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阪急
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阪急

グランドビル

22 入居者ニーズを捉え、
賃貸経営に活かすセミナー

投資成功事例大公開！
購入融資術から法人化まで

成功オーナーの必須知識 プロ伝授！ 知らなければ損をする!?

●最新の入居者ニーズと今後の市場動向
●即効性の高いリノベーション、設備導入
●ちょっとした工夫でできる空室対策とは
●管理会社・仲介との賢い付き合い方

●電力自由化が行われた理由とは
●なぜ、設備・品質そのままで電気代が安くなるのか
●どんな規模でも電気代が安くなる理由
●LED化など省エネ対策と相性抜群の料金プラン

●最新の光インターネット設備とは？
●知ってるようで知らない光と４Ｋ
●マンション市場におけるＩｏＴの進化
●【三種の神器（光インターネット・宅配ボックス・防犯カメラ）】
　導入による選ばれ続けるマンション作り
●導入事例の紹介

●無料インターネットと併せて簡単IoT賃貸住宅へ
●もしもの故障に無料で修理ができるサービスとは
●お子さまの安全・ご両親の見守りまでできるIoT
●スマホで開錠施錠できるスマートロックとは

最新入居者ニーズと賃貸市場の変化

マンション市場における【三種の神器】とはこれだ!!

9000室の空室解消実績
「かんたん!! 空室解消テクニック」

現役大家の工務店社長が教える
不動産投資「５つの流儀」

事例で解説！老後年金を作る
「低リスク不動産投資」

不動産オーナーの
失敗しない法人活用

共催：西日本電信電話株式会社

阪急グランドビル26階  8・10号室
地図　　参照

アットビジネスセンターPREMIUM大阪駅前 
1207号室（バンケットルームA）
地図　　参照

物件の将来を見据えた光ネット設備導入のご相談など

第1部・13：45～14：35 第1部・13：00～13：40

第3部・14：40～15：20

第4部・15：30～16：10

第2部・13：50～14：30

第2部・14：45～15：45

第3部・15：45～17：00

19（土）26（土） 12（土）
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開場・受付13：15～開場・受付13：15～ 開場・受付12：30～

定員50名定員50名 定員50名

無料
オーナーズ・スタイル

主催賃貸経営
　セミナー・相談会

ここが
ポイント

ここが
ポイント

会場 会場

SUUMO編集長と設備のプロが入居者のニー
ズや設備について解説。満室経営のノウハウ
が満載のセミナーです。

最近の入居希望者はどんな視点で部屋を選んでいるのか。求
めている設備・仕様・条件は何か。満室経営には欠かせない
知識を、大手ポータルサイトのSUUMO編集長が豊富な調査
データをもとににわかりやすく解説します。

何から学べば良いの？良いパートナー探しは？
など各分野のプロが不動産投資を成功に導く
ための全てを大公開！

得
梅田梅田 梅田

電力切り替えによる固定費
カットと最新の空室対策

固定費削減に関心のある方必見！

早く、効率良く決めるための最新空室対策

共用部の電気代がグッとおトクになる仕組みとは！

共催：東京電力エナジーパートナー株式会社
共催：Machidaグループ バル住宅販売株式会社

阪急グランドビル26階  8・10号室
地図　　参照

株式会社オーナーズ・スタイル 代表取締役 統括編集長
株式会社リクルート住まいカンパニー SUUMO編集長

関西事業本部（NTTマーケティングアクト 関西支店マネージャー）

東京電力エナジーパートナー株式会社 課長

株式会社エコホームズ 代表取締役

スリーアローズ税理士事務所 代表税理士

株式会社町田工務店 代表取締役 

バル住宅販売株式会社 店長

東京電力エナジーパートナー株式会社 課長

第1部・13：45～14：45

第2部・14：55～15：35

講師●上田 英貴講師●池本 洋一氏

講師●浅田 裕史氏 西日本電信電話株式会社

講師● 大野 勲氏

講師● 町田 泰次氏

講師● 福田 雅章氏

講師● 三矢 清史氏

講師●中本 雄彦氏

講師●伊藤 剛氏

ここが
ポイント

会場

固定費をカットする電力の切り替え方法や他物
件と差別化につながる設備や空室対策を紹介。
本誌編集長と設備のプロが徹底解説します。

個別相談
個別相談

第3部・15：45～16：25

第5部・16：10～17：00

88ページもご覧ください90ページもご覧ください 82ページもご覧ください
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住宅情報サイト「SUUMO」編集長として23
年にわたって住宅分野に携わり、住まいの情
報に精通。TVなどメディア出演も多数。

関西圏における賃貸・分譲マンション向けの
営業企画業務や、アライアンス営業・ソリュー
ションメニューの企画業務を行う。

お申し込み方法 以下のいずれかの方法でお申し込みください。

ハガキで

FAXで

ホームページで

電話で

http://owners-style.co.jp

503-3541-0135

本誌同封のA4サイズハガキに

ご記入の上投函ください（切手不要）

お問い合わせ・ご質問等はお電話でお願いします。開催の数日前に出席確認のお電話をさせていただくことがあります。

（「オーナーズスタイル」で検索可能）から来場予約フォームにご入力ください

本誌同封のA4サイズハガキを送信してください
70120-783-696

または203-3541-0083  ㈱オーナーズ・スタイル  平日9：30～18：30

入居者が安心、快適に暮らせる今話題のIoT賃貸

大阪府大阪市北区角田町８ｰ47
※32番街と表記されている阪急グランドビルの入口を入り、
メインエントランスの奥へ進むと、２箇所のエレベーターホールがありますので、
奥のエレベーターより26階へお越し下さい。
［交通］
阪急「梅田駅」（３階改札口）より徒歩３分
JR「大阪駅」（御堂筋南口）より徒歩３分
阪神「梅田駅」（東口）より徒歩５分
地下鉄御堂筋線「梅田駅」（６番出口）より徒歩３分
地下鉄谷町線「東梅田駅」（1番出口）より徒歩５分

大阪府大阪市北区梅田１丁目12－17 梅田スクエアビル12階
※１階にタリーズコーヒーが入っている、
大阪駅前南交差点の角地に位置するビルです。
※梅田エリアには２会場の
アットビジネスセンターがありますので、ご注意ください。
［交通］
JR「大阪駅」（中央南口）より徒歩２分
※地下から行く場合、ディアモール円形広場にある
「大阪市サービスカウンター」と「コクミン薬局」の間に入口があります。
阪神「梅田駅」（百貨店口）より徒歩２分
地下鉄四つ橋線「西梅田駅」（６番出口）より徒歩１分
地下鉄谷町線「東梅田駅」（９番出口）より徒歩３分
地下鉄御堂筋線「梅田駅」（14番出口）より徒歩２分

●阪急グランドビル

●梅田スクエアビル
アットビジネスセンターPREMIUM大阪駅前
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第4部・16：00～17：00

個別相談
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