
注目!

2200人の大家さんを救った
司法書士が教える
賃貸トラブル解決法

ここでしか聞けないぶっちゃけ座談会

章司法書士事務所
太田垣章子 代表司法書士

大家さん専門税理士が語る！
「キャッシュが激増する
無敵の経営」
渡邊浩滋総合事務所
渡邊浩滋 税理士・司法書士

有効な相続対策をしていない
築古アパートオーナーが
知らず知らずのうちに
ハマってしまう罠

スリーナインコンサルティング
青山誠 社長・司法書士

民法改正＆税制改正に対応！
相続を『争族』としないための
法律・税務知識

不動産オーナー税理士による
最新の不動産税務と
失敗事例のハナシ

弁護士法人日本橋さくら法律事務所
上野晃 弁護士兼税理士

現役銀行員が語る
過去20年にわたる
アパートローンの情勢

不動産テック活用のアプローチ
～オンライン申込やRPAなどの
活用法伝授～

オリックス銀行
大阪営業部営業第三課
髙橋研一 課長代理

不動産業界を盛り上げる 出展企業紹介（50音順） 賃貸住宅フェア®2019大阪 in

アイケンジャパン
堅実こそがアパート投資成功の秘訣　
入居率99％の実績と信頼

不動産会社向け

不動産会社向け

不動産会社向け

法律・税務・相続対策

法律・税務・相続対策

法律・税務・相続対策

法律・税務・相続対策

オーナー向け

アクシアプラス
戸建賃貸住宅＆木造アパートが得意　
建築士と創る、土地活用プラン

オーナー向け

Good不動産 GoWeb!×RPA
これまでの常識が変わる！募集から契約
までの一気通貫システム

ステイジアキャピタルジャパン
最後のチャンス！？ 米国不動産を使った
所得税圧縮スキームを大公開！

オーナー向け

922
ITテクロジーで不動産投資家の利益の
最大化に貢献します！

オーナー向け

オーナー向け

フジトミ
創業67年JASDAQ上場。今人気の日
経平均の投資サービスを展開

オーナー向け

副業アカデミー
自己資金とマイルをどんどん貯めるノ
ウハウ大公開！無料DVD付き！

オーナー向け

ロボットホーム
”kit”で解決！　スマート賃貸経営

日本賃貸保証
入居者様の信用を保証し、オーナー様
の資産価値の向上を目指す！ 

民泊仲介サイト HomeAway
世界190ヶ国で展開する民泊仲介サイ
トで物件掲載をしてみませんか？

オーナー向け

弁護士法人Martial Arts
弁護士堀鉄平が不動産投資のノウハウ
を体系化したスクールのご案内

オーナー向け

Mr.KINJO不動産
沖縄で注目のホテルミスター金城！少額投
資で分譲ホテルオーナーになりませんか？

オーナー向け

ランドピア
トランクルーム、コンテナの運営・販売な
ど

オーナー向け

くらし計画
高齢者住宅不動産投資事業及びコンサ
ルティング事業、入居者紹介業など

オーナー向け

オーナー向け

Goldkey Co.,Ltd
すべてがつながる「無限のサービス」　
クラウドアプリでマンション管理

ファインセレクト
シェアハウスの企画・運営は実績多数
の当社ブースにてご相談ください

オーナー向け

ショウタイム24
賃貸物件24時間無人案内システム
内見から契約までスマホで完結

オーナー向け

地球と不動産（ベトナム不動産）
年間10％の値上がり！？ 今がチャンスの
ベトナム不動産

オーナー向け

CIAOLA（チャオラ）
建築確認対応のコンテナハウス
「ＩＮＳＴＡＣＵＢＥ」

オーナー向け

ディーズパレット
障がい者住宅で社会貢献+安定収入ア
パマンとは違う新しい賃貸経営法

オーナー向け

クラッソーネ
解体工事、外構工事一括見りサービス
の「くらそうね」

Valuable Style
3年で人生を変える不動産投資
仲介1％を可能にするシステムとは

オーナー向け

オーナー向け 大阪ガスビジネスクリエイト
不動産に関するお悩みは何でも弊社に
ご相談ください！！

オーナー向け

DAYTONA HOUSE × LDK
あの世田谷ベースと同じ鉄骨のガレー
ジアパート　空室知らずの救世主

オーナー向け

シード
コーンを置くだけで空きスペースがコ
インパーキングに！

オーナー向け

オーナー向け

グローバルコムズジャパン（ビジュースイーツ）
訪日外国人をターゲットとしたホテル・
民泊施設の運営会社です

グローバルトラストネットワークス
【外国人専門】多言語で保証、部屋探し、
お困りごとをまるっと解決

オーナー向け

NTT西日本グループ テルウェル西日本
住まいまるごとALLスマイル清掃・設
備・リフォームで快適をご提案

弁護士法人ALG&Associates 大阪支部
サービス業という視点に立ち、「顧客感
動」を実現します

スリーアローズ税理士事務所
不動産オーナーに特化した税理士事務
所がお客様のお悩み解決

田中会計事務所
開業20年超！！ 資産税・不動産税務専門
の税理士事務所

弁護士法人日本橋さくら法律事務所
家賃滞納に伴う建物明渡訴訟のご相談
は日本橋さくら法律事務所まで

法律・税務・相続対策 税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所
クライアントの99％が大家さん！フラン
チャイズ展開で全国対応可能

