
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 7/25（火） 山田　雄介
㈱岡村製作所　ソリューション戦略部　未来企画室
ワークプレイス・ストラテジスト

オフィスの進化と企業の成長

2 7/26（水） 矢野　直哉 ㈱内田洋行　営業統括グループ第三企画部　部長 働き方改革の中のオフィスとオフィス家具

3 7/27（木） 阿部　智和 北海道大学　大学院経済学研究院　准教授 オフィスをよりよく活用しよう

4 9/6（水） 汲田　貴司
プラス㈱　ファニチャーカンパニー　執行役員
EC事業本部長　兼　マーケティング統括部長

オフィスの進化と企業の成長

5 9/13（水） 藤村　盛造 ㈱デザインオフィスＦ＆Ｆ　代表 オフィスとオフィス家具の相関性

6 9/20（水） 中村　健児 ㈱くろがね工作所　企画管理部　参事 オフィスの「働き方改革」

7 9/27（水） 大橋　一広
㈱イトーキ　先端研究統括部兼ＳＬ開発統括部
　統括部長　先端技術研究所　所長

企業におけるオフィスの果たす役割

8 10/4（水） 仲　隆介 京都工芸繊維大学　大学院工芸科学研究科　教授 オフィスをよりよく活用しよう

9 10/11（水） 汲田　貴司
プラス㈱　ファニチャーカンパニー　執行役員
EC事業本部長　兼　マーケティング統括部長

オフィスの進化と企業の成長

10 10/18（水） 上野　義雪 上野研究室　主宰 オフィスとオフィス家具の相関性

11 10/25（水） 中村　健児 ㈱くろがね工作所　企画管理部　参事 オフィスの「働き方改革」

12 11/2（木） 矢野　直哉 ㈱内田洋行　営業統括グループ第三企画部　部長 企業におけるオフィスの果たす役割

13 11/8（水） 松岡　利昌 ㈱松岡総合研究所　代表取締役 オフィスをよりよく活用しよう

14 11/15（水） 若原　強 コクヨ㈱　ワークスタイル研究所　所長 オフィスの進化と企業の成長

15 11/22（水） 藤村　盛造 ㈱デザインオフィスＦ＆Ｆ　代表 オフィスとオフィス家具の相関性

16 11/29（水） 森田　舞
㈱岡村製作所　オフィス研究所研究員
WORK MILL リサーチャー

オフィスの「働き方改革」

17 12/6（水） 恒川　和久 名古屋大学大学院　工学研究科　准教授 企業におけるオフィスの果たす役割（仮題）

18 12/13（水） 岸本　章弘 ワークスケープ・ラボ　代表 オフィスをより活用するためのヒント

19 12/11（月） 大橋　一広
㈱イトーキ　先端研究統括部兼ＳＬ開発統括部
　統括部長　先端技術研究所　所長

オフィスの進化と企業の成長

20 12/12（火） 浅賀　直樹
コクヨ㈱　ファニチャー事業本部マーケティング本部
空間マーケティング部　部長

働き方改革の中のオフィスとオフィス家具

21 12/13（水） 仲　隆介 京都工芸繊維大学　大学院工芸科学研究科　教授 オフィスをよりよく活用しよう

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 8/30

JOIFA　2017年　イノベーションオフィスコース工程表

名古屋
ウインクあいち13階

1302
名古屋市中村区名駅4-4-38 50 11/8

札幌
札幌駅前ビジネススペース

2J
札幌市中央区北5条西6丁目1-23

第二北海道通信ビル２階
50 7/18

福岡
AQUA博多

3階-Ｂ会議室
福岡県福岡市博多区中洲5-3-8 50 12/4

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 10/4
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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

