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緊急事態宣言が延長されることが決まり、なかなか明るいニュースが訪れないこの頃ですが、みなさま、いかがお過ごしで

しょうか？今年は例年と比べ、暖かい日が多いように感じます。春の訪れ、ワクチン接種の開始といった明るいニュースの

中、みなさまのますますのご健勝をお祈りいたします。 

編集長 関東支部長 平田 真也 

 

☆LSP研究会報告☆ 

■関東支部 

リアルの展示会などは、また自粛ムードとなっていますが、振り返るとオンラインの展示会やセミナーを受ける機会が増えた

1 年でした。中でもインスタライブなど発信が簡単なものは積極的に使われていて、たまたま視聴したものから、感銘を受

ける機会も多くありました。企業や個人が発信することが容易になっていることから、今後の住宅・インテリアの考え方も転

換期を迎えているように感じています。会員のみなさまへの情報配信も形を変えて行っていきたいと考えております。何

卒、よろしくお願いいたします。 

                                            支部長 平田 真也 

  

■関西支部 

新型コロナウィルスが猛威をふるっておりますが少し気分を変え、大阪情報を一つ。 

関西の中心地大阪駅一帯は、開発が進んでおりますが、大阪駅北側の最後の一等地といわれる「うめきた」エリア。第

２期エリアとして「うめきた２期」地区が 2024 年に街開きをし、2027 年に全体開業の予定です。 

「みどりとイノベーションの融合拠点」をコンセプトにオフィス・マンション・商業施設・公園などからなる国内最大級のプロジェ

クトとなり、最大の特徴は 45,000 ㎡にも及ぶ広大な都市公園が設けられること、都心で自然が感じられる憩いの空間

と 10,000 人規模のイベントに対応する広場になるそうです。 

支部長 松永知則 

 

■札幌支部 

札幌市民にはおなじみの大通りの商業施設「IKEUCHI GATE」。昨年 6 月の閉館後、解体が進んでいましたが、次

の建築計画が示されたようです。新たな建物の設計は、プリツカー賞受賞の伊東豊雄氏率いる伊東豊雄建築設計事

務所。「せんだいメディアテーク」のような世界が注目する建築になるのでしょうか？来春が楽しみですね。 

https://hre-net.com/real_estate/49720/ 

札幌支部ではセミナー等のイベント開催に限らず、北海道内の LSP 活動活性化につながるアイデアを広く募集します。 

また、支部運営にかかわってくださるメンバーも募集しています。 

                       支部長 木塚真也  

LSP ライフスタイルプランナーニュース 



IHIO（Imported House Industries Organization） 一般社団法人 輸入住宅産業協会 事務局 

〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-1-3 ワールドインポートマートビル 6階 

TEL:03-3980-7311 FAX:03-3980-7312 E-mail:mail@ihio.or.jp  URL:http://www.ihio.or.jp 

☆IHIO事務局からのお知らせ  

  

■ 新型コロナ禍で生まれているすまいやリフォームに関するニーズやキーワードは「リモート、テレワーク、在宅勤務」や

「抗菌、抗ウイルス、換気、通風、非接触型設備（水栓等）」「快適な住み心地、室内環境性能の向上」など

が挙っているようです。新たな提案の切り口になりそうです。 

 

■【重要】 ライフスタイルプランナーの皆様に大切な情報等が届いていないケースが見受けられます。住所・電話・メー

ルアドレス等が変わりましたら、メール・FAX・電話等で協会までご連絡をお願い致します。 

TEL：03-3980-7311    FAX：03-3980-7312   メール：mail@ihio.or.jp 

 

■ 国交省公式ウェブマガジン『Ｇｒａｓｐ』（グラスプ）より注目記事 

 「鉄道×デザインのニューウェーブ」 前編・後編 

 株式会社ＧＫインダストリアルデザイン 代表取締役社長 朝倉重德 氏 

 https://www.magazine.mlit.go.jp/interview/vol25-c-1/ 

 

■ 気になる書籍  「北欧式インテリア・スタイリングの法則」 

著者はスウェーデンの人気インテリアデザイナー、フリーダ・ラムステッド氏。 

黄金比、三分割法、60:30:10+B の法則など、インテリア・スタイリングの基本を豊富な図解とともに解説。バラン

スのとれたプロポーション、色の組み合わせ方、照明の種類といった心地よい空間をつくるための基礎知識が学べる。 

B5 変形、240 ページ。税込 2640 円。 フィルムアート社（東京都渋谷区） 

 

■ 【IHIO・IHPC 共催オンラインセミナー】   「建築・インテリアデザインのトレンド予想～新しい時代へ～」  

 現在も続くコロナウイルス感染症問題の世界的な取り組みを経て、2021 度以降の建築・インテリアの 

デザインは、どのようなトレンドとなるのかを安多茂一氏に講演いただきます。あわせてヨーロッパにおける塗り壁、塗

料のトレンドを村上哲之介氏に発表いただきます。 

 【日 時】2020 年 3 月 9 日（火）14：00～15：40 

 【講 師】 安多 茂一 氏（安多化粧合板株式会社 代表取締役） 

【発 表】 村上 哲之介 氏（株式会社オンザウォール 代表取締役） 

【受講料】 無料 

【定 員】 50 名 

【主 催】 一般社団法人輸入住宅産業協会（IHIO) 