ＡＲ
キレイ見やすい簡単ＶＲ作成システム

不動産会社向け

不動産会社向け

その他

CIS
スマホで入居申込み！＆瞬間審査！

不動産会社向け

不動産会社向け

シンカ
導入店舗が続々 と業績UP！ 全国1位続
出！ おもてなし電話をご紹介！

不動産会社向け 不動産ＶＲのスペースリー
２０００社が導入、満足度９４％！ パノラマ
VR活用スペースリー

不動産会社向け

不動産会社向け

日本宅配システム
空室対策の決定版！ 雨や錆に強い、外
に置ける防滴宅配ボックス。

ナーブ
大手の不動産業者を中心に導入シェア
を拡大し続けるVR内見システム

不動産会社向け （公社）全日本不動産協会大阪府本部
不動産取引の安全と公正の確保を目指
す不動産業界最古の公益社団法人

不動産会社向け ターミナル
業界最高水準の精度!! 無料で使えるAI
賃料査定システム「スマサテ」

不動産会社向け 賃貸管理ソフト「賃貸名人」のダンゴネット
低価格なのに使いやすく高性能！ 業界
コスパ№1「賃貸名人」

不動産会社向け

不動産会社向け

ハウスドゥ
売買・買取・賃貸＆管理事業強化は業界
1位のハウスドゥ！ブランドで

不動産会社向け

不動産会社向け

ほっと保証
増加する海外からの移住者の方を、強
力にサポートさせていただきます！

不動産会社向け リアルネットプロ
物件情報の入力は弊社が代行
管理物件のデータベース構築が可能

不動産会社向け リビン・テクノロジーズ
日本最大級の不動産サービス・価格比
較のポータルサイト

不動産会社向け

不動産会社向け

リミックスポイント
新電力に切替えで入居者は5％削減　
管理会社・オーナーには5％収益UP

不動産会社向け

朝日リビング
圧倒的な工事実績とオーナー様との対
話で生み出すリノベーション提案

アイホン
お部屋探しの際に入居者様に喜ばれる
最新のインターホン設備を展示

住宅設備・建材

川口技研
室内物干金物（ホスクリーン）を中心に
展示しております

住宅設備・建材

新富士バーナー
駐車場の白線補修に有効。バーナーの
熱で強力に溶着する路面標示材

住宅設備・建材

東海機材
安心して開業できる！コインランドリー
ビジネスをご提案いたします

住宅設備・建材

フジヤマ
住宅設備機器販売、施工会社としてお
客様を24時間サポート

住宅設備・建材

フルタイムロッカー
賃貸住宅向けフルメンテナンス付きリ
ースの宅配ボックス

住宅設備・建材

プレミアムウォーター
簡単！付帯商材、収益UP目指すならトレ
ンドはウォーターサーバー！

住宅設備・建材

ブロードエンタープライズ
入居無料インターネット設備、後付け可
能IPインターホンオートロック

住宅設備・建材

プロボックス
屋外防雨仕様宅配ボックス

住宅設備・建材

亀井製作所
リーズナブルで機能性を追求したミニ
キッチンシリーズ

住宅設備・建材

エフ・ジェイ・ケイ
水回りにちょっと違うご提案をお届けし
ます

住宅設備・建材

小笠原
シャワースタイルに限られた空間でコ
ンパクトに実現します

住宅設備・建材

マツミ
入居率ＵＰ、資産価値向上のマンション
外壁塗装・防水工事

東精ボックス
集合住宅から戸建まで、ニーズに合っ
た宅配ボックスをご提案します

住宅設備・建材

ナスタ
宅配ボックス必要91％！ 入居率ＵＰ策は
ナスタコーナーで

住宅設備・建材

住宅設備・建材

セキュラ
キーレス賃貸（オートロック電子錠・マ
イロックシリーズ）で空室対策

住宅設備・建材

ソフトバンク
でんき代、今より安くなる。全部まとめ
ると、グンっとおトクに！

住宅設備・建材

かんでんEハウス
かんでんeリースで電化賃貸マンション
経営をサポートいたします

住宅設備・建材長州産業
太陽光発電を初期費用０円で導入でき
るサービスをご紹介いたします

住宅設備・建材

住宅設備・建材

関西電力
快適・便利・経済性に加え、災害に強い
「オール電化」をご紹介いたします

住宅設備・建材

ディートレーディング
メンテナンスコスト大幅削減
高耐久屋根材D'SRoofingのご紹介

アオキエージェンシー
簡単に貼ってはがせる弱粘着加工した
輸入壁紙とデジタルプリント壁紙

住宅設備・建材

アルファ／エストプラス
ワンランク上のセキュリティを提供
ｅｄロックＰＬＵＳ･ｅｄ-ＣＵＢＥ

住宅設備・建材

住宅設備・建材

イーブロードコミュニケーションズ
インターネット設備の事なら最新技術と充実の
アフターサポート「イーブロード」にお任せ下さい！

住宅設備・建材

SANEI
入居者様が出入りされる際、必要にな
る営繕部材を数多く扱っています

住宅設備・建材

ジェイネッツ
解約率０％の高速インターネットで入居
者大満足の満室経営を目指す

住宅設備・建材

ジャパンキーサービス
暗証番号やカードが鍵になる！
複数物件をカードで簡単管理

住宅設備・建材

神栄ホームクリエイト
簡単なボタン操作の宅配ボックス。電池
タイプで電気工事が不要です

住宅設備・建材

てぶらでどっとこむ
空室対策としてモデルルーム用家具を
低価格にてレンタルします！

住宅設備・建材

ノーバス
大人気の空室対策フリーWi-Fiマンショ
ンで物件をアップグレード　

住宅設備・建材ホームネット
高齢化社会に対応した空室対策・孤独
死対策なら『見まもっＴＥＬ』

ライフリライアンス
超低価格でインターネット無料・Wi-Fi・
防犯カメラをご提供！

住宅設備・建材

バッファロー・IT・ソリューションズ
無料インターネットサービス、
防犯カメラ・宅配ボックスも提供中

住宅設備・建材

ライナフ
空室中から全てのユーザーに便利を。鍵管
理の常識を変えるスマートロックご案内中

住宅設備・建材

ビクター商事
あなたの不動産の資産価値を上げるコ
インランドリービジネスのご提案

住宅設備・建材

リフォーム・リノベーション

リフォーム・リノベーション

彩Finish
大規模修繕、外壁・屋根塗装工事、各種
防水工事、雨漏調査・修繕

リフォーム・リノベーション

リフォーム・リノベーション

サンリミックス
クロスは洗えます！
空室清掃の新提案、クロス再生®

リフォーム・リノベーション

DAIJU
お部屋の防虫はお済みですか？ 一歩先
行くＤＡＩＪＵの近未来消毒

リフォーム・リノベーション

環境美装 バイオリスク対策研究所
住まいの快適さ・安全性に配慮した製
品のご提供いたします

リフォーム・リノベーション

トゥインクルワールド
塗装・防水・屋根修理・雨漏り修繕・大規
模改修、お任せください！

リフォーム・リノベーション

都市拡業
おかげさまで創業110周年　給水管劣
化対策『酸化被膜工法』

リフォーム・リノベーション

Rays Product
リフォームのプロが、リーズナブルかつ
高クオリティなリフォームをご提供！

リフォーム・リノベーション

日本防水工法開発協議会
建物、防水層の長寿命化に効果：呼吸す
るエアーコントロール防水工法

リフォーム・リノベーションホープハウスシステム
【物件写真をお持ちください】プロのカ
ラーシミュレーション実演！

リフォーム・リノベーション

白鳳
外壁改修で建物の価値を向上し長持ち
にこだわった施工をします

リフォーム・リノベーション

消臭プロ(メモリーズ)
全国初！片付け専門業者が家庭向け消
臭サービスを開始！

リフォーム・リノベーション

ハプティック
おしゃれ賃貸サイトで空室解消＆自然素材
リノベで家賃アップ

リフォーム・リノベーション

グッドルーム
築古も入居付できる・来店率2倍の賃貸サ
イトオンライン申込ツール

アローペイント
プロのデザイナーが無料でデザインす
る大規模修繕専門店

リフォーム・リノベーション

リフォーム・リノベーション

ジェー・ウォッシュチェーン本部 フロンティア
退去立会いから、原状回復内装工事ま
での一貫施工

リフォーム・リノベーション

OWNER’S CLUB
マンションなどの大規模修繕工事を定
額でメンテナンス実施のサービス

リフォーム・リノベーション

壁紙革命
貼って剥がせる壁紙！お部屋が別世界に
ワープ＆猫爪防止ねこぱんち

リフォーム・リノベーション

Osakaあんしん住まい推進協議会
住宅確保にお困りの方々をサポートを
する様々な取組みを行っています

不動産会社向け （一社）大阪府宅建協会
～人・すまい・地域をつなぐ懸け橋に～
大阪宅建協会

不動産会社向け TOKAI
24時間緊急連絡受付サービス・住宅設
備機器交換

不動産会社向け イオンハウジング
イオンハウジングのネットワーク加盟店
募集

マンションでんき代削減委員会
現地出張診断￥0、初期費用￥0
電気代のご相談は、専門の当社へ！

NTTメディアサプライ
NTTグループが提供する集合住宅トー
タルサポート事業

住宅設備・建材 NTT西日本
入居者によろこばれるインターネット環
境と最新のＩｏＴサービス

NTTマーケティングアクト
入居者様の満足度を高めるAIチャット
ボットと多言語通訳サービス

あ

住宅設備・建材
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リフォーム・リノベーション

アズ・スタット
付加価値を高め他との差別化を図る次
代のマンション管理をご提供

アースエンジニアリング関西
電気代削減に電子ブレーカー導入と遮
熱塗料を！ 大規模修繕もお任せ！

TOSEI
注目度の高い次世代型コインランドリ
ーをご提案!

