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リフォーム担当者「必聴」のマーケティングセミナー

『リフォーム産業新聞』報道部長
『日経ホームビルダー』元編集長が

HCリフォームに提言する
伸びる会社はここが違う

AI・IoTはリフォームビジネスを変えるか
リフォーム担当者「必聴」のマーケティングセミナー

『リフォーム産業新聞』報道部長
『日経ホームビルダー』元編集長が

HCリフォームに提言する
伸びる会社はここが違う

AI・IoTはリフォームビジネスを変えるか
リフォーム担当者「必聴」のマーケティングセミナー

『リフォーム産業新聞』報道部長
『日経ホームビルダー』元編集長が

HCリフォームに提言する
伸びる会社はここが違う

AI・IoTはリフォームビジネスを変えるか
リフォーム担当者「必聴」のマーケティングセミナー

2019年2月22日（金）13:00～16:30
東京（TKP神田ビジネスセンター）

2019年2月22日（金）13:00～16:30
東京（TKP神田ビジネスセンター）

2019年2月22日（金）13:00～16:30
東京（TKP神田ビジネスセンター）

2019年2月22日（金）13:00～16:30
東京（TKP神田ビジネスセンター）
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福田善紀氏
リフォーム産業新聞社報道部長
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安達功氏
日経BP総合研究所テクノロジーソリューション局長
安達功氏
日経BP総合研究所テクノロジーソリューション局長

1980年生まれ。明治大学卒業。
2009年リフォーム産業新聞社入
社。2012年編集部デスク、2013
年編集長を経て2015年報道部長
に就任。リフォーム産業新聞社は
「リフォーム産業フェア」（東京
ビッグサイト）を主催。

1963年生まれ。東京理科大学卒
業。1989年日経BP社入社。『日
経ホームビルダー』等の編集長・
発行人を経て現職。著書『家を動
かせ！眠れる5800万戸のストッ
クを宝に変える9つの法則』（日
経BP社）ほか。
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■参加費
お一人様5,400円（飲み物、消費税含む）
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　●HCの店舗特性をどう生かすか
　●業績を伸ばしている会社の営業方法は
　●リフォームビジネスにおける
　　AI・IoT活用の可能性は
　●デジタルツールをいかに活用するか

近未来のリフォーム市場を先見する
マーケティングセミナーです
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2018年 12月吉日 

会 員 各 位 

一般社団法人日本ドゥ･イット･ユアセルフ協会 

リフォーム委員会 

担当副会長 豆成 勝博 

委 員 長 大前 博昭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拝啓 時下、ますますご隆盛のこととお慶び申しあげます。日頃より、当協会の諸事業

に格別のご高配を賜わり、厚くお礼申しあげます。 

 

 さてこのたび、当協会（リフォーム委員会）では、住宅リフォーム業界専門誌紙の第

一人者として活躍されている、リフォーム産業新聞社報道部長の福田善紀氏と日経ＢＰ総

合研究所テクノロジーソリューション局長の安達功氏をお迎えし、「リフォームビジネス

最前線─ＨＣリフォームに提言する」のテーマでマーケティングセミナーを開催すること

といたしました。 

 

ご承知のとおり、近年、リフォーム市場の活性化に伴い競合激化が続いています。ＨＣ

においては、家電量販店をはじめ競合する他業種・他業態に勝る戦略・戦術を打ち立て、

この厳しい競争に勝ち抜いていかねばならず、それには近未来の市場動向を的確に分析し、

時代を先見するマーケティングの視点・思考が不可欠となります。 

 

こうしたなか開催する本セミナーは、経営計画、営業戦略、販売促進を進めていくうえ

で、必ずや有効・有意義なものになると確信しております。 

 

つきましては、開催企画書等をご用意いたしましたのでご覧いただき、ぜひご参加くだ

さいますようお願い申しあげます。 

敬 具 

 

リフォームビジネス最前線 ─ HC リフォームに提言する 
 

AI・IoT はリフォームビジネスを変えるか 
 

伸びる会社はここが違う 
 

リフォーム担当者「必聴」のＨＣリフォーム マーケティングセミナー開催

のご案内 
 

＜お問合せ先＞ 

〒101-0044 

東京都千代田区鍛冶町 1-8-5 新神田ビル 5階 

一般社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会 

リフォーム委員会 事務局 永沼靖弘 

Tel 03-3256-4475 Fax 03-3256-4457 

URL http://www.diy.or.jp/ 

http://www.diy.or.jp/


「ＨＣリフォーム マーケティングセミナー」開催要項 

■ 開催日時 2019 年 2月 22日（金）13:00～16:30 

■ 開催場所 TKP 神田ビジネスセンター 

東京都千代田区神田美土代町 3-2 神田アベビル 

  TEL 03-4577-9270 

  https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/bc-kanda/access/ 

 （交通アクセス） 

・JR 神田駅北口 徒歩 5分  

・東京メトロ銀座線 神田駅 4番出口 徒歩 6 分  

・東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 出口 B6 徒歩 3分  

・東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 出口 B6 徒歩 3分  

・都営新宿線 小川町(東京都)駅 出口 B6 徒歩 3分 

■ セミナースケジュール（予定） 

 (1)12時 25分 

(2)12時 55分～13時 00分 

(3)13時 00分～14時 15分 

(4)14時 15分～14時 30分 

(5)14時 30分～15時 00分 

(6)15時 00分～16時 15分 

(7)16時 15分～16時 30分 

 

（開場） 

（主催者挨拶） 

（福田善紀氏 講演） 

（質疑応答） 

（休憩） 

（安達功氏 講演） 

（質疑応答） 

 

＜ＭＥＭＯ＞ 

https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/bc-kanda/access/


日本ＤＩＹ協会 リフォーム委員会 行 

（ＦＡＸ . ０３－３２５６－４４５７） （E メール. naganuma@diy.or.jp）  

 

 

 

■ 申込み方法： 下記の申込書にご記入の上、ＦＡＸまたはＥメールにてお申込み下さい。 

          ※ 申込締切日後、お申込み担当者へＦＡＸにて、詳細な案内を送付いたします。 

■ 申込締切日： ２０１９年１月２５日（金） 

■ 定      員： ３０名 

          ※ 定員になり次第、締め切らせていただきますので、お早めにお申込み下さい。 

■ 参  加  費： お一人様５，４００円（会員価格）   

          ※ 飲み物代、消費税含む 
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氏 名 
 

 

部署役職名 
 

 

住 所 

〒 

  

 

 

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

Ｅ-mail  @  

 

＜参加費振込口座＞ 

 みずほ銀行        神田駅前支店 普通 １８５８８００ 

 三井住友銀行      神田駅前支店 普通 １３６２９８５ 

 三菱ＵＦＪ銀行     神田駅前支店 普通 １１６２９７４ 

       口座名  一般社団
（ シャ ）

法人  日本
ニ ホ ン

Ｄ Ｉ Ｙ
ディアイワイ

協会
キョウカイ

 

      （※２０１９年１月２５日（金）までにお振込み下さい。） 

「ＨＣリフォーム マーケティングセミナー」申込書 

「ＨＣリフォーム マーケティングセミナー」お申込シート 