札幌

〒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

Iｎ

　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。

開催日 講演者 演　題

7月25日（火）
18：30～20：00

㈱岡村製作所　ソリューション戦略部　未来企画室　
ワークプレイス・ストラテジスト
山田　雄介（やまだ　ゆうすけ）

オフィスの進化と
企業の成長

7月26日（水）
18：30～20：00

㈱内田洋行　営業統括グループ第三企画部　部長
矢野　直哉（やの　なおや）

働き方改革の中の
オフィスとオフィス家具

7月27日（木）
18：30～20：00

北海道大学　大学院経済学研究院　准教授
阿部　智和（あべ　ともかず）

オフィスを
よりよく活用しよう

●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

一般社団法人
日本オフィス家具協会（JOIFA）

7/18迄（定員に達しましたら締切とさせて頂きます）

50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

無料無料
札幌駅前ビジネススペース2J
札幌市中央区北5条西6丁目1-23 第二北海道通信ビル２F

大丸百貨店

札幌駅南口広場

ヨドバシカメラ

センチュリー
ロイヤルホテル

JRイン札幌

三井ガーデン
ホテル札幌

アスティ45

札幌駅

札幌駅前
ビジネス
スペース



講 演 者

中学・高校時代を米国で過ごし、大学で建築学を専攻。住宅メーカーに
て住環境のプロデュース企画を経て、岡村製作所に入社。国内外の先
進ワークトレンド調査・研究、次世代ワークプレイスコンセプト開発に従
事し、オフィス環境を企業戦略、社会的視点から考察する。WORK 
MILLメディア副編集長。一級建築士。

株式会社岡村製作所　ソリューション戦略部　未来企画室　
ワークプレイス・ストラテジスト

山田　雄介 （やまだ　ゆうすけ）

7 25 火

1986年、㈱内田洋行入社。生産性が向上するオフィスづくりや、それを
支援するITシステム構築を推進。2009年、中期経営計画策定室にて
経営戦略を策定後、オフィス事業の企画部、調達部、業務統括部を経
て現在に至る。5年前からは自社の働き方変革「Change Working® 
プロジェクト」を推進。

株式会社内田洋行　営業統括グループ第三企画部　部長

矢野　直哉 （やの　なおや）

7 26 水

博士（商学）。一橋大学社会学部卒、一橋大学大学院商学研究科博
士後期課程単位修得。長崎大学経済学部講師などを経て現職。専門
は経営組織論、経営戦略論。近年の主な研究テーマは、コワーキングス
ペースなどに代表される共有・共創型スペースの経営戦略、共有・共創
型スペース利用者によるイノベーション創出メカニズム、オフィス空間の
物理的な特徴とメンバーのコミュニケーション行動。

北海道大学　大学院経済学研究院　准教授

阿部　智和 （あべ　ともかず）

7 27 木
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〒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

INNOVAT
ION

OFFICE

COURSE

ロイヤルパーク
ホテル

日本橋特別
出張所

水天宮北辰ビル

人
形
町
通
り

重盛永信堂

日本橋人形町
郵便局

東京メトロ
日比谷線

都営浅草線

三
原
堂

東
京
メ
ト
ロ

半
蔵
門
線

水
天
宮
前

人形町

JOIFA
リガーレ日本橋
人形町2F

•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

　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。

開催日 講演者 演　題

９月6日（水）
18：30～20：00

プラス㈱　ファニチャーカンパニー　執行役員　EC事業本部長　（兼）マーケティング統括部長
汲田　貴司（くみた　たかし）

オフィスの進化と
企業の成長

９月13日（水）
18：30～20：00

㈱デザインオフィス エフ アンド エフ　代表
藤村　盛造（ふじむら　せいぞう）

オフィスと
オフィス家具の相関性

９月20日（水）
18：30～20：00

㈱くろがね工作所　企画管理部　参事
中村　健児（なかむら　けんじ）

オフィスの
「働き方改革」

９月27日（水）
18：30～20：00

㈱イトーキ　先端研究統括部兼SL開発統括部　統括部長、先端技術研究所　所長
大橋　一広（おおはし　かずひろ）

企業における
オフィスの果たす役割

10月4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）

オフィスを
よりよく活用しよう

●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

一般社団法人
日本オフィス家具協会（JOIFA）

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

8/30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。

主　催

会　場

定　員

お申込み方法

お申込み期間

無料無料



講 演 者

花王、博報堂、一休（取締役ＣＭＯ）、ロコンド（ＣＭＯ）を経て、プラス株式会社入社。
一貫してマーケティングに従事。現在は同社にて、マーケティング、及びインターネット
３事業を管掌。新規事業「5 TSUBO CAFE」はじめとした新たなビジネスモデルづくり、
「IGOCOCHI making」を旗印にマーケティング強化、インターネットビジネスの推進な
ど、同社の事業構造・経営改革に取り組む。