国際イベントニュース
世界に進出するか、世界から人を呼び
込む事業者に向けた専門紙

サンワード貿易
CX・FXセミナーも充実。24時間フルサ
ポート、人気の投資多数有

住まいのパートナー家猿
火災保険を活用した建物修繕サポート

HOTEL Mr.KINJO
沖縄県No.1の棟数 HOTEL Mr.KINJOの
FC加盟店募集中

オーナー向け

リフォーム産業フェア・住まい×介護×医療展

事前来場予約はこちら

同時開催

主催者企画

賃貸住宅フェア2019 検索

インテックス大阪4・5号館
10：00～17：00
会場9 5 6木 金

主 催 月
刊

招待会社名

※招待状をお持ちでない方もご入場できます

第
１８
回

賃貸住宅フェア® 2019 大阪in

入場
無料

家主・地主・投資家のための
セミナー＆展示会

不動産業界で働く人の
セミナー＆展示会

リフォーム産業フェア・住まい×介護×医療展

事前来場予約はこちら

同時開催

賃貸住宅フェア2019 検索

インテックス大阪4・5号館
10：00～17：00
会場9 5 6木 金

入場
無料

主 催 月
刊

招待会社名

※招待状をお持ちでない方もご入場できます

第
１８
回

賃貸住宅フェア® 2019 大阪in

第二版

第二版
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9/6（金） 12：50～13：40
 Ⓑ相続・トラブル対策

9/5（木） 10：10～11：00
 Ⓑ相続・トラブル対策

9/5（木） 11：30～12：20
 Ⓑ相続・トラブル対策

9/5（木） 14：00～14：50
 Ⓑ相続・トラブル対策

9/6（金） 10：30～11：20
 Ⓐ成長市場

9/6（金）
15：40～16：30
 Ⓒ不動産会社向け

 Ⓒ不動産会社向け

9/6（金） 14：10～15：00
 Ⓑ相続・トラブル対策

9/5（木） 10：15～11：05  Ⓔリノベ・リフォーム・空室対策

 Ⓔリノベ・リフォーム・空室対策

9/6（金） 15：30～16：20  Ⓕ業界団体

9/6（金） 14：00～15：00  Ⓐ成長市場
9/5（木）
11：30～12：20
Ⓔリノベ・リフォーム・空室対策

スリーアローズ税理士事務所
三矢清史 代表税理士

トークセッション座談会

座談会

すまいごこち研究所
矢野万里絵 所長

（一社）日本ホームステージング協会
杉之原冨士子 代表理事

（公社）全日本不動産協会
大阪府本部
妹尾和江 氏

低コストで人気物件に早変わり！
関西でウケるホームステージング術

経年劣化の悩みもスッキリ！
女子力企画室がズバッとリノベで解決

空き家対策
予防、紛争未然防止から
利活用・管理まで

9/6（金） 15：20～16：10  Ⓐ成長市場

9/5（木） 14：20～15：10

IR誘致でどう変わる？
大阪の未来を徹底解説

9/5（木） 15：00～16：00
 Ⓓ投資・賃貸経営改善

9/5（木） 13：40～14：30
 Ⓓ投資・賃貸経営改善

9/6（金） 11：30～12：20
 Ⓓ投資・賃貸経営改善

9/5（木） 10：10～11：00
 Ⓓ投資・賃貸経営改善

関西で活躍する家主の会代表が集結！
成功する大家の共通点

関西の家主会代表による夢の座談会が実現。
登壇者が繰り広げる熱いトークを聞き逃すな

建築家が紐解く
空間デザインの必要性と役割

朝日リビング 経営推進本部
寺岡優泰 統括部長

朝日リビング 女子力企画室
荒木瑠理子 チーフプランナー

第二次中村研究室
建築家(デザイン学博士) 中村卓 氏

12：20～13：10
9/6（金）

入居募集業務の
ペーパーレス化を実現
管理戸数が増えても
人員を増やさない仕組み
Good不動産 牧野修司 社長

AIは仕事を奪うのか!?
～不動産業界でのAIチャットボット
　　活用方法をご紹介～

空色 中嶋洋巳 社長

グッドデイズホールディングス
法人営業部 出石卓 執行役員

9/5（木） 13：10～14：00

 Ⓒ不動産会社向け9/6（金） 14：30～15：20

インバウンド需要を狙え
不動産会社、オーナー、代行会社の
立場から見た宿泊業の現状

フラットエージェンシー 吉田創一 社長
京都市内を中心に7500戸を管理する2代目社長。
京町家を活用したゲストハウスやホテルを自社で運営し、不動産
会社としての事業の幅を広げている

グローバルコムズ・ジャパン 岸本和也 社長

瀧北圭一 オーナー

外国人観光客をターゲットにしたホテル・民泊の運営企
業代表。Web集客や宿泊施設のインテリアデザインま
で、手広く展開している

500人超の会員を持つ「がんばる家主の会」オーナーとし
て、入居者目線に立つことが極意

大阪、京都、札幌に10棟173戸を所有する。データ分析
を得意としており、エリアの入居者層を熟知した賃貸経
営が特徴

オーナー業だけでなく不動産会社の社長としても活躍。シェ
アハウスや民泊、海外不動産投資など、他分野にも精通

アパート投資の失敗経験から、現在は戸建て賃貸に特化する。物
件購入は全てキャッシュに限るこだわりも持つ

（公財）大阪観光局 溝畑宏 理事長
統合型リゾート（IR）誘致の旗振り役を担う。元
環境庁長官で、J1チーム大分トリニータの代
表を務めた実績がある。「大阪を世界都市へ」
を合言葉に、大阪の未来を語る

大阪市内、高槻市、京都市内で民泊運営を行
う。京都以外は募集からチェックイン、管理、チェッ
クアウト、清掃まですべて行っている

ポータルサイトが考える
関西の民泊市場の可能性

HomeAway
池田寛之 営業本部長

 Ⓐ成長市場

ドリーム家主倶楽部 加藤薫 代表

関西大家の会 松田英明 会長

がんばる家主の会 松浦昭 会長

喜ばれる大家の会 力石圭司 代表

リスクを知れば怖くない
高齢者向きの住宅の
経営ノウハウ

家主兼管理会社が伝授
仲介・管理会社を味方につけた
満室経営法

赤尾宣幸 オーナー スクーデリア・カーサ 代表
中安亨 オーナー

６年で25億稼いだ不動産経営術
̶鉱脈は”ワケあり好立地”にあり̶

弁護士法人Martial Arts
堀鉄平 代表弁護士

特区 簡宿

民泊新法
ヤミ民泊



注目!

