場

定員

お申込み方法

お申込み期間
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Ｒ
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ビルヂング

Ｊ
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太閤通

桜通

地下鉄
桜通線
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ャ
ッ
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ル
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ラ
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ウインク
あいち

笹島

ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド

ス
ク
エ
ア

13F1308会議室

料無



外資系コンサルタント会社を経て1991年に独立。美術、建築、デザイン
の知識と経営戦略支援の実積との融合を目指し、企業経営戦略の視点
による「CRE/FMコンサルティングサービス」を実施。2005年から2016
年3月まで国立大学法人名古屋大学大学院にて特任准教授として戦略
的なキャンパスマネジメントの開発に取組み、2015年建築学会賞功績
賞を受賞する。

株式会社松岡総合研究所代表／経営戦略コンサルタント

松岡　利昌 （まつおか　としあき）

11/22（火）1

ファシリティマネジメント（ＦＭ）に関わる富士銀行（現みずほ銀行）や日本
ＮＣＲでの社内実務と米国コーネル大学院での研究を活かして、ゲンス
ラー、インターオフィス、明豊ＦＷ、三機工業などでワークスタイル変革やＦ
Ｍについての対外的コンサルティング業務を長年実践し独立。住宅産業
における工務店や大工の育成支援にも携わる。オフィスに関わる女性を
中心にした勉強会ＷＦＭを１９年間主宰し、執筆や講演も多数。

ＷＦＭ／フルリエゾン代表　一般財団法人住宅産業研修財団理事長補佐

古阪　幸代 （ふるさか　さちよ）

11/29（火）2

研究分野：技術普及論、ユーザーイノベーション論、グローバルマーケティ
ング。1991年に一橋大学商学部経営学科を卒業。㈱博報堂に入社し、
マーケティングプランナーになる。その後、同社生活研究所、研究開発
局、イノベーション・ラボで消費者研究、技術普及研究に従事。また2003
年～2004年にマサチューセッツ工科大学メディア比較学科に研究留
学。2008年に東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻博士後
期過程を修了し、博士（学術）となる。

