
ラウンジ

カタログ
展示コーナー
アライバル/ESS/
工房沙彩/東本願寺真宗会館

事務局/
次回出展相談カウンター

寺院運営設備
サービスゾーン

相続・終活サービスゾーン

供養・埋葬設備サービスゾーン

ペット供養
パビリオン

葬祭設備・運営支援ゾーン

金融資産/事業投資ゾーン

相続・家計対策ゾーン

不動産投資ゾーン

ブレイン

内田洋行
ITソリューションズ

ミマキ
エンジニアリング

関口
鐵工所

 PRAY for (ONE)

クレア

メルシー

イー・ライフ/
竹花

日本葬送文化学会

お墓メンテナンス本舗・
白木メンテナンス本舗

ワンズ
ライフ

 亘徳
（こうとく）

フルーツワールド

リュウコドウ マルエス

阪神総商

マイクロウェーブ
フォーシーズンズ

KAIKOSHA

イガラシ×
安井商店

サンメニー

グラドコ
ジャパン

成仏不動産
MARKS

オーシャン

万丈

ハース

いつでも
コール24

東海製蝋

アンカレッジ/
宿坊研究会

 中島晴薫堂

みんなの
つえ

コーリング 秀正堂

法月

葬儀専門音楽事務所
アシェル

アルマーク

コーワ

【相続専門】 
相続なんでも出張所

アルゴダンザ・
ジャパン

谷治新太郎
商店

海洋記念葬シーセレモニー

香蘭社

アルファ・ネットコンサルティング&デザイン/
アゴラデザインプロデュース

エスケー カワキタ

つむぎ
エンディングドレス
「光の庭」

MemorialDesign/
Smile Design Lab

池田
大仏堂

大額

ジャパン唐和/
志cocoro.

エイト印刷

HIBIKI
インターナショナル

葬儀の
口コミ

小島石材店　
３Ｄ測量事業部

エクミス

GTキャピタル
ファンド

ETOE

オールテック

川上織物

トリニティ・テクノロジー

極東産機

冲セキ（ベトナム材ご相談窓口）

いよせき

ファンテックス

終活カウンセラー
協会

ニューアクア
技術研究所

髙柳
（Takayanagi）

みんてら/鹿鳴堂/京王電鉄

フランス
ベッド

山田念珠堂

マイプレシャス

プレスルーム

レイセキ

トモエ
陶業

サントイ

洋服の青山

神棚の里

ジェック

萩原

すずなり

CLASSIX

ホゥリーズ

Buddha
concept

white 
clover

笑顔相続
サロン

LONITÉ

Swell

花研

エクシオ
テック

くにうみＡＩ証券KOYO証券

マネーアカデミー

スープ

工房
スカラベ

神戸
珠数店

SAMURAI
Security

スリーアローズ

スカイコート

メルシー

オリックス
生命保険

NoveLead

ジャパンフューネラルフラワー協会・ラムズイヤー

萬洋

副業アカデミー/
アクチュエス

ココザス/
ココ・ホーム

西村謄写堂

コペル

全国寺社観光協会×
和空プロジェクト

山口久乗

Field 
Alliance

キシマ

岡谷
グラニット

サンワード貿易

USTRUST

ワンライフ

西日本
石材職人の会

フィリピン・アセット
コンサルティング

鎌倉新書

遺族サポート

船井総合
研究所 万雄

MONEY
DOCTOR

ジェニー
レン

ビービーシー

たかはし

おくりびと
アカデミー

三洋/
ラフィックス

葬祭流儀

イー・アンド・
エス

タイムワールド

IFA法人
MK3
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S1-31 S1-33 S1-35

S1-36

S1-37

S1-40 S1-44 S1-50 S1-54

S1-59

S1-60

S1-61 S1-65

S1-66 S1-68

S2-5

S2-8 S2-12 S2-18 S2-22 S2-26 S2-30 S2-32

S2-35

S2-36

S2-39 S2-43

S2-44

S2-45

S2-46 S2-48

S2-49

S2-50

S2-53

S2-54 S2-60 S2-62

S2-65

S2-66

S2-67

S2-68

S3-1

S1-2

S3-5

S3-6 S3-12

S3-13S3-11 S3-17

S3-18

S3-21

S3-22

S3-25

S3-26

S3-29 S3-31

S3-32

S3-35

S3-36

S3-37 S3-39 S3-43

S3-44 S3-46

S3-47 S3-49

S3-50 S3-54
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S4-5
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S4-26