2200人の大家さんを救った
司法書士が教える
賃貸トラブル解決法

ここでしか聞けないぶっちゃけ座談会

章司法書士事務所
太田垣章子 代表司法書士

大家さん専門税理士が語る！
「キャッシュが激増する
無敵の経営」
渡邊浩滋総合事務所
渡邊浩滋 税理士・司法書士

有効な相続対策をしていない
築古アパートオーナーが
知らず知らずのうちに
ハマってしまう罠

スリーナインコンサルティング
青山誠 社長・司法書士

民法改正＆税制改正に対応！
相続を『争族』としないための
法律・税務知識

不動産オーナー税理士による
最新の不動産税務と
失敗事例のハナシ

弁護士法人日本橋さくら法律事務所
上野晃 弁護士兼税理士

現役銀行員が語る
過去20年にわたる
アパートローンの情勢

不動産テック活用のアプローチ
～オンライン申込やRPAなどの
活用法伝授～

オリックス銀行
大阪営業部営業第三課
髙橋研一 課長代理

不動産業界を盛り上げる 出展企業紹介（50音順）賃貸住宅フェア® 2019 大阪in

アイケンジャパン
堅実こそがアパート投資成功の秘訣　
入居率99％の実績と信頼

不動産会社向け

不動産会社向け

不動産会社向け

法律・税務・相続対策

法律・税務・相続対策

法律・税務・相続対策

法律・税務・相続対策

オーナー向け

アクシアプラス
戸建賃貸住宅＆木造アパートが得意　
建築士と創る、土地活用プラン

オーナー向け

Good不動産 GoWeb!×RPA
これまでの常識が変わる！募集から契約
までの一気通貫システム

ステイジアキャピタルジャパン
最後のチャンス！？ 米国不動産を使った
所得税圧縮スキームを大公開！

オーナー向け

922
ITテクロジーで不動産投資家の利益の
最大化に貢献します！

オーナー向け

オーナー向け

フジトミ
創業67年JASDAQ上場。今人気の日
経平均の投資サービスを展開

オーナー向け

副業アカデミー
自己資金とマイルをどんどん貯めるノ
ウハウ大公開！無料DVD付き！

オーナー向け

ロボットホーム
”kit”で解決！　スマート賃貸経営

日本賃貸保証
入居者様の信用を保証し、オーナー様
の資産価値の向上を目指す！ 

民泊仲介サイト HomeAway
世界190ヶ国で展開する民泊仲介サイ
トで物件掲載をしてみませんか？

オーナー向け

弁護士法人Martial Arts
弁護士堀鉄平が不動産投資のノウハウ
を体系化したスクールのご案内

オーナー向け

Mr.KINJO不動産
沖縄で注目のホテルミスター金城！少額投
資で分譲ホテルオーナーになりませんか？

オーナー向け

ランドピア
トランクルーム、コンテナの運営・販売な
ど

オーナー向け

くらし計画
高齢者住宅不動産投資事業及びコンサ
ルティング事業、入居者紹介業など

オーナー向け

オーナー向け

Goldkey Co.,Ltd
すべてがつながる「無限のサービス」　
クラウドアプリでマンション管理

ファインセレクト
シェアハウスの企画・運営は実績多数
の当社ブースにてご相談ください

オーナー向け

ショウタイム24
賃貸物件24時間無人案内システム
内見から契約までスマホで完結

オーナー向け

地球と不動産（ベトナム不動産）
年間10％の値上がり！？ 今がチャンスの
ベトナム不動産

オーナー向け

CIAOLA（チャオラ）
建築確認対応のコンテナハウス
「ＩＮＳＴＡＣＵＢＥ」

オーナー向け

ディーズパレット
障がい者住宅で社会貢献+安定収入ア
パマンとは違う新しい賃貸経営法

オーナー向け

クラッソーネ
解体工事、外構工事一括見りサービス
の「くらそうね」

Valuable Style
3年で人生を変える不動産投資
仲介1％を可能にするシステムとは

オーナー向け

オーナー向け大阪ガスビジネスクリエイト
不動産に関するお悩みは何でも弊社に
ご相談ください！！

オーナー向け

DAYTONA HOUSE × LDK
あの世田谷ベースと同じ鉄骨のガレー
ジアパート　空室知らずの救世主

オーナー向け

シード
コーンを置くだけで空きスペースがコ
インパーキングに！

オーナー向け

オーナー向け

グローバルコムズジャパン（ビジュースイーツ）
訪日外国人をターゲットとしたホテル・
民泊施設の運営会社です

グローバルトラストネットワークス
【外国人専門】多言語で保証、部屋探し、
お困りごとをまるっと解決

オーナー向け

NTT西日本グループ テルウェル西日本
住まいまるごとALLスマイル清掃・設
備・リフォームで快適をご提案

弁護士法人ALG&Associates 大阪支部
サービス業という視点に立ち、「顧客感
動」を実現します

スリーアローズ税理士事務所
不動産オーナーに特化した税理士事務
所がお客様のお悩み解決

田中会計事務所
開業20年超！！ 資産税・不動産税務専門
の税理士事務所

弁護士法人日本橋さくら法律事務所
家賃滞納に伴う建物明渡訴訟のご相談
は日本橋さくら法律事務所まで

法律・税務・相続対策税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所
クライアントの99％が大家さん！フラン
チャイズ展開で全国対応可能

