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位
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レンタル収納スペース推進協議会
フォーラム実行委員会

2018 SELF STORAGE FORUM in JAPAN 開催のご案内
拝啓 貴社ますますご清栄のことお慶び申し上げます。
平素は RSA ならびに SSAA にご支援とお力添えを賜り厚く御礼申し上げま
す。さて、2018 年 SELF STORAGE FORUM を SSAA と共催で 11 月 21 日
（水曜日）22 日（木曜日）に下記内容にて開催いたします。
2018 年から RSA は SSAA とパートナーシップを締結し、SSAA の日本ワー
ク を 受 け 持 つ こ と と な り ま し た 。 今 年 は SSAA JAPAN イ ベ ン ト
「INSPIRATION JAPAN」として開催いたします。日本ならびにアジア圏で大
きく成長をしていますセルフストレージビジネスの現状について新たなご認識
をいただけることと存じます。
基調講演には CBRE 株式会社リサーチエグゼクティブディレクターの大久保
寛氏をお招きし、
「不動産市場の動向、今後の方向性」についてご講演いただき
ます。また、４つのパネルディスカッションも企画しました。
なお、６F 会場にイベントコーナーを設営しサプライヤー様の紹介をいたし
ます。この会場は入場自由として開放します。
フォーラム会場定員は１５０名の制限がございますので定員になり次第締め
切りとさせていただきます。なお、施設見学ツアーはお申込み順で 60 名限り
とさせていただきます。
お申込みは参加申込書にご記入の上、下記 FAX 又はメールアドレスにご送信
下さい。
皆様、奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます。
敬具
記
１． 申込メールアドレス info@rentalspace.org FAX 03-6701-7374
申込期限 １０月３１日（水）または定員到達次第締め切り
２． 参加費等
11 月 21 日（水）開催場所: 神田エッサム神田ホール 2 号館
フォーラム【３F】 ：10：00 から 18：30（ブッフェランチ付き）
参加費 1 名 25,000 円のところ 会員は特別価格にて 15,000 円
サプライヤーイベント【６Ｆ】10：00 から 17：00 （フリー入場）

懇親会：19：30～21：30 場所：日比谷公園内 松本楼
参加費： 1 名 15,000 円（会員価格 12,000 円）
11 月 22 日（木）
施設見学ツアー：8,000 円（昼食付：豪華マグロづくし丼）
３． 申込受理後にご請求書を発行しますので、指定期日までにＲＳＡ指定口
座にお振込みください。
４． 11 月 5 日から 10 日の間にメールにて参加登録証をお届けします。
５． お問い合せ先 レンタル収納スペース推進協議会 事務局 吉田
電話 03-6692-1895 携帯 090-8728-3017
吉田専用アドレス yossitoku@gmail.com
記

２０１８SELF STORAGE FORUM in JAPAN
１１月２１日（水曜日）
SELF STORAGE FORUM（INSPIRATION JAPAN）
開催時間 9:30 受付開始
10:00～18:30 フォーラム（Agenda 別添）
開催場所 東京都千代田区内神田３－２４－５
エッサム神田ホール２号館 ４F
http://www.essam.co.jp/hall/special/post_3130.html
サプライヤー イベント（セルフストレージ事業関連サプライヤー）
開催時間 10:00～17:00
会場
エッサム神田ホール 2 号館 ６F
DINNER PARTY（懇親会）
時間
19:30～21:30
場所
日比谷公園内「松本

楼」

１１月２２日（木曜日）
施設見学ツアー（昼食：豪華まぐろづくし丼） 大型バス２台で６０名限定
時間 ９：５０集合点呼 １０：００出発 １６：００解散
集合場所： 東京駅前 新丸の内ビル側道（予定）
以上

SELF STORAGE FORUM（INSPIRATION JAPAN）
11 月 21 日（水）10:00～18:30
10:00

Welcome speech

多田代表理事

挨拶

来賓ご挨拶

10:15 Key Note(基調講演)

「不動産市場の概況と展望」
CBRE 株式会社 リサーチエグゼクティブディレクター
大久保 寛 氏

11:00 SSAA Welcome セルフストレージのアジア市場レポート
SSAA Executive Director
11:30

Luigi La Tona

RSA Report （日本の業界レポート）
RSA Executive Director

12:00～13:30

吉田

得生

Lunch(2F) & Supplier Event(6F)

13:30～14:15 セルフストレージビジネスの魅力と展望
モディレーター
パネリスト

株式会社パルマ 代表取締役 高野 茂久氏
株式会社ライゼ 代表取締役 川端 広和氏
京葉物流株式会社 代表取締役社長 藤井 宏幸氏
積和不動産株式会社 事業開発部 部長 大和 允典氏

14:15～15:00

Coffee Break & Supplier Event (6F)

15:00～16:00

投資対象としてのセルフストレージ

モディレーター
CBRE 株式会社 バリュエーション・アドバイザリー＆コンサルティング
サービス本部 ディレクター 大空 拓氏

パネリスト
HJ アセットマネージメント㈱ 代表取締役 スクワイヤーズ タロー氏
株式会社キュラーズ
投資運用部ディレクター フランク ハリソン氏
エリアリンク株式会社 営業本部 開発部部長 松尾 大輔氏
株式会社セントロ
代表取締役社長 渡邊 豪氏

16:10～17:00

屋外セルフストレージの課題と進化

モディレーター 株式会社ストレージ王 取締役 石本 武氏
パネリスト
株式会社 デベロップ
人選中
イナバクリエイト株式会社 執行役員 開発部長
株式会社マリンボックス
店舗開発ディレクター 石川茂氏
株式会社オリバー
不動産活用部 マネージャー 小川

彩奈様

17:10～18:00 消費者が期待するトランクルームとは
司会：アカデミアマスター e-収納主宰者 渡邉 眞理様
パネリスト（整理収納アドバイザー）
藤岡 聖子様、戸田 里江様、澤田 真美子様

18:00～

18:30

スポンサー紹介

SSAA 2019 EXPO in 上海のご案内
以上

RSA 事務局 吉田

宛

TＥＬ03-6692-1895 ＦＡＸ 03-6701-7374
メールアドレス

:

info@rentalspace.org

【FORUM 申込書】
会社名
連絡者名
メールアドレス
電話番号

備考

部署

参加者名

フォーラム

※ 参加イベントに〇印をお願いします。
※ 参加申し込み締め切り 10 月３１日（水曜日）
※ ディナーは１１月１０日以降のキャンセル不可

懇親会

施設見学

※ 施設見学ツアーは先着６０名、多数の場合は抽選となります。