S4-29

S4-30 S4-36

S4-43

S4-44

S4-47 S4-53

S4-54

S4-55 S4-59

S4-60

S4-65

S4-66 S4-70

S5-5

S5-6

S5-11

S5-12

S5-17

S5-18

S5-19 S5-21

S5-22

S5-25

S5-26 S5-30

S5-31

S5-44 S5-48

S5-53

S5-54

S5-55

S5-60

S5-61

S5-66 S5-70

S6-25 S6-27 S6-29 S6-43

S6-44 S6-46

S6-47

S6-54 S6-56

S6-59

S6-60

S6-61

S6-62

S6-65

S6-66

S6-67 S6-69

S6-70

S1-12

S5-69

S3-8

S2-47

S1-56

S4-61

S6-72

グローバル・リンク・
マネジメント クラシコ

リバード・
インベスト

日本シー
ディーアール

FP・公認会計士 
アートリエール

セミナー会場

A

セミナー会場

B

セミナー会場

C

セミナー会場

D

セミナー会場

E

シェンタイ 
ジャパン マーケティング 
インターナショナル

ドリームプロジェクト/
ドリームアシスト/
DUAL PARTNERS

セミナー会場

F
セミナー会場

G
ケータリングカー
ラウンジ

◀ 通 路 ● ▶4

◀ 通 路 ● ▶3

◀ 通 路 ● ▶2

◀ 通 路 ● ▶1

◀ 通 路 ● ▶6

◀ 通 路 ● ▶5

南１ホール出入口(2F) 南2ホール出入口(2F)

展示会場へ(1F)展示会場へ(1F)

プレス受付

日本動物葬儀霊園協会/
東京ローソク製造/
たかしまFPサービス/
薬王寺地蔵会/ロングライト/
リケンビジュアルアート/
平岡銅器着色所/
般若工芸

カーベル　
ペットの旅立ち

ライフエンディング
テクノロジーズ/
GMOイプシロン

インター
ジャンク

  八木
（和bi匠）

全国石材
施工協会

ART TANAKA/
おだやか堂本舗

スクウェア/
会津桐タンス

アッシュ
オン

心結 家じまいアドバイザー協会/
トータルプロデュース モコ/メルコ/
ZEROPLUS/アイカラー/スリーマインド/
相場屋/ココピア/EBSカンパニー/office 双葉

沖縄海洋
墓標会

都民シルバー
サポートセンター

南展示棟2Fコンコース ◀国際展示場駅/
   東京ビッグサイト駅

南棟立体駐車場▶受   付

2023年8月29日（火）～31日（木）、東京ビッグサイト
南展示棟にて開催決定！ 資料配布＆優先予約受付中！

お目当てのブースの探し方

（株）萩原　S4-36
通路番号 位置番号

通路番号は会場下→上にかけて、
位置番号は会場左→右にかけて、
大きくなります。

エピローグ
コンサルティング

S5-73

相続診断
協会ブルー

オーシャンスターズ

南展示棟1F

タイム
リープ

ART TANAKA（同）/おだやか堂本舗 S4-59
IFA法人MK3（株） S5-25
（株）USTRUST S1-6
（有）アッシュオン S3-67
（有）アルゴダンザ・ジャパン S2-32
（株）アルファ・ネットコンサルティング&デザイン/
アゴラデザインプロデュース S2-60

アルマーク（株） S3-49
（株）アンカレッジ/宿坊研究会 S3-17
（株）イー・ライフ/（株）竹花 S3-55
（有）イー・アンド・エス S4-61
（株）イガラシ×（株）安井商店 S3-18
（株）池田大仏堂 S3-47
遺族サポート S1-56
（株）いつでもコール24 S3-32
いよせき（株） S6-59
一級建築士事務所（株）インタージャンク S1-59
（株）内田洋行ITソリューションズ S5-61
エイト印刷（株） S3-43
笑顔相続サロン S6-69
（株）エクシオテック S3-62
（株）エクミス S6-65
（有）エスケー S1-18
（株）ETOE S6-25