ＡＲ
キレイ見やすい簡単ＶＲ作成システム

不動産会社向け

不動産会社向け

その他

CIS
スマホで入居申込み！＆瞬間審査！

不動産会社向け

不動産会社向け

シンカ
導入店舗が続々 と業績UP！ 全国1位続
出！ おもてなし電話をご紹介！

不動産会社向け不動産ＶＲのスペースリー
２０００社が導入、満足度９４％！ パノラマ
VR活用スペースリー

不動産会社向け

不動産会社向け

日本宅配システム
空室対策の決定版！ 雨や錆に強い、外
に置ける防滴宅配ボックス。

ナーブ
大手の不動産業者を中心に導入シェア
を拡大し続けるVR内見システム

不動産会社向け（公社）全日本不動産協会大阪府本部
不動産取引の安全と公正の確保を目指
す不動産業界最古の公益社団法人

不動産会社向けターミナル
業界最高水準の精度!! 無料で使えるAI
賃料査定システム「スマサテ」

不動産会社向け賃貸管理ソフト「賃貸名人」のダンゴネット
低価格なのに使いやすく高性能！ 業界
コスパ№1「賃貸名人」

不動産会社向け

不動産会社向け

ハウスドゥ
売買・買取・賃貸＆管理事業強化は業界
1位のハウスドゥ！ブランドで

不動産会社向け

不動産会社向け

ほっと保証
増加する海外からの移住者の方を、強
力にサポートさせていただきます！

不動産会社向けリアルネットプロ
物件情報の入力は弊社が代行
管理物件のデータベース構築が可能

不動産会社向けリビン・テクノロジーズ
日本最大級の不動産サービス・価格比
較のポータルサイト

不動産会社向け

不動産会社向け

リミックスポイント
新電力に切替えで入居者は5％削減　
管理会社・オーナーには5％収益UP

不動産会社向け

朝日リビング
圧倒的な工事実績とオーナー様との対
話で生み出すリノベーション提案

アイホン
お部屋探しの際に入居者様に喜ばれる
最新のインターホン設備を展示

住宅設備・建材

川口技研
室内物干金物（ホスクリーン）を中心に
展示しております

住宅設備・建材

新富士バーナー
駐車場の白線補修に有効。バーナーの
熱で強力に溶着する路面標示材

住宅設備・建材

東海機材
安心して開業できる！コインランドリー
ビジネスをご提案いたします

住宅設備・建材

フジヤマ
住宅設備機器販売、施工会社としてお
客様を24時間サポート

住宅設備・建材

フルタイムロッカー
賃貸住宅向けフルメンテナンス付きリ
ースの宅配ボックス

住宅設備・建材

プレミアムウォーター
簡単！付帯商材、収益UP目指すならトレ
ンドはウォーターサーバー！

住宅設備・建材

ブロードエンタープライズ
入居無料インターネット設備、後付け可
能IPインターホンオートロック

住宅設備・建材

プロボックス
屋外防雨仕様宅配ボックス

住宅設備・建材

亀井製作所
リーズナブルで機能性を追求したミニ
キッチンシリーズ

住宅設備・建材

エフ・ジェイ・ケイ
水回りにちょっと違うご提案をお届けし
ます

住宅設備・建材

小笠原
シャワースタイルに限られた空間でコ
ンパクトに実現します

住宅設備・建材

マツミ
入居率ＵＰ、資産価値向上のマンション
外壁塗装・防水工事

東精ボックス
集合住宅から戸建まで、ニーズに合っ
た宅配ボックスをご提案します

住宅設備・建材

ナスタ
宅配ボックス必要91％！ 入居率ＵＰ策は
ナスタコーナーで

住宅設備・建材

住宅設備・建材

セキュラ
キーレス賃貸（オートロック電子錠・マ
イロックシリーズ）で空室対策

住宅設備・建材

ソフトバンク
でんき代、今より安くなる。全部まとめ
ると、グンっとおトクに！

住宅設備・建材

かんでんEハウス
かんでんeリースで電化賃貸マンション
経営をサポートいたします

住宅設備・建材 長州産業
太陽光発電を初期費用０円で導入でき
るサービスをご紹介いたします

住宅設備・建材

住宅設備・建材

関西電力
快適・便利・経済性に加え、災害に強い
「オール電化」をご紹介いたします

住宅設備・建材

ディートレーディング
メンテナンスコスト大幅削減
高耐久屋根材D'SRoofingのご紹介

アオキエージェンシー
簡単に貼ってはがせる弱粘着加工した
輸入壁紙とデジタルプリント壁紙

住宅設備・建材

アルファ／エストプラス
ワンランク上のセキュリティを提供
ｅｄロックＰＬＵＳ･ｅｄ-ＣＵＢＥ

住宅設備・建材

住宅設備・建材

イーブロードコミュニケーションズ
インターネット設備の事なら最新技術と充実の
アフターサポート「イーブロード」にお任せ下さい！

住宅設備・建材

SANEI
入居者様が出入りされる際、必要にな
る営繕部材を数多く扱っています

住宅設備・建材

ジェイネッツ
解約率０％の高速インターネットで入居
者大満足の満室経営を目指す

住宅設備・建材

ジャパンキーサービス
暗証番号やカードが鍵になる！
複数物件をカードで簡単管理

住宅設備・建材

神栄ホームクリエイト
簡単なボタン操作の宅配ボックス。電池
タイプで電気工事が不要です

住宅設備・建材

てぶらでどっとこむ
空室対策としてモデルルーム用家具を
低価格にてレンタルします！

住宅設備・建材

ノーバス
大人気の空室対策フリーWi-Fiマンショ
ンで物件をアップグレード　

住宅設備・建材 ホームネット
高齢化社会に対応した空室対策・孤独
死対策なら『見まもっＴＥＬ』

ライフリライアンス
超低価格でインターネット無料・Wi-Fi・
防犯カメラをご提供！

住宅設備・建材

バッファロー・IT・ソリューションズ
無料インターネットサービス、
防犯カメラ・宅配ボックスも提供中

住宅設備・建材

ライナフ
空室中から全てのユーザーに便利を。鍵管
理の常識を変えるスマートロックご案内中

住宅設備・建材

ビクター商事
あなたの不動産の資産価値を上げるコ
インランドリービジネスのご提案

住宅設備・建材

リフォーム・リノベーション

リフォーム・リノベーション

彩Finish
大規模修繕、外壁・屋根塗装工事、各種
防水工事、雨漏調査・修繕

リフォーム・リノベーション

リフォーム・リノベーション

サンリミックス
クロスは洗えます！
空室清掃の新提案、クロス再生®

リフォーム・リノベーション

DAIJU
お部屋の防虫はお済みですか？ 一歩先
行くＤＡＩＪＵの近未来消毒

リフォーム・リノベーション

環境美装 バイオリスク対策研究所
住まいの快適さ・安全性に配慮した製
品のご提供いたします

リフォーム・リノベーション

トゥインクルワールド
塗装・防水・屋根修理・雨漏り修繕・大規
模改修、お任せください！

リフォーム・リノベーション

都市拡業
おかげさまで創業110周年　給水管劣
化対策『酸化被膜工法』

リフォーム・リノベーション

Rays Product
リフォームのプロが、リーズナブルかつ
高クオリティなリフォームをご提供！

リフォーム・リノベーション

日本防水工法開発協議会
建物、防水層の長寿命化に効果：呼吸す
るエアーコントロール防水工法

リフォーム・リノベーション ホープハウスシステム
【物件写真をお持ちください】プロのカ
ラーシミュレーション実演！

リフォーム・リノベーション

白鳳
外壁改修で建物の価値を向上し長持ち
にこだわった施工をします

リフォーム・リノベーション

消臭プロ(メモリーズ)
全国初！片付け専門業者が家庭向け消
臭サービスを開始！

リフォーム・リノベーション

ハプティック
おしゃれ賃貸サイトで空室解消＆自然素材
リノベで家賃アップ

リフォーム・リノベーション

グッドルーム
築古も入居付できる・来店率2倍の賃貸サ
イトオンライン申込ツール

アローペイント
プロのデザイナーが無料でデザインす
る大規模修繕専門店

リフォーム・リノベーション

リフォーム・リノベーション

ジェー・ウォッシュチェーン本部 フロンティア
退去立会いから、原状回復内装工事ま
での一貫施工

リフォーム・リノベーション

OWNER’S CLUB
マンションなどの大規模修繕工事を定
額でメンテナンス実施のサービス

リフォーム・リノベーション

壁紙革命
貼って剥がせる壁紙！お部屋が別世界に
ワープ＆猫爪防止ねこぱんち

リフォーム・リノベーション

Osakaあんしん住まい推進協議会
住宅確保にお困りの方々をサポートを
する様々な取組みを行っています

不動産会社向け（一社）大阪府宅建協会
～人・すまい・地域をつなぐ懸け橋に～
大阪宅建協会

不動産会社向けTOKAI
24時間緊急連絡受付サービス・住宅設
備機器交換

不動産会社向けイオンハウジング
イオンハウジングのネットワーク加盟店
募集

マンションでんき代削減委員会
現地出張診断￥0、初期費用￥0
電気代のご相談は、専門の当社へ！

NTTメディアサプライ
NTTグループが提供する集合住宅トー
タルサポート事業

住宅設備・建材NTT西日本
入居者によろこばれるインターネット環
境と最新のＩｏＴサービス

NTTマーケティングアクト
入居者様の満足度を高めるAIチャット
ボットと多言語通訳サービス

あ

住宅設備・建材
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リフォーム・リノベーション

アズ・スタット
付加価値を高め他との差別化を図る次
代のマンション管理をご提供

アースエンジニアリング関西
電気代削減に電子ブレーカー導入と遮
熱塗料を！ 大規模修繕もお任せ！

TOSEI
注目度の高い次世代型コインランドリ
ーをご提案!

国際イベントニュース
世界に進出するか、世界から人を呼び
込む事業者に向けた専門紙

サンワード貿易
CX・FXセミナーも充実。24時間フルサ
ポート、人気の投資多数有

住まいのパートナー家猿
火災保険を活用した建物修繕サポート

HOTEL Mr.KINJO
沖縄県No.1の棟数 HOTEL Mr.KINJOの
FC加盟店募集中

オーナー向け

リフォーム産業フェア・住まい×介護×医療展

事前来場予約はこちら

同時開催

主催者企画

賃貸住宅フェア2019検索

インテックス大阪4・5号館
10：00～17：00
会場

956木金

主 催
月
刊

招待会社名

※招待状をお持ちでない方もご入場できます

第
１８
回

賃貸住宅フェア®2019大阪 in

入場
無料

家主・地主・投資家のための
セミナー＆展示会

不動産業界で働く人の
セミナー＆展示会 リフォーム産業フェア・住まい×介護×医療展

事前来場予約はこちら

同時開催

賃貸住宅フェア2019検索

インテックス大阪4・5号館
10：00～17：00
会場

956木金

入場
無料

主 催
月
刊

招待会社名

※招待状をお持ちでない方もご入場できます

第
１８
回

賃貸住宅フェア®2019大阪 in

第二版

第二版
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9/6（金） 12：50～13：40
 Ⓑ相続・トラブル対策

