報道関係各位
2018 年 6 ⽉ 19 ⽇
リマールエステート株式会社

不動産テック協会準備委員会が、
不動産テックセミナーを７⽉１０⽇（⽕）に永⽥町で開催！
〜 不動産テック協会設⽴準備セミナー第２弾！ 協会概要と海外不動産テック 〜
不動産テック協会準備委員会は、不動産テック協会設⽴準備セミナー第２弾！として、
不動産テックセミナーを、
７⽉１０⽇（⽕）に、GRID 6F Attic（永⽥町）にて開催いたします。セミナー内容は、
「不動産テック協会の概要
発表と設⽴時理事によるパネルディスカッション」と「海外不動産テックの最新情報と⽇本の不動産業界へのイ
ンパクト（講師：三井不動産株式会社 北崎朋希⽒、WeWork Japan 豊⽥慧 Design Director）
」となります。

■セミナー概要
・⽇ 時：2018 年 7 ⽉ 10 ⽇（⽕）19:00〜22:00（受付開始 18:30）
・会 場：GRID 6F Attic（永⽥町）
・住 所：東京都千代⽥区平河町 2-5-3 Nagatacho GRID 6 階
・主 催：不動産テック協会準備委員会
・参加費：5,000 円（参加費は当⽇会場払い、領収書は⽀払い時に発⾏）
・定 員：180 名（要予約）
・申込 URL： https://retech.doorkeeper.jp/events/75514

■セミナープログラム
・18:30- 受付開始
・19:00- 開演
・19:05- 第 1 部 不動産テック協会の概要発表と設⽴時理事によるパネルディスカッション
・19:40- 第 2 部 海外不動産テックの最新情報と⽇本の不動産業界へのインパクト
・21:00- 中締め
・21:05- 第３部 歓談・交流
・22:00- 終了

■セミナー登壇者
・第 1 部：不動産テック協会の概要発表と設⽴時理事によるパネルディスカッション
渥美坂井法律事務所 落合孝⽂ 弁護⼠
株式会社 ZUU ⼀村明博 取締役
ダイヤモンドメディア株式会社 武井浩三 代表取締役
リマールエステート株式会社 ⾚⽊正幸 代表取締役
・第 2 部：海外不動産テックの最新情報と⽇本の不動産業界へのインパクト
三井不動産株式会社 北崎朋希
WeWork Japan 豊⽥慧 Design Director
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■渥美坂井法律事務所 落合弁護⼠について
慶應義塾⼤学理⼯学部数理科学科卒業、同⼤学院在学中に旧司法試験合格。森・濱⽥松本法律事務所（東京、北
京）での約９年の勤務を経て、渥美坂井法律事務所に参画し現在はパートナー。
⼀般社団法⼈ Fintech 協会分科会事務局⻑、⼀般社団法⼈ブロックチェーン協会リーガルアドバイザー、⼀般社
団法⼈データ流通推進協議会監事等の団体の運営にかかわるほか、官公庁の検討会等の委員を複数務める。業務
上も、IoT・AI、Fintech に関する業務のほか、約１０年にわたり不動産の実取引を扱っている。

■株式会社 ZUU について
⽉間 360 万⼈のユーザーが集まる"お⾦と時間のプラットフォーム"『ZUU online』の運営、⾦融機関向け Fintech
推進コンサルティング、デジタルマーケティング⽀援などを⾏い、主に⾦融、不動産分野において Tech 化を推
進している。
数々のピッチイベントやアワードに参加しており、有限責任監査法⼈トーマツ「2016 年度 ⽇本テクノロジー
Fast50」にて過去 3 決算期の収益（売上⾼）に基づく成⻑率 5,196％を記録し、⽇本 No.１を獲得。他にも、⽶
RedHerring 主催『2016 Red Herring Global Top 100 Winners』を受賞。

■ダイヤモンドメディア株式会社について
「不動産業界における健全なマーケットの育成」をコンセプトに仲介業者・管理会社・不動産オーナー向けサー
ビスを開発・提供するテクノロジーベンチャーです。取引実績は東急住宅リース、三井不動産レジデンシャルリ
ース、ミサワ MRD、アンビションなど、200 社以上。
2007 年の会社設⽴時より経営の透明性をシステム化。
「給与・経費・財務諸表を全て公開」
「役職・肩書を廃
⽌」
「働く時間・場所・休みは⾃分で決める」
「起業・副業を推奨」
「社⻑・役員は選挙と話し合いで決める」と
いった独⾃の企業⽂化は、
「管理しない」マネジメント⼿法を⽤いた⽇本初のホラクラシー企業としても注⽬さ
れています。2017 年ホワイト企業⼤賞受賞。

