
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 9.9（火） 松島　茂 東京理科大学大学院　技術経営専攻教授 ビジネス大転換とオフィス・イノベーション

2 9.17（水） 妹尾　大 東京工業大学大学院　社会理工学研究科准教授 オフィスの考え方

3 9.24（水） 上野　義雪 千葉工業大学　工学部デザイン科教授 オフィスと人間工学～実験屋からみた　ひと・もの・空間・環境～

4 10.1（水） 安原　直義
日建設計マネジメントソリューションズ㈱　執行役
員

オフィスとイノベーションセキュリティの可能性
～「活動」を可視化するきっかけとしてのセキュリティ計画～

5 10.8(水） 松岡　利昌 名古屋大学大学院　環境学研究科特任准教授 オフィス空間をより良く～戦略的オフィス投資の必要性～

6 10.14（火） 松島　茂 東京理科大学大学院　技術経営専攻教授 ビジネス大転換とオフィス・イノベーション

7 10.22(水） 古川　靖洋 関西学院大学　総合政策学部教授 オフィスの考え方

8 10.29（水） 藤村　盛造 ㈱デザインオフィスF＆F　代表所長 オフィス家具の役割

9 11.5（水） 安原　直義
日建設計マネジメントソリューションズ㈱　執行役
員

オフィスとイノベーションセキュリティの可能性
～「活動」を可視化するきっかけとしてのセキュリティ計画～

10 11.13（木） 仲　隆介 京都工芸繊維大学大学院　工芸科学研究科教授 オフィス空間をより良く

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
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JOIFA　2014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
50 9/2



イノベーション
オフィスコース2014

主　催 一般社団法人　日本オフィス家具協会（JOIFA）

会　場 ＪＯＩＦＡ会議室

定　員 50名（無料）／5日間の講義を一括お申込みとなります。
全日程出席の方には、終了証書を授与致します。JOIFA会員でなくても構いません。　

お申込み方法 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。

申込み締切 ９月２日

お問い合わせ 一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）
〒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
TEL：03-3668-5588　FAX：03-5645-2255

　ここ数年オフィスの重要性が見直されています。
　知識創造活動を誘発し実践する場として、それを構築する事
は経営戦略的にも重要な課題となっています。知識創造活動
そのものがイノベーションとも云われています。今回はオフィス
から発信するイノベーションについて、様々なテーマで考察し
てみます。
　オフィスに興味の有る方、オフィスで働いている方、オフィスを
提案・提供している方のコースへの参加をお待ちしています。

開催日 講演者（敬称略） 演　題

９月９日（火）
18：30～20：00

９月１７日（水）
18：30～20：00

９月２４日（水）
18：30～20：00

１０月１日（水）
18：30～20：00

１０月８日（水）
18：30～20：00

東京理科大学大学院技術経営専攻教授
松島　　茂（まつしま　しげる）
東京工業大学大学院社会理工学研究科准教授
妹尾　　大（せのお　だい）
千葉工業大学工学部デザイン科学科教授
上野　義雪（うえの　よしゆき）
日建設計マネジメントソリューションズ㈱執行役員
安原　直義（やすはら　なおよし）

名古屋大学大学院環境学研究科特任准教授
松岡　利昌（まつおか　としあき）

オフィスとイノベーション

オフィスの考え方

オフィスにおける家具の役割

オフィスとセキュリティの可能性

オフィス空間をより良く

いずれも18：00開場　９/９のみ火曜日開催です
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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



東京大学法学部卒。通商産業省入省。中小企業庁計画課長、大臣官房企画室長、
工業技術院技術審議官、中部通省産業局長等を歴任。中小企業政策、産業技術政
策の企画・立案に従事。法政大学経営学部教授。2008年より現職。現在、中小企業
政策審議会経営支援部会及び企業力強化部会委員。

東京理科大学大学院技術経営専攻教授
松島　茂（まつしま　しげる）

講演者

9/9（火）1

一橋大学大学院商学研究科博士課程単位取得満期退学。北陸先端科学技術大学
院大学知識科学研究科助手を経て、2002年から東京工業大学大学院社会理工学
研究科助教授（現在は准教授）
博士（商学）専門分野は経営組織論、経営戦略論、情報・知識システム