9/5（木） 10：10～11：00
 Ⓑ相続・トラブル対策

9/5（木） 11：30～12：20
 Ⓑ相続・トラブル対策

9/5（木） 14：00～14：50
 Ⓑ相続・トラブル対策

9/6（金） 10：30～11：20
 Ⓐ成長市場

9/6（金）
15：40～16：30
 Ⓒ不動産会社向け

 Ⓒ不動産会社向け

9/6（金） 14：10～15：00
 Ⓑ相続・トラブル対策

9/5（木） 10：15～11：05  Ⓔリノベ・リフォーム・空室対策

 Ⓔリノベ・リフォーム・空室対策

9/6（金） 15：30～16：20  Ⓕ業界団体

9/6（金） 14：00～15：00  Ⓐ成長市場
9/5（木）
11：30～12：20
Ⓔリノベ・リフォーム・空室対策

スリーアローズ税理士事務所
三矢清史 代表税理士

トークセッション 座談会

座談会

すまいごこち研究所
矢野万里絵 所長

（一社）日本ホームステージング協会
杉之原冨士子 代表理事

（公社）全日本不動産協会
大阪府本部
妹尾和江 氏

低コストで人気物件に早変わり！
関西でウケるホームステージング術

経年劣化の悩みもスッキリ！
女子力企画室がズバッとリノベで解決

空き家対策
予防、紛争未然防止から
利活用・管理まで

9/6（金） 15：20～16：10  Ⓐ成長市場

9/5（木） 14：20～15：10

IR誘致でどう変わる？
大阪の未来を徹底解説

9/5（木） 15：00～16：00
 Ⓓ投資・賃貸経営改善

9/5（木） 13：40～14：30
 Ⓓ投資・賃貸経営改善

9/6（金） 11：30～12：20
 Ⓓ投資・賃貸経営改善

9/5（木） 10：10～11：00
 Ⓓ投資・賃貸経営改善

関西で活躍する家主の会代表が集結！
成功する大家の共通点

関西の家主会代表による夢の座談会が実現。
登壇者が繰り広げる熱いトークを聞き逃すな

建築家が紐解く
空間デザインの必要性と役割

朝日リビング 経営推進本部
寺岡優泰 統括部長

朝日リビング 女子力企画室
荒木瑠理子 チーフプランナー

第二次中村研究室
建築家(デザイン学博士) 中村卓 氏

12：20～13：10
9/6（金）

入居募集業務の
ペーパーレス化を実現
管理戸数が増えても
人員を増やさない仕組み
Good不動産 牧野修司 社長

AIは仕事を奪うのか!?
～不動産業界でのAIチャットボット
　　活用方法をご紹介～

空色 中嶋洋巳 社長

グッドデイズホールディングス
法人営業部 出石卓 執行役員

9/5（木） 13：10～14：00

 Ⓒ不動産会社向け 9/6（金） 14：30～15：20

インバウンド需要を狙え
不動産会社、オーナー、代行会社の
立場から見た宿泊業の現状

フラットエージェンシー 吉田創一 社長
京都市内を中心に7500戸を管理する2代目社長。
京町家を活用したゲストハウスやホテルを自社で運営し、不動産
会社としての事業の幅を広げている

グローバルコムズ・ジャパン 岸本和也 社長

瀧北圭一 オーナー

外国人観光客をターゲットにしたホテル・民泊の運営企
業代表。Web集客や宿泊施設のインテリアデザインま
で、手広く展開している

500人超の会員を持つ「がんばる家主の会」オーナーとし
て、入居者目線に立つことが極意

大阪、京都、札幌に10棟173戸を所有する。データ分析
を得意としており、エリアの入居者層を熟知した賃貸経
営が特徴

オーナー業だけでなく不動産会社の社長としても活躍。シェ
アハウスや民泊、海外不動産投資など、他分野にも精通

アパート投資の失敗経験から、現在は戸建て賃貸に特化する。物
件購入は全てキャッシュに限るこだわりも持つ

（公財）大阪観光局 溝畑宏 理事長
統合型リゾート（IR）誘致の旗振り役を担う。元
環境庁長官で、J1チーム大分トリニータの代
表を務めた実績がある。「大阪を世界都市へ」
を合言葉に、大阪の未来を語る