■リマールエステート株式会社について
「不動産テックカオスマップ」を 2017 年 6 ⽉に共同発表し、不動産テック事業と不動産事業の相乗効果を追求
するなかで、新たな不動産事業価値を⽣みだし続ける不動産テック企業。
ニッセイ・キャピタル株式会社が主催する「アクセラレーションプログラム 50M」に、不動産テックスタートア
ップとして採択され増資を受けるなど、不動産業界の IT 活⽤促進と労働⽣産性向上を追求している。不動産売買
仲介プラットフォーム「キマール」を開発提供するとともに、不動産会社への不動産テック活⽤コンサルティン
グを提供。

■三井不動産株式会社 北崎朋希⽒について
2006 年に野村総合研究所⼊社。都市政策や不動産開発・投資に関する調査研究やコンサルティングに従事。2015
年から 2017 年まで三井不動産アメリカで不動産開発・投資に関する調査研究に従事。2018 年から三井不動産に
おいて国内外の都市政策や不動産開発・投資に関する調査に携わる。2016 年から⽇経不動産マーケット情報で
「不動産テックの攻防」を連載中。筑波⼤学システム情報系社会⼯学域⾮常勤講師。
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■WeWork Japan 豊⽥慧 Design Director について
2006 年に NY の RafaelVinolyArchitects ⼊社．2007 年から 2009 年まで RafealVinolyArchitects のロンドン⽀
社で、BatterseaPowerStation 再開発や２０FenchurchStreet オフィスビルの設計に従事．2009 年に NY へ戻
り、20017 年まで NY の４３２ParkAvenue ⾼層住宅の設計や、アジアで複数の複合施設プロジェクトの設計に
従事．2018 年 1 ⽉ WeWork に⼊社し、企業相⼿のエンタープライズ事業に携わる。

■WeWork について
WeWork は、企業や⼈々が共に成⻑するワークスペースの世界的なネットワークです。ただの建物を、クリエイ
ティビティやアイデア、⼈と⼈のつながりに溢れるダイナミックな場に作り変えます。もともとは起業家やフリ
ーランス、⼩さな企業のためのソリューションとして始まりましたが、WeWork が提供するフレキシビリティや
サービス、コミュニティは⼤⼩関わらず多くの企業に価値を提供しています。現在、最も拡⼤しているセグメン
トは、マイクロソフト、GE、Facebook などの多国籍企業となっています。機微な情報を扱うメンバーには⽋か
せないセキュリティを提供する⼀⽅で、メンバー間のコラボレーションやイノベーションが⽣まれやすい共有ス
ペースを作るなど、データに基づいた空間デザインを⾏っています。WeWork は世界 22 ヶ国 74 都市にある 253
ヶ所の拠点で事業を展開しており、メンバーは 248,000 ⼈を超えています（2018 年 5 ⽉ 1 ⽇現在）
。2017 年 7
⽉にソフトバンク株式会社との合弁会社 WeWork Japan を設⽴し、⽇本市場に進出しました。現在、⽇本では 4
か所の拠点（WeWork Ark Hills South, WeWork Marunouchi Kitaguchi, WeWork Shimbashi, WeWork Ginza Six）
を運営しています。

■会社概要
社
所

名：リマールエステート株式会社
在

地：東京都中央区銀座 1-13-1 ヒューリック銀座⼀丁⽬ビル 4F

代

表：代表取締役社⻑ CEO ⾚⽊正幸

設

⽴：2016 年 12 ⽉

資
事

本

⾦：5,500 万（資本準備⾦を含む）
業：不動産テック事業・不動産事業・エネルギーマネジメント事業

顧 問 弁 護 ⼠：TMI 総合法律事務所
会社ホームページ：http://limar.co.jp
サービスホームページ「キマール」：https://kimar.jp
サービスホームページ「不動産テック案内所」：http://retnet.jp/

■本リリースに関するお問い合わせ先
リマールエステート株式会社（担当：⾚⽊）
電話：03-6833-0518
メール：info@limar.co.jp
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