エピローグコンサルティング（株） S3-50
FP・公認会計士 アートリエール S4-2
エンディングドレス「光の庭」 S1-31
（株）オーシャン S5-66
オールテック（株） S2-66
（株）岡谷グラニット S6-54
（株）冲セキ（ベトナム材ご相談窓口） S4-55
（一社）沖縄海洋墓標会 S6-70
（株）おくりびとアカデミー S3-54
お墓メンテナンス本舗・白木メンテナンス本舗 S6-61
オリックス生命保険（株） S3-8
（株）カーベル ペットの旅立ち S4-65
KAIKOSHA S3-46
海洋記念葬シーセレモニー S3-37
花研 S3-53
（株）鎌倉新書 S2-68
神棚の里 S2-35
川上織物（株） S3-69
（株）カワキタ S1-26
（株）神戸珠数店 S1-66
（株）キシマ S4-70
極東産機（株） S2-48
くにうみＡＩ証券（株） S4-12
（株）クラシコ S3-11

CLASSIX（株） S5-60
グラドコジャパン（株） S3-22
（株）クレア S6-60
（株）グローバル・リンク・マネジメント S3-1
（株） 亘徳(こうとく) S5-21
工房スカラベ S3-39
KOYO証券（株） S4-6
（株）香蘭社 S4-43
（株）コーリング S2-18
（株）コーワ S2-26
ココザス（株）/（株）ココ・ホーム S5-6
（株）志cocoro. S3-36
（有）小島石材店 ３Ｄ測量事業部 S2-62
（株）コペル S1-12
SAMURAI Security（株） S4-47
サントイ（株） S3-68
（株）サンメニー S4-21
（株）三洋/（有）ラフィックス S1-54
サンワード貿易（株） S5-5
GTキャピタルファンド（株） S1-17
（株）ジェック S4-18
（同）ジェニーレン S5-69
シェンタイ ジャパン マーケティング インターナショナル（株） S1-11
（株）ジャパン唐和 S3-36

（一社）ジャパンフューネラルフラワー協会・ラムズイヤー（株） S6-27
（一社）終活カウンセラー協会 S6-66
（株）秀正堂　 S2-22
成仏不動産 （株）MARKS S3-26
（一社）心結 家じまいアドバイザー協会/（株）トータル
プロデュース モコ/（有）メルコ/ZEROPLUS（株）/
（株）アイカラー/（株）スリーマインド/（株）相場屋/
（株）ココピア/（株）EBSカンパニー/（株） office 双葉

 S6-67

（株）Swell S4-54
（株）スープ S2-39
スカイコート（株） S2-12
（有）スクウェア/会津桐タンス（株） S3-65
すずなり S2-44
（株）スリーアローズ/（株）エアサポ S5-11
（有）関口鐵工所 S6-44
（一社）全国石材施工協会 S6-56
葬儀専門音楽事務所アシェル S3-29
葬儀の口コミ S5-31
葬祭流儀 S2-45
（一社）相続診断協会 S5-73
【相続専門】（一社）相続なんでも出張所 S2-30
大額（株） S2-49
タイムリープ（株） S1-50
（株）タイムワールド S3-5

（株）たかしまFPサービス S3-73
（有）たかはし S2-47
髙柳（株）（Takayanagi Co., Ltd） S5-30
（株）竹花 S3-55
つむぎ（株） S1-19
（株）東海製蝋 S1-33
東京ローソク製造（株） S3-73
NPO法人 都民シルバーサポートセンター S6-72
トモエ陶業（株） S1-68
（株）ドリームプロジェクト/（株）ドリームアシスト/
（税）DUAL PARTNERS S1-2

トリニティ・テクノロジー（株） S4-44
（株）中島晴薫堂 S1-36
（一社）西日本石材職人の会 S4-53
（有）西村謄写堂 S4-20
日本シーディーアール（株） S5-22
日本葬送文化学会 S6-29
（一社）日本動物葬儀霊園協会 S3-73
（株）ニューアクア技術研究所 S5-19
（株）NoveLead S3-13
法月（株） S3-25
（株）ハース S2-36
（株）萩原 S4-36
（株）万丈 S3-44