一橋大学大学院商学研究科教授

鷲田　祐一 （わしだ　ゆういち）

12/8（木）3

講演者



〒103-0013　東京都中央区日本橋人形町1-12-11リガーレ日本橋人形町2F　　　03-3668-5588　　　03-5645-2255

一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）
TEL FAX

お問い合わせ

イノベーション
　 オフィスコース
イノベーション
　 オフィスコース

In 福岡

一般社団法人　日本オフィス家具協会（JOIFA）

天神クリスタルビル3階 Aホール
福岡市中央区天神4-6-7

1/17迄（定員に達しましたら締切とさせて頂きます）

100名（無料）

JOIFAホームページ（http://www.joifa.or.jp）へ
アクセスして申込みフォームに必要事項をご記入下さい。

主催

会場

定員

お申込み方法

お申込み期間
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13F1308会議室

料無

イノベーション
　 オフィスコース

経営戦略にも大きく関わる現代のオフィス。

しかしながら一方で、ICTの進化などにより、

その場所を自由に選べるようにもなってきています。

空間としての“場”、働き方と連動する“場”、知識が交わる“場”など、

新しい価値の創出やいきいきとした交流を促す“場”について考え、

これからの企業が構築すべきオフィスを考察していきます。

オフィスに興味の有る方、オフィスで働いている方、

オフィス環境を提案・提供している方の

ご参加をお待ちしています。

①1月24日（火）
　13：30～15：10

株式会社イトーキ/代表取締役社長
平井　嘉朗（ひらい　よしろう）

オフィスの進化と
企業の成長

②1月24日（火）
　15：20～16：50

京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科教授
仲　隆介（なか　りゅうすけ）

オフィスをよりよく
活用するために　

●内容は予告なく変更になる場合があります　●それぞれの演題は繋がっているものでは有りません　●13：00より受付開始します

開催日 講演者 演　題

•西鉄大牟田線
  「福岡（天神）駅」 徒歩7分
•福岡市営地下鉄空港線／箱崎線
  「天神駅」 徒歩4分

•西鉄バス「天神郵便局前」停 徒歩2分
  　　　　「天神北」停 徒歩2分
•福岡都市高速「天神北」出口 車5分

明治通り

昭和通り

天神幸ビル

竹堂
パーキング

那の津通り

至香椎

至西新

至都市高速
北天神ランプ

至大橋

須崎
公園
都久志
会館

渡辺ビル

ダイエー

日銀
中央
郵便局

地下鉄
東1b出口

西鉄
福岡駅

フタタ

KBC

天神クリスタルビル



関西学院大学経済学部卒業
１９８４年　株式会社イトーキ入社
営業部門を中心に、労働組合委員長、環境管理部
人事部長などを経て、２０１５年３月より現職

株式会社イトーキ
代表取締役社長

平井　嘉朗

1/24（火）1

講演者

 （ひらい　  よしろう）

東京理科大学工学部建築学科卒。
東京理科大学大学院工学部建築学科　修士課程修了。
マサーチューセッツ工科大学建築学部　客員研究員。
宮城大学助教授、京都工芸繊維大学助教授、教授。
「ワークプレイス評価に関する基礎的研究」で博士号取得。
専門分野はワークプレイスデザイン、建築計画。
研究課題は新世代のワークプレイスデザイン。

京都工芸繊維大学
大学院工芸科学研究科教授

仲　隆介

1/24（火）

13：30～15：10

15：20～16：502

 （なか りゅうすけ）



〒103-0013　東京都中央区日本橋人形町1-12-11リガーレ日本橋人形町2F　　　03-3668-5588　　　03-5645-2255

一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）
TEL FAX

お問い合わせ

イノベーション
　 オフィスコース
イノベーション
　 オフィスコース

①2月16日（木）
　13：30～15：00

株式会社岡村製作所
専務取締役　マーケティング本部長
岩下　博樹（いわした ひろき）

オフィスの進化と
企業の成長

②2月16日（木）
　15：10～16：40

株式会社松岡総合研究所代表/経営戦略コンサルタント
日本オフィス学会会長
松岡　利昌（まつおか　としあき）

イノベーションは
オフィスのどこで
起きるのか

●内容は予告なく変更になる場合があります　●それぞれの演題は繋がっているものでは有りません　●13：00より受付開始します

開催日 講演者 演　題

In 札幌

一般社団法人　日本オフィス家具協会（JOIFA）

札幌市中央区北4条西5丁目アスティ45
16階　ACU-A　大研修室1606

2/9迄（定員に達しましたら締切とさせて頂きます）

96名（無料）

JOIFAホームページ（http://www.joifa.or.jp）へ
アクセスして申込みフォームに必要事項をご記入下さい。

主催

会場

定員

お申込み方法

お申込み期間

ミ
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ド
ラ
ン
ド

ス
ク
エ
ア

13F1308会議室

料無

イノベーション
　 オフィスコース

経営戦略にも大きく関わる現代のオフィス。

しかしながら一方で、ICTの進化などにより、

その場所を自由に選べるようにもなってきています。

空間としての“場”、働き方と連動する“場”、知識が交わる“場”など、

新しい価値の創出やいきいきとした交流を促す“場”について考え、

これからの企業が構築すべきオフィスを考察していきます。

オフィスに興味の有る方、オフィスで働いている方、

オフィス環境を提案・提供している方の

ご参加をお待ちしています。

ＪＲ札幌駅西改札口より
地下道にて徒歩６分

地下

太陽の
広場

みのり
広場

センチュリー
ロイヤルホテル APIAAPIAジョイフルウォーク

大丸百貨店

APIAフードウォーク

地下鉄南北線　さっぽろ駅北出口

JR札幌駅　西改札口

ACU-Y

地下鉄
東豊線
さっぽろ駅

N

Ｂ1F・10F～16FＢ1F～10F

アスティ45
16階

ACU-A　



1973年岡村製作所入社。主に生産・購買・開発関連事
業に従事し、1994年マーケティング本部長、管理本部購
買部長、2000年マーケティング本部長（現職）、2004年
取締役、2012年専務取締役に就任。

株式会社岡村製作所
専務取締役　マーケティング本部長

岩下　博樹

2/16（木）1

講演者

 （いわした　ひろき）

外資系コンサルタント会社を経て1991年に独立。美術、
建築、デザインの知識と経営戦略支援の実積との融合を
目指し、企業経営戦略の視点による「CRE/FMコンサル
ティングサービス」を実施。2005年から2016年3月まで国
立大学法人名古屋大学大学院にて特任准教授として戦
略的なキャンパスマネジメントの開発に取組み、2015年
建築学会賞功績賞を受賞する。2016年日本オフィス学
会会長に就任。

株式会社松岡総合研究所代表
経営戦略コンサルタント
日本オフィス学会会長

松岡　利昌

2/16（木）2

 （まつおか　としあき）

13：30～15：00

15：10～16：40