プラス株式会社　ファニチャーカンパニー　執行役員　EC事業本部長　（兼）マーケティング統括部長
汲田　貴司 （くみた　たかし）

9 6 水

1963年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。1975年同社ラ
イセンスの日本市場へのコーディネート。通商産業省Gマーク選定審査員（教育部門・オフィス店舗
部門）。1988年㈱デザインオフィス エフ アンド エフ　代表所長。㈳ニューオフィス推進協会オフィス
デザイナー養成部会アドバイザー。2004年より金沢新文化産業創出機構準備室・室長、2005年
金沢ファッション産業創造機構・機構長、2009年加賀友禅技術振興研究所長を歴任。多くの庁舎
オフィス計画、アルマーニ店舗インテリア、家具設計、ビッグサイト什器備品管理・ＦＭなどを手掛ける。

株式会社デザインオフィス エフ アンド エフ　代表
藤村　盛造 （ふじむら　せいぞう）

9 13 水

1978年、㈱くろがね工作所入社。本社営業本部室・販売促進課に配属。1980年から
11年間、東京で金融機関・外資系企業などの営業活動を経て、ショールーム設営など
インテリア業務の後、1997年から企画本部にてカタログ製作、製品開発、イベント企
画、提案書作成などの統括業務を行なっている。

株式会社くろがね工作所　企画管理部　参事
中村　健児 （なかむら　けんじ）

9 20 水

1993年株式会社イトーキ入社。公共施設ミュージアムやショールームの企画・展示空
間設計に従事し、コミュニケーションデザインを担当。2004年ワークプレイスの研究開
発、新規市場開発を担当し、次世代クリエイティブワーク・コンセプトメイクに従事。
2015年、ICTを活用した事業企画、商品開発推進しICT/SL企画推進部長を経て
現職。

株式会イトーキ　先端研究統括部兼SL開発統括部　統括部長、先端技術研究所　所長
大橋　一広 （おおはし　かずひろ）

9 27 水

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　客員研究員を経て、
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 4 水



2017

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

大阪

〒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

Iｎ

　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。

開催日 講演者 演　題

10月11日（水）
18：30～20：00 オフィスの進化と企業の成長

10月18日（水）
18：30～20：00

上野研究室　主宰
上野　義雪（うえの　よしゆき） オフィスとオフィス家具の相関性

10月25日（水）
18：30～20：00

㈱くろがね工作所　企画管理部　参事
中村　健児（なかむら　けんじ） オフィスの「働き方改革」

11月2日（木）
18：30～20：00

㈱内田洋行　営業統括グループ第三企画部　部長
矢野　直哉（やの　なおや） 企業におけるオフィスの果たす役割

11月8日（水）
18：30～20：00

㈱松岡総合研究所　代表取締役
松岡　利昌（まつおか　としあき） オフィスをよりよく活用しよう

●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  ●11/2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）

10/4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。

主　催

会　場

定　員

お申込み方法

お申込み期間

無料無料
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

•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

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
御
堂
筋
線

御
堂
筋南御堂
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プラス㈱　ファニチャーカンパニー　執行役員　
EC事業本部長　（兼）マーケティング統括部長
汲田　貴司（くみた　たかし）



講 演 者

花王、博報堂、一休（取締役ＣＭＯ）、ロコンド（ＣＭＯ）を経て、プラス株式会社入社。
一貫してマーケティングに従事。現在は同社にて、マーケティング、及びインターネット
３事業を管掌。新規事業「5 TSUBO CAFE」はじめとした新たなビジネスモデルづくり、
「IGOCOCHI making」を旗印にマーケティング強化、インターネットビジネスの推進な
ど、同社の事業構造・経営改革に取り組む。

プラス株式会社　ファニチャーカンパニー　執行役員　EC事業本部長　（兼）マーケティング統括部長
汲田　貴司 （くみた　たかし）

10 11 水

千葉大学建築学科助手を経て千葉工業大学デザイン科学科教授を定年退職。千葉
工業大学、千葉県立鶴舞看護専門学校、千葉県立保健医療大学非常勤講師。日本
オフィス学会理事、オフィス家具研究部会長。日本インテリア学会理事。日本トイレ協会
運営員。専門分野：建築・インテリアの人間工学。研究分野：人体計測、動作計測、い
す・机・シート・寝具、水回り設備、筆記具などの人間工学。学校用家具、オフィス用家具
などのJIS委員会委員。博士（工学）。