（株）阪神総商 S5-54
（株）般若工芸 S3-73
（株）万雄 S2-67
（株）ビービーシー S3-6
（株）HIBIKIインターナショナル S1-37
平岡銅器着色所 S3-73
（株）ファンテックス S1-60
（株）Field Alliance S2-46
（一社）フィリピン・アセットコンサルティング S2-5
（株）フォーシーズンズ S4-66
副業アカデミー/（株）アクチュエス S4-5
Buddha concept S2-50
（株）船井総合研究所 S2-65
フランスベッド（株） S2-43
（株）ブルーオーシャンスターズ S5-70
フルーツワールド S4-29
（一社）PRAY for (ONE)  S6-47
ブレイン（株） S3-31
（株）ホゥリーズ S6-43
（株）white clover S3-66
（株）マイクロウェーブ S4-60
（株）マイプレシャス S2-54
（一社）マネーアカデミー S5-12
MONEY DOCTOR S3-12

会場MAP&
セミナーガイド

あ

あ

企業名 ブースNo. 企業名 ブースNo. 企業名 ブースNo. 企業名 ブースNo. 企業名 ブースNo. 企業名 ブースNo. 企業名 ブースNo.

（株）マルエス S4-30
（株）萬洋 S1-40
（株）ミマキエンジニアリング S6-62
みんてら/鹿鳴堂（株）/京王電鉄（株） S6-46
（同）みんなのつえ S3-21
MemorialDesign（株）/（同）Smile Design Lab S1-35
（株）メルシー                                     S1-5/S5-26  
（株）八木（和bi匠） S1-61
薬王寺地蔵会 S3-73
（有）谷治新太郎商店 S3-35
（株）山口久乗 S5-53
（株）山田念珠堂 S3-59
洋服の青山 S4-25
ライフエンディングテクノロジーズ（株）/GMOイプシロン（株） S1-65
リケンビジュアルアート（株） S3-73
（株）リバード・インベスト S2-8
（株）リュウコドウ S4-26
（株）レイセキ S5-55
LONITÉ S5-44
ロングライト S3-73
（一社）全国寺社観光協会×（株）和空プロジェクト S5-48
（株）ワンズライフ S5-17
（株）ワンライフ S5-18

か

か

さ

さ

た

た

は

な

は

ま

ま

わ

ら

や

■会期：2022年 8月31日（水）～9月2日（金・友引） ■会場：東京ビッグサイト　南1・2ホール　■主催：TSO International株式会社

※体調の優れない方、37.5度以上の熱の
　ある方などは医師・看護師の判断により
　入場をお断りさせていただく場合がござ
　います。感染症対策の一環として、セキュ
　リティを高めた運営にご理解とご協力を
　お願いいたします。
※感染症対策ガイドラインは、変更になる
　場合がございます。
※政府・会場・日本展示会協会のガイド
　ラインに従い、最新のもので運営いた
　します。

第
9
回

第
２
回



A-1
11:00~12:30

シニア世代とご家族に必要とされる
「人生100年時代のライフエンディングカンパニー」への進化とは。

「専門葬儀社の生き残り戦略」を考える

葬儀社が樹木葬を事業化した事例紹介

播島 聡氏　燦ホールディングス（株） 代表取締役社長　

青木 誠氏　（株）日比谷花壇 ライフサポート事業統括部 統括部長

安部 由美子氏　（一社）日本葬祭コーディネーター協会 代表理事

宿原 寿美子氏　（株）キュア・エッセンス 代表取締役、死化粧師&Restorative artist

武藤 頼胡氏　（一社）終活カウンセラー協会 代表理事 

緑間 浩市氏　(株)冲セキ 代表取締役　

神山 豊江氏　（一社）沖縄海洋墓標会 統括部長
武藤 頼胡氏　（一社）終活カウンセラー協会 代表理事、（一社）沖縄海洋墓標会 顧問

屋宜 明彦氏 （一社）心結 家じまいアドバイザー協会 代表理事
荒津 寛氏　 ZEROPLUS（株） 代表取締役
藤原 明裕氏 （株）ココピア 代表取締役
花輪 隆俊氏 （株）トータルプロデュースモコ 代表取締役
比嘉 計氏　 （株）office双葉 代表取締役

