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「不動産テック業界 カオスマップ 最新版」を公表！
掲載 サービス ・掲載会 社が 173 に ⼤幅増加！カテゴリーの⾒直しも ！

不動産 テッ ク協 会(仮称)準備 委員 会は、
「不 動産 テック 業界 カオ スマ ップ 最新 版」を公 表いた します 。
不動産 テッ クに 精通す るコ ンサ ルタ ントや 、同 分野を 専⾨ とす るベン チャ ーキ ャピ タリス ト、 そして
不動 産 テッ ク協 会(仮称 )準 備 委員 会メ ン バー と とも に 、国 内不 動 産テ ッ クビ ジ ネス の市 場 機会 を明 ら
かにす るた めに 作成い たし まし た。
この度 、不動 産テッ ク協 会(仮 称)準備 委員 会は 、不 動産 テッ ク協会(仮称)の設⽴ 準備 を進 める なかで 、
不動産 テッ クカ オスマ ップ の作 成権 限を承 継す ること にな りま した。

不動産 テッ ク業 界カオ スマ ップ は、 不動産 テッ クに精 通す るコ ンサル タン トの 川⼾ 温志⽒ （株 式会社
NTT データ 経営 研究所 ）や 、株 式会 社 QUANTUM にて CSO を 務め る井上 裕太 ⽒、同分 野を 専⾨と す
るベン チャ ーキ ャピタ リス ト、 リマ ールエ ステ ート株 式会 社の 代表を 務め る⾚ ⽊正 幸らで ディ スカッ
ション を重 ね、国 内不 動産 テック の市 場構 造や 独⾃性 を網 羅的・多⾯ 的に 分析し て作 成し たも のです 。
この度 、不動 産テ ック 協会(仮称)準備 委員 会は 、不動 産テッ ク協 会(仮 称)の設⽴ 準備 を進 める なかで 、
不動産 テッ ク業 界カオ スマ ップ の作 成権限 を承 継する こと にな りまし た。
今後の マッ プ更 新等は 、不 動産 テッ ク協会 (仮 称)の 活動の １つ とし て展 開して まい りま す。
今回の 更新 によ って、 掲載 サー ビス ・掲載 企業 は 91 から 173 へ⼤幅 に増 加し まし た。
また、カ テゴ リー の⾒直 しに より、
「 業務 ⽀援 」を「仲介 業務 ⽀援」と「管理 業務 ⽀援」に分 割する と
ともに 、新 たに 「リフ ォー ム・ リノ ベーシ ョン 」を新 規創 設し ており ます 。
当マッ プの 検討 を通じ て得 られ た知 ⾒は、 今後 、様々 な⽴ 場で 不動産 テッ クビ ジネ スに関 与さ れる、
不動産 会社 、起 業家、 投資 家、 新規 事業開 発者 、コン サル タン ト、不 動産 鑑定 ⼠・ 弁護⼠ ・会 計⼠・
税理⼠ 等の 専⾨ 職等、 これ ら各 種プ レイヤ ーに とって 、市 場の 全体構 造を 理解 する ための 共有 知識と
して活 ⽤さ れ、 ⽇本の 不動 産市 場の 活性化 に貢 献する こと が期 待され ます 。
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