上野研究室　主宰
上野　義雪 （うえの　よしゆき）

10 18 水

1978年、㈱くろがね工作所入社。本社営業本部室・販売促進課に配属。1980年から
11年間、東京で金融機関・外資系企業などの営業活動を経て、ショールーム設営など
インテリア業務の後、1997年から企画本部にてカタログ製作、製品開発、イベント企
画、提案書作成などの統括業務を行なっている。

株式会社くろがね工作所　企画管理部　参事
中村　健児 （なかむら　けんじ）

10 25水

1986年、㈱内田洋行入社。生産性が向上するオフィスづくりや、それを支援するITシス
テム構築を推進。2009年、中期経営計画策定室にて経営戦略を策定後、オフィス事
業の企画部、調達部、業務統括部を経て現在に至る。5年前からは自社の働き方変革
「Change Working® プロジェクト」を推進。

株式会社内田洋行　営業統括グループ第三企画部　部長
矢野　直哉 （やの　なおや）

11 2 木

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
戦略支援の実績との融合を目指し、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。2016年より日本オフィス学会会長に就任。

株式会社松岡総合研究所　代表取締役
松岡　利昌 （まつおか　としあき）

11 8 水



2017

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

名古屋

〒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

Iｎ

　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。

開催日 講演者 演　題

11月15日（水）
18：30～20：00

コクヨ㈱　ワークスタイル研究所　所長
若原　強（わかはら　つよし）

オフィスの進化と
企業の成長

11月22日（水）
18：30～20：00

㈱デザインオフィス エフ アンド エフ　代表
藤村　盛造（ふじむら　せいぞう）

オフィスと
オフィス家具の相関性

11月29日（水）
18：30～20：00

㈱岡村製作所オフィス研究所研究員　WORK MILL リサーチャー
森田　舞（もりた　まい）

オフィスの
「働き方改革」

12月6日（水）
18：30～20：00

名古屋大学大学院　工学研究科　准教授
恒川　和久（つねかわ　かずひさ）

オフィスの
歴史とワークプレイス

12月13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）

オフィスをより活用する
ためのヒント

●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  

一般社団法人
日本オフィス家具協会（JOIFA）

11/8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。

主　催

会　場

定　員

お申込み方法

お申込み期間

無料無料
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  13F1302会議室

◎（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
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講 演 者

東京大学大学院 工学系研究科修了。SIer、経営コンサルティングファーム、広告代理
店を経て、ビジネス×クリエイティブ×テクノロジーという独自の強みを確立。2010年には
経済産業省とクールジャパン室（現：クリエイティブ産業課）を立上げ、「Cool Japan」発
足の礎を築く。その後コクヨ㈱に入社、社内マーケティング改革、アジアフラッグシップ
ショールーム構築、オフィスレイアウト自動化システム構築等を経て現職。現在は海外先
進事例の収集･分析をベースに、新しい働き方・暮らし方研究に従事。外部講演も多数。

コクヨ株式会社　ワークスタイル研究所　所長
若原　強 （わかはら　つよし）

11 15 水

1963年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。1975年同社ラ
イセンスの日本市場へのコーディネート。通商産業省Gマーク選定審査員（教育部門・オフィス店舗
部門）。1988年㈱デザインオフィス エフ アンド エフ　代表所長。㈳ニューオフィス推進協会オフィス
デザイナー養成部会アドバイザー。2004年より金沢新文化産業創出機構準備室・室長、2005年
金沢ファッション産業創造機構・機構長、2009年加賀友禅技術振興研究所長を歴任。多くの庁舎
オフィス計画、アルマーニ店舗インテリア、家具設計、ビッグサイト什器備品管理・ＦＭなどを手掛ける。

株式会社デザインオフィス エフ アンド エフ　代表
藤村　盛造 （ふじむら　せいぞう）

11

オフィス製品の企画開発を経て現職。
専門は建築計画学。博士（工学）、一級建築士。
現在は、働く場や学びの場を中心として、アクティビティと空間・環境の関係についての
調査・研究に従事。
ライフとワークについて考えるWORK MILL主催の共創プロジェクト「Work in Life 
Labo.」の運営にも携わる。