長谷川 剛氏　（株）樹木葬研究会 代表取締役、樹木葬事業化コンサルタント

檀家制度はもう限界なのか？

パネラー
池 和明氏  （有）いけ 代表取締役、全日本葬祭業協同組合連合会 理事
伊藤 雄介氏　（株）綾川葬祭 代表取締役
司会　
林 三弘氏  （有）いばそう企画 代表取締役、茨城中央葬祭業協同組合 理事長

戸松 義晴氏　浄土宗心光院 住職、浄土宗総合研究所 副所長
松本 紹圭氏 未来の住職塾 塾長
薄井 秀夫氏　（株）寺院デザイン 代表取締役

D-2
13:00~14:30

D-3
15:00~16:30

B-1
11:00~12:30

B-2
13:00~14:30

B-3
15:00~16:30

C-1
11:00~12:30

C-2
13:00~14:30

C-3
15:00~16:30

D-1
11:00~12:30

A-2
13:00~14:30

A-3
15:00~16:30

8月31日（水）のセミナー・セッション

宿坊・お寺の民泊を考える

お仏壇のはせがわが考えるアフターコロナのデジタル戦略

何故、葬儀に使うお花は「白菊」なのか？
時代と共に移り変わる顧客ニーズの中、我々、葬儀社は現状のままで生き残れるのか・・・

どの場面にも活かせる接遇術
（姿勢・お辞儀・指し示しの範囲・相手と話す時の距離感のポイント、 
声かけの位置と席までの案内）

『新たなエンゼルケアとは！？』～医療・介護からの信頼を得る為に～

新しい提案「終活式」

沖縄の新しい供養「海洋納骨さんご葬」～散骨ではなく選ばれている理由～

拡大する遺品整理市場の裏側！集客に苦しむ単発ビジネスをリピートに変える新たな戦略

ガラス・ベトナム材・ソープストーンを活用した墓石やWEB販売出来るグッズの紹介。

菊池 雄大氏  おおま宿坊 普賢院 院代
佐々木 教道氏  日蓮宗妙海寺 住職、(一社)寺子屋ブッダ 理事
佐藤 真衣氏 （株）シェアウィング 代表取締役
コーディネーター
星野 哲氏　 立教大学社会デザイン研究所研究員

田中 秀昌氏　（株）はせがわ 執行役員 営業企画グループ デジタル推進部長
白鳥 幸一氏　（株）鎌倉新書 仏壇事業部 部長

越智 洋平氏　(株)マイクロウェーブ 取締役

【経営者様必見】既に170社以上が導入している、葬儀単価アップの仕組みをご紹介

黒田 泰氏　 (株)オーシャン 代表取締役

宮原 翔太氏　京王電鉄（株） 事業推進部 主任　
阿部 勉氏　 （株）成世南海堂 代表取締役　

葬儀後のアフターサポートで収益アップ！

寺院様向け！寺の個性を活かす「消費者目線」のお墓づくり

E-2
12:00~12:30

E-3
13:00~13:30

E-4
14:00~14:45

磨 和寛氏　トリニティ・テクノロジー（株） 代表取締役CEO　

ライフエンディング業界の新たな顧客生涯価値の向上を
「エイジテックサービス」で実現する

E-6
15:45~16:30

E-1
11:00~11:30

シェンタイ ジャパン マーケティング インターナショナル（株）

これからの資産分散に!家賃保証140%・買取170%付きのマレーシア不動産F-10
15:00~15:30

佐藤 恵介氏　（株）スリーアローズ 投資事業部 部長

利回り70％超えも実現!?
不動産投資では決して実現できない高利回りの最先端資産運用！

F-1
11:00~11:45

・掲載情報は2022年8月23日現在のものとなります。　
・セミナー内容、講師、スケジュールは変更となる場合がございます。最新情報はHPをご確認ください。
・セミナー中の事故・怪我・その他トラブルについては事務局は一切の責任を負いかねます。　
・セミナーの録音・撮影は禁止しております。