           IHPC（ATC 輸入住宅促進センター）［大阪市、アジア太平洋トレードセンター株式会社］ 

「ライフスタイルプランナー」(LSP) 単位認定講座となります。(2 単位) 

 申し込みは以下から 

https://www.atc-ihpc.com/eventseminar/20210204/5776/ 

 

 

mailto:mail@ihio.or.jp
https://www.magazine.mlit.go.jp/interview/vol25-c-1/
https://www.atc-ihpc.com/eventseminar/20210204/5776/
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■ 「地盤品質」セミナーのご案内（株式会社 地盤審査補償事業） 

今こそ自社の『地盤品質』を考える好機！ 「民法改正」「コロナ禍」の住宅業界を勝ち残る着眼点とは  

（講演テーマ） 

・「地盤調査と地盤改良工事」 その付加価値戦略とリスク対策 

・「安全な擁壁」を武器に差別化を考える 

・「業界唯一の地盤保険制度」安心のしくみとは 

開催日時    2021 年 2 月 26 日（金） 13:30～16:30 

開催会場   エッサム神田ホール 1 号館  東京都千代田区神田鍛治屋町 3-2-2  03-3254-8787 

参加定員   オンライン 100 名、 リアル 25 名 

参加申込方法 添付のちらし   QR コードよりお申込みください。 

「ライフスタイルプランナー」(LSP) 単位認定講座となります。(1 単位)   

 

■3 月 12 日（金）「JAPANSHOP 2021」 町田ひろ子セミナー 

テーマ：「認知症とアート―生き生きと暮らすための空間創造」 

進行中のプロジェクト事例から、アートを取り入れたインテリアコーディネート環境を通して、高齢者の住まいや暮らしを

ご提案します。 

セミナーは会場参加とオンライン参加が選べます。遠方の方はオンラインでご参加ください。 

（オンライン参加の申込みは後日 JAPANSHOP ホームページにて公開予定） 

https://messe.nikkei.co.jp/js/seminar/#seminar_140554 

  「ライフスタイルプランナー」(LSP) 単位認定講座となります。(1 単位)   

 

■ 当協会が所属する住宅生産団体連合会（住団連）を含む関係業界と環境省、国交省等関係省庁と連携し

て「みんなでおうち快適化チャレンジ」キャンペーンを実施しています。 

https://www.judanren.or.jp/activity/event.html#event 

 

■ 新型コロナウィルス感染症に伴う各種支援のご案内 

世帯や個人に対しての各種給付、貸付、猶予・減免及び中小・小規模事業者向け持続化給付金、家賃支

援給付金、雇用調整助成金、持続化補助金その他貸付等の確認が出来ます。 

https://corona.go.jp/action/ 

 

  ■ ライフスタイルリフォームアドバイザー（LSRA）は資格制度リニューアルのため、受験募集を中止しております。 

 

  ■ 会員の IBMF（国際建材設備産業協会）からのメルマガやセミナー情報を随時配信いたします。 

http://ibmf.or.jp/ 

 

■ 事務局はコロナ感染予防対策の緊急事態宣言発令を受けて一部時差通勤や交代出勤及びテレワークを実

施中です。 ご不便をおかけしますがご理解の程宜しくお願い致します。 

https://messe.nikkei.co.jp/js/seminar/#seminar_140554
https://www.judanren.or.jp/activity/event.html#event
https://corona.go.jp/action/
http://ibmf.or.jp/


住宅事業者様向オンラインセミナー 開催のご案内 

今こそ自社の『地盤品質』を考える好機！ 
‐ 「民法改正」、「コロナ禍」の住宅業界を勝ち残る着眼点とは ‐ 

 

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

激変する社会情勢の中、住宅を求めるお客様の価値基準の変化を捉え創意工夫されていることと存じます。   

当セミナーにご参加いただくことで新たな「気づき」に繋がり、お役立ていただけますと幸いです。        敬具 

                     
セミナー概要  

 

主催者代表あいさつ 

基調講演１ （リアル登壇 ※緊急事態宣言が解除されない場合はオンライン登壇） 

「地盤調査と地盤改良工事、その価格で大丈夫ですか！？」 

～ 地盤改良による付加価値戦略とリスク対策を考える。 ～   
     合同会社 for 神村 真 氏  

  

基調講演２ （オンライン登壇） 

大ピンチのコロナ禍を大チャンスに！ 

～ 「安全な擁壁」を造って差別化大作戦 ～   
     中鉢建設株式会社 代表取締役 中鉢 悟 氏  

 

本当に役立つ地盤審査制度と「保険」の関係 

～ 地盤審査制度・地盤保険「ThePERFECT10W」のご紹介 ～ 
株式会社地盤審査補償事業 制度事務局より 

   閉会 

 

日時 ： 令和３年 ２月26 日（金） 1３：３0～1６：３0  

申込方法 : 右記QRコードよりお申込み下さい。 

リアル会場 ： エッサム神田ホール １号館 
東京都千代田区神田鍛冶町 3-2-2 

Tel. 03-３２５４‐８７８７ 

申込締切 : 令和３年２月 19 日(金)  

参加定員 : オンライン 100名／リアル 25名 ※ 

          ※定員となり次第受付を終了いたします。 

【主催】 株式会社地盤審査補償事業   Tel. 03-6272-9814  Email. p10@mkcons.co.jp  

参加費用無料！  

参加申込用QR 

★リアル参加も選択可！※緊急事態宣言解除の場合  