大阪市内、高槻市、京都市内で民泊運営を行
う。京都以外は募集からチェックイン、管理、チェッ
クアウト、清掃まですべて行っている

ポータルサイトが考える
関西の民泊市場の可能性

HomeAway
池田寛之 営業本部長

 Ⓐ成長市場

ドリーム家主倶楽部 加藤薫 代表

関西大家の会 松田英明 会長

がんばる家主の会 松浦昭 会長

喜ばれる大家の会 力石圭司 代表

リスクを知れば怖くない
高齢者向きの住宅の
経営ノウハウ

家主兼管理会社が伝授
仲介・管理会社を味方につけた
満室経営法

赤尾宣幸 オーナースクーデリア・カーサ 代表
中安亨 オーナー

６年で25億稼いだ不動産経営術
̶鉱脈は”ワケあり好立地”にあり̶

弁護士法人Martial Arts
堀鉄平 代表弁護士

特区簡宿

民泊新法
ヤミ民泊
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11：40～12：30

10：20～11：10

14：50～15：40

11：30～12：20

10：15～11：05

14：30～15：20

13：00～13：50

16：00～16：50

14：30～15：20

13：10～14：00

10：40～11：30

11：30～12：20

15：00～16：00

12：30～13：20

15：20～16：10

11：30～12：20

12：40～13：30

10：20～11：10

14：00～15：00

11：40～12：30

10：15～11：05

12：50～13：40

11：00～11：30

11:40～12:10

12:20～12:50

13:00～13:30

13:40～14:10

14:20～14:50

15:00～15:30

11：00～11：30

11:40～12:10

12:20～12:50

13:00～13:30

13:40～14:10

14:20～14:50

15:00～15:30

14：10～15：00

15：50～16：40

15：50～16：40

13：30～14：20

12：20～13：10

10：50～11：40

10：10～11：00

14：30～15：20

15：40～16：30

13：00～13：50

座談会
インバウンド需要を狙え
不動産会社、オーナー、代行会社
の立場から見た宿泊業の現状

座談会

国土交通省後援
「オーナーセミナー」

国土交通省後援
「オーナーセミナー」

国土交通省後援
「オーナーセミナー」

日管協総合研究所
主任相談員 鈴木一男 氏

木全雅仁
オーナー

全国賃貸住宅新聞 家主と地主
永井ゆかり 編集長

調整中

ファインセレクト 四宮一 社長

オリックス銀行 大阪営業部営業第三課
髙橋研一 課長代理

（一社）全国古家再生推進協議会
三木章裕 顧問

HomeAway
池田寛之 営業本部長

スリーアローズ税理士事務所
三矢清史 代表税理士

スリーナインコンサルティング
青山誠 社長・司法書士

渡邊浩滋総合事務所
渡邊浩滋 税理士・司法書士

章司法書士事務所
太田垣章子 代表司法書士

田中会計事務所
田中美光 代表取締役

弁護士法人ALG＆Associates
石川智也 弁護士

マツミ
宮脇美樹 専務

角林佳代子
オーナー

ホープハウスシステム
真鍋健之介 常務兼営業本部長

ホームネット　居住支援サービス事業部
種田聖 課長

グローバルトラストネットワークス
石川武 大阪支店 副支店長 ほか

赤尾宣幸
オーナー

Good不動産
牧野修司 社長

清陽通商 
栗本唯 社長

和社 ReLife Real Estate 
阪上豊 常務

角倉一
オーナー

（公財） 大阪観光局
溝畑宏 理事長

スクーデリア・カーサ 代表
中安亨 オーナー

ハウス・エンジェル
亀岡章 社長

ビクター商事
臼井昭人 社長

弁護士法人Martial Arts
堀鉄平 代表弁護士

KabuK Style
砂田憲治 代表

美想空間 鯛島康雄 社長

ハブ（3030・東1）井上 泉佐 取締役

フェイスネットワーク（3489・マザ）
佐野宏江 取締役執行役員 経理部長

エバラ食品工業（2819・東１）
調整中

ログリー（6579・マザ）
吉永浩和 社長

エスプール（2471・東2）
社長室長 荒井直氏

エイジア（2352・東１） 藤田雅志 経営企画室長

ピーバンドットコム（3559・マザ）
上田直也　取締役ＣＦＯ

パートナーエージェント
調整中

フロイント産業（6312・ＪＱ）
コーポレート・コミュニケーション部 小坂真紀 氏

エル・ティー・エス（6560・マザ） 
青木夏海 経営企画室 

テクノプロＨＤ（6028・東1）　 
広報IR部 小川 菜穂子 IRアソシエイト 

デリカフーズＨＤ（3392・東1） 
田井中俊行 執行役員 経営企画室長

ハイパー（3054・東2）
望月真貴子 常務取締役　

ダイサン（4750・東2）
多留健二 執行役員経営企画室室長

弁護士法人日本橋さくら法律事務所
上野晃 弁護士兼税理士

スマート・ホーム
小林悟 社長

保険ヴィレッジ
斎藤慎冶 社長

フロッグハウス
清水大介 社長

第二次中村研究室 建築家（デザイン学）博士
中村卓 氏

アローペイント
染矢正行 社長

リコー SmartVision事業本部
DataService事業センター 事業開発部 岩嵜和哉 氏

空色
中嶋洋巳 社長

グッドデイズホールディングス
法人営業部 出石卓 執行役員

（一社）日本防犯学校
梅本正行 学長

フラットエージェンシー
吉田創一 社長

瀧北圭一
オーナー

グローバルコムズ・ジャパン
岸本和也 社長

（一社）大阪府宅建協会
阪西洋一 企画推進課 課長

宅建

（一社）不動産テック協会
滝沢潔 理事（ライナフ 社長）

巻口成憲 理事
（リーウェイズ 社長）

テック協会

（公社）大阪府不動産鑑定士協会
広報委員長 松田嘉代子 理事

大阪鑑定

日管協大阪府支部

日管協大阪府支部

日管協大阪府支部

(公財)日本賃貸住宅管理協会
本部事務局 白根幸恵 グループ長

(公財)日本賃貸住宅管理協会
末永照雄 会長

がんばる
家主の会
松浦昭 会長
ドリーム
家主倶楽部
加藤薫 代表

関西大家の会
松田英明
会長
喜ばれる
大家の会
力石圭司 代表

（公社）全日本不動産協会大阪府本部
妹尾和江 氏

全日

オフィスフェイム社長 RC倶楽部顧問
がんばる家主の会 堀本雄一氏

アパマン管理事業部課長
がんばる家主の会 田中善 氏

　　      家主、管理会社
は知らなきゃいけない！年間
1000件の賃貸トラブル相談か
ら見るクレーム動向と対処法

　　       オーナー必聴！
ここでしか聞けない
賃貸住宅市場の最新情報

　　     令和時代
を生き抜く 日管協
が考える賃貸不動
産管理の未来

　　空き家対策
予防、紛争未然防
止から利活用・管
理まで

　　　8500社の現状
を分析  中小不動産
会社の「売り手」と「買
い手」の情報格差解決

　       　不動産テックの
夜明け～今業界で何が
起きているのか～

　　　不動産鑑定士が
語る賃貸住宅の変遷
～過去・現在から未来
を考える～

家主と管理会社が
知っておきべきIT
活用術

賃貸業界を騒がせた
あのニュース
真相を大暴露

ロボット導入で
業務効率化へ
RPAの導入効果事例

シェアハウス150棟の運営
会社が公開！高収益シェ
アハウスの創り方、管理・
運営の秘訣！ 気になる関
西エリアの市場動向も

現役銀行員が語る
過去20年にわたる
アパートローンの
情勢

空き家・古家が
資産に変わる！
投資入門術

ポータルサイトが
考える関西の
民泊市場の可能性

不動産オーナー税理
士による最新の不動
産税務と失敗事例の
ハナシ

有効な相続対策をしてい
ない築古アパートオーナ
ーが知らず知らずのうち
にハマってしまう罠

大家さん専門税理士が
語る！「キャッシュが
激増する無敵の経営」

2200人の大家さん
を救った司法書士が
教える  賃貸トラブル
解決法

建物代金が1億円の場合、
1,000万円（増税後）の消
費税が還付されます。金の
売買はもう不要！？

民法改正が賃貸借経
営に与える影響～知ら
ないと仕事にならない
新ルール～

5年でリフォーム費
用回収し、入居率ＵＰ
資産価値向上の外壁
塗装のポイント5つ

経年劣化の悩みもスッキリ! 
女子力企画室がズバッと
リノベで解決

入居率50％のアパ
ートをDIYでシェア
ハウスに10年満室
のテクニック

カラーシミュレーショ
ンをフル活用！ 古いか
らと諦めない「今、人気
の物件に！」

住宅セーフティネ
ット制度の課題と
可能性

業界大注目の外国人
入居　関西エリアの
市況も解説

リスクを知れば怖
くない
高齢者向きの住宅
の経営ノウハウ

入居募集業務のペー
パーレス化を実現
管理戸数が増えても人
員を増やさない仕組み

収益不動産売買会社が
自社開発　2万件の登記
データから見た、関西の
金融機関の動向

少しの工夫で仲介力
アップ！　イラスト
レーターを使った物件
広告の見せ方

関西で活躍する家主の
会代表が集結！
成功する大家の共通点

５代目家主が語る　
戸建賃貸活用術
～物件の選定から客
付け、管理まで～

IR誘致でどう変わる？
大阪の未来を徹底
解説

家主兼管理会社が
伝授 仲介・管理会
社を味方につけた
満室経営法

人生100年時代の
賢い賃貸経営

コインランドリー経営
赤字にさせないための
採算ライン（関西版）

６年で25億稼いだ
不動産経営術
－鉱脈は“ワケあり
好立地”にあり－

定額住み放題“サブスク
賃貸”を解説　関西10拠
点を含む8カ国82拠点で
の多拠点生活を提供

30年空き家の文化住宅が簡易宿所に
築60年RC物件がカフェに 遊休不動産を
コンバージョンし人が集まる場所に（仮）

不動産会社兼家主が伝える
オーナー難民にならないための対策
～これからの賃貸・管理～

【有望株の研究】創業以来20期連続増
収  老後のために買いたい安定成長株

【有望株の研究】城南地区の新築竣工
数1位  投資用賃貸物件の魅力に迫る

【有望株の研究】調整中

【有望株の研究】最高収益更新のＷＥＢ広
告事業  需要拡大の市場と今後の展望

【有望株の研究】働き方改革追い風に
連続過去最高収益更新・連続増配

【有望株の研究】伸び続けるｅコマ
ース向け配信サービスで成長中！
11期連続増収！5期連続増益へ！

【有望株の研究】ＩｏＴ化追い風に受注堅
調  ネットで完結するプリント基板製造

【有望株の研究】調整中

【有望株の研究】安定配当実施！
錠剤印刷機市場トップランナー

【有望株の研究】需要拡大続く企業のデジタルシ
フトと働き方改革を支援。今後の成長戦略を語る

【有望株の研究】毎期10％以上の安定成
長！  需要旺盛な技術者派遣の市場環境

【有望株の研究】今期業績急拡大＆増配
予想  外食産業向け八百屋の市場環境

【有望株の研究】東2昇格の業績拡大
企業  好調な法人向けＰＣ市場に迫る

【有望株の研究】資産価値を高めるリフ
ォーム向け足場とシェアリングサービス

民法改正＆税制改正に
対応！相続を『争族』と
しないための法律・税務
知識

2022年問題でどう
変わる？ 放っておけ
ない生産緑地問題

賃貸オーナーと管理
現場が知るべき火災
保険の活用方法

カスタマイズ賃貸
の成功と失敗から
学んだ空室再生コ
ーディネートを実践

建築家が紐解く
空間デザインの必要
性と役割

外壁塗装会社が教える大
規模修繕のコスト算出方
法～修繕すべきか否か、
工事の単価も大公開～

360°の視界で進化する
ビジネスの現場!  不動
産に特化した活用術や
実践ノウハウを紹介

AIは仕事を奪うのか!?
～不動産業界でのAI
チャットボット活用方
法をご紹介～

不動産テック活用の
アプローチ～オンラ
イン申込やRPAなど
の活用法伝授～

TVでお馴染み
梅本先生が語る
物件資産を守る
防犯術

Ⓐ成長市場 Ⓔリノベ・リフォーム・
空室対策Ⓑ相続・トラブル対策 Ⓒ不動産会社向け Ⓖ株式投資

Ⓖ株式投資

Ⓓ投資・賃貸経営改善 Ⓕ業界団体

Ⓐ成長市場 Ⓔリノベ・リフォーム・
空室対策Ⓑ相続・トラブル対策 Ⓒ不動産会社向け Ⓓ投資・賃貸経営改善 Ⓕ業界団体

9月6日（金）セミナースケジュール 予約
不要

聴講
無料

9月5日（木）セミナースケジュール 予約
不要

聴講
無料

オーナー向け
コンサルティング 弁護士法人Martial Arts／922
コンテナハウス CIAOLA（チャオラ）／ランドピア　シェアハウス ファインセレクト
トランクルーム ランドピア  
ポータルサイト ショウタイム24　不動産仲介 大阪ガスビジネスクリエイト
駐車場・コインパーキング アズ・スタット／大阪ガスビジネスクリエイト／シード
コインランドリー 東海機材／TOSEI／ビクター商事
分譲ホテル HOTEL Mr.KINJO／Mr.KINJO不動産
ホテルの一括借上 HOTEL Mr.KINJO
国内投資用不動産 アイケンジャパン／ディーズパレット／Valuable Style
海外不動産投資 くらし計画／ステイジアキャピタルジャパン／
地球と不動産（ベトナム不動産）
株式投資 フジトミ　投資 副業アカデミー　資産運用 サンワード貿易
民泊・運営代行・管理 グローバルコムズジャパン（ビジュースイーツ）
民泊ポータルサイト HomeAway　IoT 922
賃貸管理 アズ・スタット／ショウタイム24
賃貸管理システム Good不動産 GoWeb!×RPA／Goldkey Co.,Ltd
土地活用 アクシアプラス／DAYTONA HOUSE × LDK
高齢者住宅 くらし計画　解体一括見積り クラッソーネ　

リフォーム・リノベーション
リフォーム・リノベーション 朝日リビング／アローペイント／
NTT西日本グループ テルウェル西日本／壁紙革命／かんでんEハウス／ （7月17日現在）

新
商
品・新
サ
ー
ビ
ス
続
々
!! 