増え続ける墓じまいに伴って急速に強化される規制。それに対応するための
産業廃棄物の取り扱いのノウハウを取得！！これからは、絶対に必要です

売上アップセミナー出張版！！
「売上アップのための情報活用事例紹介」インボイス制度、電帳法ってなに？

業界３メディアによるパネルディスカッション。コロナ禍でもできる
石材店の売上ＵＰ・顧客満足度ＵＰ～その方法とは～

9月1日（木）のセミナー・セッション 9月2日（金/　　）のセミナー・セッション

緑間 浩市氏　(株)冲セキ 代表取締役　

ガラス・ベトナム材・ソープストーンを活用した墓石やWEB販売出来るグッズの紹介。

宮原 翔太氏　京王電鉄（株） 事業推進部 主任　
阿部 勉氏　 （株）成世南海堂 代表取締役　

寺院様向け！寺の個性を活かす「消費者目線」のお墓づくり
宮原 翔太氏　京王電鉄（株） 事業推進部 主任　
阿部 勉氏　 （株）成世南海堂 代表取締役　

寺院様向け！寺の個性を活かす「消費者目線」のお墓づくり

長谷川 翔氏　（株）スリーアローズ 代表

『新しい相続の形』～後世へ残す年間100万円の不労所得～G-6
11:00~11:45

G-8
13:00~13:30

A-4
11:00~12:30

葬祭業特化型システムで業務効率改善とアフター売上を3倍に

CMでお馴染みのラクスル。葬儀・終活事業者が今実践すべき「エリアマーケティング」とは？
ー販促活動をオフライン・オンラインで効率よく行う方法ー

どこまで続くか小規模葬儀式場の建設
～実際にどのような葬儀式場が建設されているのかを具体的な事例を元に展望～

白石 和也氏　ライフエンディングテクノロジーズ（株） 代表取締役

大越 友博氏　ラクスル（株） 集客事業部 部長

井比 宏育氏　（一社）全国石材施工協会 代表理事、（株）井比石材工業 代表取締役

中島 仁氏　（株）内田洋行ITソリューションズ 首都圏事業本部コンストラクション事業部MICS営業部 部長　

パネリスト
山口 康二氏　日本石材工業新聞社 社長　
中江 庸氏　　（株）石文社 代表取締役　
藤田 吉雄氏　（株）鎌倉新書 お墓事業部 営業ユニットコンサルティンググループ　
司会・進行
西村 周子氏　（一社）日本石材産業協会 女性ネットワーク委員会 委員長

木野島 光美氏　日本冠婚葬祭司会アテンダント検定協会 代表理事

光田 卓司氏　（株）船井総合研究所 M&A支援室 マネージング・ディレクター

菊池 聖雄氏　（一社）空き家再生協会 代表理事、千葉県相続診断士会 会長、オハナホーム（株） 代表取締役

黒田 泰氏　オーシャングループ、（一社）身元保証相談士協会® 代表理事

桂 ひな太郎氏　落語家　
三遊亭 萬窓氏　落語家　
小川 実氏　　　（一社）相続診断協会 代表理事

武藤 頼胡氏　（一社）終活カウンセラー協会 代表理事 

原田 春男氏　（株）アルファ・ネットコンサルティング＆デザイン 代表取締役
佐藤 善彦氏　（株）インタージャンク 代表取締役
塚本 優氏　　終活・葬送ジャーナリスト