東京工業大学大学院社会理工学研究科准教授
妹尾　大（せのお　だい）

9/17（水）2

千葉大学工学部建築学科（室内計画研究室）退職　同年千葉工業大学工学部工業
デザイン学科（現デザイン科学科インテリアエレメント研究室）赴任現在に至る　
文部省、文部科学省（学校用家具協力者会議）、日本国有鉄道（アコモデーション委員
会）、日本建築学会（建築設計資料集成委員会）（住宅品質確保法に基づく評定員、
試験員）

千葉工業大学工学部デザイン科学科教授
上野　義雪（うえの　よしゆき）

9/24（水）3

1990年に日建設計グループ入社以来、都市再開発計画～超高層本社ビル～オフィ
スコンサルタント～家具設計～ＩＴコンサルタント～セキュリテイ計画立案者として建設
分野における広範囲な経験・実績を持つ。セキュリティ計画の重要性について業務を通
して認識。2014年NOPAセキュリティ部会長としてセキュリティ分野を研究中。

日建設計マネジメントソリューションズ㈱執行役員
安原　直義（やすはら　なおよし）

10/1（水）4

外資系コンサルタント会社を経て独立。
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「日本的FMコンサルティングサービス」を実施。
2005年から国立大学法人名古屋大学大学院においてキャンパスFM戦略モデルの
研究開発を進めている。

名古屋大学大学院環境学研究科特任准教授
松岡　利昌（まつおか　としあき）

10/8（水）5



主　催 一般社団法人　日本オフィス家具協会（JOIFA）

会　場 鉄鋼会館　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

定　員 40名（無料）／5日間の講義を一括お申込みとなります。
全日程出席の方には、終了証書を授与致します。JOIFA会員でなくても構いません。　

お申込み方法 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。

申込み締切 10月７日

お問い合わせ

開催日 講演者（敬称略） 演　題

10月14日（火）
18：30～20：00

10月22日（水）
18：30～20：00

10月29日（水）
18：30～20：00

11月5日（水）
18：30～20：00

11月13日（木）
18：30～20：00

東京理科大学大学院技術経営専攻教授
松島　　茂（まつしま　しげる）
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）
㈱デザインオフィスF&F代表所長
藤村　盛造（ふじむら　せいぞう）
日建設計マネジメントソリューションズ㈱執行役員
安原　直義（やすはら　なおよし）

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）

オフィスとイノベーション

オフィスの考え方

オフィスにおける家具の役割

オフィスとセキュリティの可能性

オフィス空間をより良く

いずれも18：00開場　10/14は火曜日、11/13は木曜日開催です　

in 大阪

イノベーション
オフィスコース2014

　ここ数年オフィスの重要性が見直されています。
　知識創造活動を誘発し実践する場として、それを構築する事
は経営戦略的にも重要な課題となっています。知識創造活動
そのものがイノベーションとも云われています。今回はオフィス
から発信するイノベーションについて、様々なテーマで考察し
てみます。
　オフィスに興味の有る方、オフィスで働いている方、オフィスを
提案・提供している方のコースへの参加をお待ちしています。

一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）
〒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
TEL：03-3668-5588　FAX：03-5645-2255
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•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



東京大学法学部卒。同年通商産業省入省。中小企業庁計画課長、大臣官房企画室
長、工業技術院技術審議官、中部通省産業局長等を歴任。中小企業政策、産業技術
政策の企画・立案に従事。法政大学経営学部教授。2008年より現職。
現在、中小企業政策審議会経営支援部会及び企業力強化部会委員。

東京理科大学大学院技術経営専攻教授
松島　茂（まつしま　しげる）

講演者

10/14（火）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）

10/22（水）2

NEC意匠部を経て、スイス・ジロフレックス開発㈱にて椅子デザインを担当。同社ライセ
ンスの日本市場へのコーディネート。通商産業省（現経済産業省）Gマーク選定審査員
教育部門・オフィス店舗部門 、金沢新文化産業創出機構準備室・室長、金沢ファッショ
ン産業創造機構・機構長、加賀友禅技術振興研究所　所長兼務

㈱デザインオフィスF＆F代表所長
藤村　盛造（ふじむら　せいぞう）

10/29（水）3

1990年に日建設計グループ入社以来、都市再開発計画～超高層本社ビル～オフィ
スコンサルタント～家具設計～ITコンサルタント～セキュリティ計画立案者として建設分
野における広範囲な経験・実績をもつ。セキュリティ計画の重要性について業務を通し
て認識。2014年NOPAセキュリティ部会長としてセキュリティ分野を研究中。

日建設計マネジメントソリューションズ㈱執行役員
安原　直義（やすはら　なおよし）

11/5（水）4

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）

11/13（木）5