出
展
社
企
業一覧

彩Finish／住まいのパートナー家猿／サンリミックス／トゥインクルワールド／白鳳／
ハプティック／ホープハウスシステム／マツミ／Rays Product
建物清掃 NTT西日本グループ テルウェル西日本
大規模修繕 アースエンジニアリング関西／朝日リビング／アローペイント／
OWNER’S CLUB／彩Finish／白鳳／ホープハウスシステム／マツミ
原状回復 壁紙革命／サンリミックス
原状回復FC ジェー・ウォッシュチェーン本部 フロンティア
害虫駆除 DAIJU
屋上防水 日本防水工法開発協議会　特殊清掃 消臭プロ(メモリーズ)
給排水メンテナンス 都市拡業
除菌・消臭 環境美装 バイオリスク対策研究所／消臭プロ(メモリーズ)

住宅設備・建材
鍵・スマートロック  アズ・スタット／アルファ/エストプラス／ジャパンキーサービス／
ショウタイム24／セキュラ／ライナフ
宅配ボックス アルファ/エストプラス／NTTメディアサプライ／
神栄ホームクリエイト／セキュラ／東精ボックス／ナスタ／日本宅配システム
フルタイムロッカー／プロボックス
ウォーターサーバー プレミアムウォーター　インターフォン アイホン
ブロードバンド イーブロードコミュニケーションズ／NTT西日本／
ジェイネッツ／ノーバス／バッファロー・IT・ソリューションズ／
ブロードエンタープライズ／ライフリライアンス

防犯カメラ アースエンジニアリング関西／
イーブロードコミュニケーションズ／NTTメディアサプライ／
バッファロー・IT・ソリューションズ／ライフリライアンス
防犯機器 NTTメディアサプライ／ライナフ
水回り エフ・ジェイ・ケイ／小笠原／SANEI　キッチン 亀井製作所
浴槽 小笠原　設備保証 フジヤマ
ロードマーキング（溶着式路面表示材） 新富士バーナー
壁紙 アオキエージェンシー　室内物干し 川口技研
屋根材 ディートレーディング　
家具家電レンタル てぶらでどっとこむ　ホームステージング てぶらでどっとこむ
省エネ・電気料金削減・エネルギー アースエンジニアリング関西／
関西電力／かんでんEハウス／ソフトバンク／長州産業／
マンションでんき削減委員会
太陽光発電システム 長州産業

不動産会社向け
24時間駆け付けサービス TOKAI　IoT ロボットホーム
RPA AR／Good不動産 GoWeb!×RPA
VR・内見システム AR／ナーブ／不動産VRのスペースリー
不動産会社FC イオンハウジング／ハウスドゥ
家賃債務保証 グローバルトラストネットワークス／日本賃貸保証／ほっと保証
賃貸管理システム  Good不動産 GoWeb!×RPA／Goldkey Co.,Ltd／

賃貸管理ソフト「賃貸名人」のダンゴネット／リアルネットプロ
業務支援 グッドルーム／シンカ／ターミナル／ライナフ
仲介支援 CIS／Goldkey Co.,Ltd／リアルネットプロ
集客支援 リビン・テクノロジーズ
見守りサービス ホームネット
高齢者住宅仲介FC・高齢者住宅 くらし計画
多言語通訳・翻訳サービス NTTマーケティングアクト
新電力 リミックスポイント
団体・協会 （一社）大阪府宅地建物取引業協会／
Osakaあんしん住まい推進協議会／（公社）全日本不動産協会大阪府本部

法律・税務・相続対策
税務・相続対策・消費税還付 スリーアローズ税理士事務所／
田中会計事務所
法務・税務・法律相談 弁護士法人ALG&Associates 大阪支部／
弁護士法人日本橋さくら法律事務所／
税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所

その他
出版 国際イベントニュース
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南港ポートタウン線　中ふ頭駅より徒歩5分

会場 インテックス大阪

イベントに関するお問い合わせ先

●最新情報更新中！

賃貸住宅フェア主催者事務局
TEL.03-6663-4526   FAX.03-6663-4528 

〒104-0061  東京都中央区銀座8-12-15 
〒530-0005  大阪府大阪市北区中之島2-3-18中之島フェスティバルタワー16F

主催 全国賃貸住宅新聞

主催者が発行する媒体のご案内

賃貸住宅フェア2019 in 大阪

トレンドや今後の市場動向が
分かる大ボリューム専門紙
１９８９年の創刊以来、業界関係者か
ら圧倒的支持！ 成長を遂げてきた
賃貸市場で羅針盤となっているの
が本紙です。

発行形態：週刊（毎週月曜日）
判型：タブロイド判32～108ページ
年間購読料：1万7000円（税込）

概
要

借主の権利意識が高まる中、家主に
必要なのは知識武装。各分野の専門
家陣による連載記事は必読です。

発行形態：月刊（毎月15日）
判型：Ａ４変型判
価格：690円（税込）
年間購読料：8000円（税込）

概
要

月
刊

空室対策・相続・税務など
プロのノウハウ満載の情報誌

会場で販売
！！

会場でもらえる！！

※会場での配布、設置は左記の号とは限りません

LIFULL HOME’S総研
島原万丈 所長

トークセッション

トークセッション

トークセッション

（一社）日本ホームステージング協会
杉之原冨士子 代表理事

低コストで人気物件に早
変わり！ 関西でウケる
ホームステージング術

すまいごこち研究所
矢野万里絵 所長

朝日リビング 経営推進本部
寺岡優泰 統括部長
朝日リビング 女子力企画室
荒木瑠理子 チーフプランナー

ビジネスセミナー

12：00～12：50
築古物件を活用した賃貸経営成功事例
（平均利回り 15％）

13：10～14：00
業界初！投資効率＆入居率アップへの決定版！
ソラトモサービス
長州産業 エネルギー機器本部 大阪支店 月足聡 支店長

14：15～15：05
副業のプロが教える！
自己資金をどんどん増やせる「5つの副業」セミナー

OWNER’S CLUB 岸野薫 専務

副業アカデミー 小林昌裕 学長

11：00～11：50
副業のプロが教える！
自己資金をどんどん増やせる「5つの副業」セミナー

12：05～12：55
築古物件を活用した賃貸経営成功事例
（平均利回り 15％）

OWNER’S CLUB 岸野薫 専務

13：10～14：00
不動産管理会社必見！電子申込だけではない！
管理会社が開発したGoWeb!で入居者募集業務が激変！

副業アカデミー 小林昌裕 学長

M&M IT事業部 重安泰広 部長

14：15～15：05
業界初！投資効率＆入居率アップへの決定版！
ソラトモサービス
長州産業 エネルギー機器本部 大阪支店 月足聡 支店長

9月5日（木）

9月6日（金）

※講師、タイトル、時間等が変更になる場合があります

※講師、タイトル、時間等が変更になる場合があります