D-5
13:00~14:30

D-6
15:00~16:30

B-4
11:00~12:30

B-5
13:00~14:30

B-6
15:00~16:30

C-4
11:00~12:30

C-5
13:00~14:30

C-6
15:00~16:30

D-4
11:00~12:30

A-5
13:00~14:30

A-6
15:00~16:00

With コロナ 家族葬司会の心構えと式の質を変える３つのポイント

葬儀業界のＭ＆Ａの実話。～2040年問題に向けて葬儀社のＭ＆Ａが加速する～

葬儀社が行うWEB対策とは！～リスティング・SEO・MEOは有効なのか！？～
《葬儀WEB集客で一番重要なものとは..》

お客様満足度と売上up両立の秘訣
～ライフエンディングプラットフォームが捉えるお客様ニーズの変化を一挙公開～

ＮＫ東日本（株）

納棺師による湯灌・納棺の儀デモンストレーション
～簡易型浴槽のご紹介～

空き家再生のプロ「空き家再生士」が伝える、困った空き家予防と対策方法。

落語で学ぶ相続セミナー 相続落語「天国からのラブレター」「形見の脇差し」

終活の第一人者が考えるおひとり様の終活サポート

身寄りのない高齢者の葬儀供養の生前契約！

E-8
12:00~12:45

E-7
11:00~11:30

E-13
11:00~11:45

田中 元気氏　（株）阪神総商 代表取締役

「樹木葬霊園」「納骨堂」「屋内墓所」「一般霊園」の開発・事業研究
～TERASU PROJECT（パートナー制度）～

E-14
12:00~12:45

小嶋 博文氏　（有）小島石材店 代表取締役　

測量ドローンで霊園を高精度３Ｄモデル化！
誤差±２cm！「全国寺院霊園３Ｄシステム」

E-10
14:00~14:30

花原 浩二氏　成仏不動産 （株）ＭＡＲＫＳ 代表取締役　

これさえ聞けば丸わかり！不動産ビジネスでがっちり！E-11
15:00~15:30

小林 昌裕氏　（株）レベクリ 代表取締役　　

節税目的だけで不動産を買うと失敗します！正しい一棟アパート購入＆区分売却セミナーF-6
11:00~12:30

E-9
13:00~13:30

A-7
11:00~12:30

コロナ禍を凌駕。ティアが描く今後の成長戦略。

築地本願寺とお寺のＤＸ

『変わりゆくお仏壇のカタチ』と『変わらないご供養の意義』

『葬祭事業の新戦略！今だからこそ取り組むべき中長期顧客の活かし方』

『変わった葬儀屋の奮闘記』田舎の小さな葬儀屋ですが何か？

小野寺 秀友氏　エピローグコンサルティング（株） 代表、（一社）家族カルテ倶楽部 代表

平野 清隆氏　かじや本店（株） 代表取締役

安永 雄玄氏　浄土真宗本願寺派築地本願寺 代表役員宗務長
池邊 文香氏　せいざん（株）取締役

私が考えるデジタル時代の葬送の再定義とIoTの活用
増井 康高氏　ひだまり手帳（同）代表社員、（株）デジタル・Ai 取締役副社長、　　
 WEBコミュニティ「デジタル終活グループ」管理人

橋爪 謙一郎氏　（株）ジーエスアイ 代表取締役、（一社）グリーフサポート研究所 代表理事

片野 圭一郎氏　（株）とね屋 取締役

造花に対する認識がかわる明日から使いたくなる最新情報

岩田 弘美氏　（一社）ジャパンフューネラルフラワー協会 代表理事、仏華デザイナー

玉置 妙憂氏　看護師、ケアマネ、僧侶、スピリチュアルケア師 非営利(一社) 大慈学苑 代表

冨安 徳久氏　（株）ティア 代表取締役社長　

吉安 大輔氏　（株）はせがわ 執行役員 経営企画部長

篠﨑 新悟氏　（株）よりそう 取締役副社長 COO

D-8
13:00~14:30

D-9
15:00~16:30

B-7
11:00~12:30

B-8
13:00~14:30

B-9
15:00~16:30

C-7
11:00~12:30

C-8
13:00~14:30

C-9
15:00~16:00

D-7
11:00~12:30

A-8
13:00~14:30

A-9
15:00~16:30

～グリーフサポート×葬祭ビジネス～「グリーフサポートのための葬儀とは」

時代の流れを読む～生き方逝き方を考えるスピリチュアルケア～

パネリスト
吉川 美津子氏　（株）アルック 代表 社会福祉士
茶屋元 崇喜氏　（株）ファイン 統括本部長 社会福祉士
川上 恵美子氏　（株）ファイング 社会福祉士
モデレーター
村田 ますみ氏　（株）ハウスボートクラブ 代表取締役会長CEO