株式会社岡村製作所オフィス研究所研究員　WORK MILL リサーチャー
森田　舞 （もりた　まい）

22 水

11 29 水

名古屋大学工学部建築学科卒。大林組東京本社設計本部勤務。名古屋大学大学院工学
研究科・助手を経て、2012年より現職。専門は建築計画・都市計画・建築設計・ファシリティ
マネジメント。名古屋大学におけるキャンパスの計画・設計やＦＭを実践。2015年に「名古屋
大学キャンパスマネジメントによる創造的再生」で日本建築学会賞（業績）受賞。この他、愛
知まちなみ建築賞、日本ファシリティマネジメント大賞功績賞等を受賞。著書に「総解説ファシ
リティマネジメント（共著）」「ここまでできる実践公共ファシリティマネジメント（共著）」など。

名古屋大学大学院　工学研究科　准教授
恒川　和久 （つねかわ　かずひさ）

12 6 水

コクヨ（株）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）

12 13 水
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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

福岡

〒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

Iｎ

　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。

開催日 講演者 演　題

12月11日（月）
18：30～20：00

㈱イトーキ　先端研究統括部兼SL開発統括部　統括部長
先端技術研究所 所長
大橋　一広（おおはし　かずひろ）

オフィスの進化と
企業の成長

12月12日（火）
18：30～20：00

コクヨ㈱　ファニチャー事業本部
マーケティング本部空間マーケティング部　部長
浅賀　直樹（あさか　なおき）

働き方改革の中の
オフィスとオフィス家具

12月13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）

オフィスを
よりよく活用しよう

●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

一般社団法人
日本オフィス家具協会（JOIFA）

12/4迄（定員に達しましたら締切とさせて頂きます）

50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

無料無料
AQUA博多3階-Ｂ会議室
福岡県福岡市博多区中洲5-3-8

福岡市営地下鉄空港線「中洲川端駅」（2番出口）から徒歩2分
「福岡空港駅」から「中洲川端駅」まで9分
「博多駅」から「中洲川端駅」まで3分
「天神駅」から「中洲川端駅」まで1分

西鉄バス「中洲」から徒歩2分
西鉄バス「東中洲」から徒歩1分

福岡都市高速「呉服町IC」より車約3分
福岡都市高速「千代IC」より車約8分

AQUA博多

ゲイツ
博多エクセル
東急

天神中央公園

至博多至天神

アクロス福岡

毎日新聞

福岡
市役所

明治通り

昭和通り

IP CITY HOTEL
Fukuoka

親和銀行
福岡銀行

福岡アジア
美術館

ホテルオークラ
福岡

中洲川端駅

「中洲川端駅」
2番出口 福岡市営地下鉄★



講 演 者

1993年株式会社イトーキ入社。公共施設ミュージアムやショールーム
の企画・展示空間設計に従事し、コミュニケーションデザインを担当。
2004年ワークプレイスの研究開発、新規市場開発を担当し、次世代ク
リエイティブワーク・コンセプトメイクに従事。2015年、ICTを活用した
事業企画、商品開発推進しICT/SL企画推進部長を経て現職。

株式会イトーキ　先端研究統括部兼SL開発統括部　統括部長
先端技術研究所　所長

大橋　一広 （おおはし　かずひろ）

12 11 月

芝浦工業大学大学院建設工学専攻卒業後、コクヨ㈱に入社。オフィ
ス設計やコンサルティング業務に携わる。その後、同社のライブオフィス
やショールームの企画リーダーとして新しい働き方やオフィス空間を提
案・構築。現在は健康経営やABW（Activity Based Working：オフィス
に限らず自由に場所を選択し働くことによってよりクリエイティブな成果
を促す仕組み）といった新しい働き方のマーケティングを通じて、ワー
カー視点、空間視点での新しい家具の企画業務に従事。

コクヨ株式会社　ファニチャー事業本部
マーケティング本部空間マーケティング部　部長

浅賀　直樹 （あさか　なおき）

12 12 火

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。
マサチューセッツ工科大学建築学部　客員研究員を経て、
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）

12 13 水