エンディング×社会福祉～生と死をつなぐ葬送ソーシャルワーカーの実践～

磨 和寛氏　トリニティ・テクノロジー（株） 代表取締役CEO

ライフエンディング業界の新たな顧客生涯価値の向上を
「エイジテックサービス」で実現する

E-16
13:45~14:30

中村 敏之氏　イオンライフ（株） 代表取締役社長　

市場の変遷を踏まえた顧客変化予測とイオンライフの成長戦略E-17
15:00~16:00

安藤 義人氏　ココザス（株） 代表取締役 CEO　

家賃保証・買い戻し特約付き 急成長エリア！ウランバートル（モンゴル）不動産F-14
15:00~15:30

小林 昌裕氏　(株)レベクリ 代表取締役　　

節税目的だけで不動産を買うと失敗します！正しい一棟アパート購入＆区分売却セミナー F-13
13:00~14:30

竹下 佳孝氏　（株）イデココンサルティング 代表取締役　

金融機関は絶対教えない「未来を築く賢い資産運用」G-14
13:00~13:30

松岡 弘頼氏　IFA法人MK3（株） 法人資産運用部 IFA

「損していませんか？人気金融商品に潜むワナ～お寺に強いIFAのセカンドオピニオン～」G-15
13:45~14:30

冨中 則文氏　（株）幻冬舎アセットマネジメント IFA事業室 室長

金融資産１億円以上の方のための「本来あるべき資産運用法」
～資産保全の為のオルタナティブ活用法～

G-16
15:00~15:30

賀集 一弥氏　オリックス生命保険（株）

賢いお金のふやしかた・守りかた～初心者向け、やさしい大人のマネー講座～G-12
11:00~11:45

安藤 義人氏　ココザス（株） 代表取締役 CEO

一棟不動産の成功法則～経済的自由を手にする投資手法～F-7
13:00~13:30

髙橋 文行氏　くにうみＡＩ証券（株） 執行役員 オルタナティブ・インベストメント・プロダクト部長

金融市場の混乱期に強い「マルチ・ストラテジー・ヘッジ・ファンド」の必要性

松岡 弘頼氏　IFA法人MK3（株） 法人資産運用部 IFA

「円安・物価上昇で上がる修繕費！～お寺に強いIFAが教える資産運用のコツ～」G-10
15:00~15:45

二本柳 直人氏　ＫＯＹＯ証券（株） 企画部 調査課 ストラテジスト

「ゲームチェンジ ― インフレ時代の投資戦略」G-9
14:00~14:45

李 遠氏　くにうみAI証券（株） 代表取締役社長　

資産運用：世界の名門ヘッジファンド商品を日本の「個人投資家」に提供
～10万ドルから投資できる世界の名門ヘッジファンドとは～

G-1
11:00~11:30

坂本 慎太郎氏　こころトレード研究所 所長　

年齢別資産形成の考え方と手法公開G-3
13:15~14:45

松岡 弘頼氏　IFA法人MK3（株） 法人資産運用部 IFA　

「損していませんか？人気金融商品に潜むワナ～お寺に強いIFAのセカンドオピニオン～」G-5
15:45~16:30

サンプル 

人生100年時代を豊かにするための資産運用術F-5
16:00~16:30

薗部 智氏　ココザス（株） コンサルティング.Div

上原 一夫氏　スカイコート（株）

相続税対策×人生100年時代×コンパクトマンションF-3
14:00~14:30

シェンタイ ジャパン マーケティング インターナショナル（株）

これからの資産分散に!家賃保証140%・買取170%付きのマレーシア不動産F-4
15:00~15:30

【聴講無料】葬儀・終活・相続・資産運用に関する専門セミナーを3日間開催！ 

花島 宣勝氏　深代会計事務所 所長
髙橋 慎吾氏　（株）グローバル・リンク・マネジメント アセットマネジメント営業部 課長代理

100％カットも夢じゃない！？
相続税をゼロに近づけるために有効な賃貸用不動産【前編】

F-8
14:00~14:30

A会場にて開催- セミナーNo.のアルファベットが会場名です。　A -1
- セミナー会場（A～G）は表面のMAPを参照ください。
- 当日空席のあるセミナーは受講可能ですので会場へ直接お越しください。




