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「 全国 賃貸オーナーズフェスタin東京2018 」のポイント 

 
●著名人や専門家によるセミナー、賃貸経営に関する講演が充実 
●セミナー5会場 全50講演以上、出展、協賛企業数100社以上！ 
●賃貸経営に関する多種多様な企業の展示ブースが豊富 
●美容・健康など豊かなライフスタイルを提案 

 
株式会社エイブル（本社：東京都港区、代表取締役社長：平田竜史、以下エイブル）が、 2018年10月27日（土）グ
ランドプリンスホテル新高輪「 国際館 パミール 3F 」にて主催する賃貸オーナーや不動産投資家向けイベント「全
国 賃貸オーナーズフェスタin東京2018」の講演ゲスト、セミナー講師が決定いたしました。エイブル創業50周年ス

ペシャル企画とし、将棋棋士・投資家の桐谷広人氏、将棋棋士九段の加藤一二三氏によるトークショーも開催さ
れます。 

著名人や専門家など、多彩なゲストをお招きして賃貸経営に役立つ情報提供を行い、有識者の各種セミナーや企
業ブースでの最新設備の紹介・提案などをご用意しております。本イベントは、エイブルとお取引のあるオーナー
様だけでなく、どなた様でもお気軽にご来場頂ける内容となっております。皆様のご来場をスタッフ一同、心よりお
待ちしております。 
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【メディアからのお問合せ先】 
株式会社エイブル＆パートナーズ 経営戦略本部 広報担当 上出・伊藤・田村 

TEL：03-5770-2618  FAX：03-5770-2607  MAIL：pr@able-partners.co.jp 

不動産投資家向けビッグイベント 
「全国 賃貸オーナーズフェスタin東京2018」情報解禁 

エイブル創業50周年スペシャル企画 全貌公開！ 

2018年10月11日 
株式会社エイブル 

スペシャルイベント企画 

■スペシャル対談！ 

       将棋棋士九段  

加藤 一二三氏  

   将棋棋士七段  

桐谷 広人氏 

× 

【イベント会場】 
17：10～17：50 
 

前半：加藤氏によるトークショー 
後半：桐谷氏に登壇して頂き 
           スペシャル対談！ 
～ 某番組のような対談企画を 
   目の当たりにできる貴重な瞬間に 
    立ち会ってみてはいかがでしょうか ～ 

【囲碁将棋コーナーにて】 

将棋棋士・投資家  桐谷 広人氏   
※対局3名様選出について 
13：30までに先着30名様を受付します。当日「指導対局受付」にご用意しております参加申込書に 
氏名・住所・電話番号のご記入・ご提出ください。14：30までに指定場所に集合。「じゃんけん大会」で 
選出いたします！ 
※3面指しについて 
1時間となります。終了5分前に終局していない場合でも打ち切って感想戦とさせて頂きます。 

■特別指導対局！ ＜３名様限定＞ 

15：00～16：00予定 
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スペシャルトークショー 

ＭＣ 石川 みゆき氏と 

トークショーを繰り広げます！ 

フリーアナウンサー 

徳光 和夫氏 

｢ひふみん｣ことレジェンド棋士 

どんなショーになるかは 

当日のお楽しみです！ 

将棋棋士 九段 

加藤 一二三氏 

今後の景気展望と 

         日本経済 

東洋大学教授 

慶應義塾大学名
誉教授 

竹中 平蔵氏 

教えて！桐谷さん 
～株主優待生活 

  ココだけのは・な・し～ 

将棋棋士・投資家 

桐谷 広人氏 

賃貸の未来をつなぐ 
～エイブルのこれまでの50年 
        これからの50年～ 

株式会社エイブル 

代表取締役社長 

平田 竜史 

知っていると得する 

       法律豆知識 

「ひるおび！」
(TBS)「Mr.サンデ
ー」（フジテレビ）
出演中 

元裁判官・国際
弁護士 

八代 英輝氏 

賃貸市場をとりまく 

       現状と未来 
～世の中はこう変わる～ 

病まざる 老けざる 

             ホンマの医学 

「ひるおび！」(TBS) 

「ウェークアップ！ぷ
らす」（読売テレビ) 

出演中 

フリーキャスター・事
業創造大学院大学
客員教授 

伊藤 聡子氏 

「情報ライブ ミヤネ
屋」（日テレ系）他 
出演中 

総合内科専門医 

おおたわ 史絵氏 

※講演者・内容等変更となる場合がございます。ご了承ください。 

特別講演 

セミナー全50講演予定、講演者続々決定！ 
「見て・聴いて・触れる」ブース出展多数予定 



Press Release  GROUP NEWS 

添付資料② 

イベントに関するお問い合わせ 

フェスタ事務局（企画開発事業本部） 
TEL：03-5414-0126 （平日10：00～18：00） ／ FAX：03-5414-0173 ／ メールアドレス：festa@able.co.jp 

■地図 
--アクセス-- 

会場:グランドプリンスホテル新高輪 「 国際館 パミール 3Ｆ」  

アクセスルート（電車をご利用の場合） 

◆JR、京急本線「品川駅」高輪口より徒歩約5分/都営浅草線「高輪台駅」から徒歩3分 
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全国 賃貸オーナーズフェスタin東京2018 概要 

名称                        全国 賃貸オーナーズフェスタin東京2018 

開催日時            2018年10月27日（土） 9:00～18:00 （オープニングセミナー9:20より） 

会場                        グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール3Ｆ(東京都港区高輪3-13-1) 

主催                       株式会社エイブル 

後援                   ニッポン放送 

来場者               賃貸オーナーや不動産投資家など 

出展カテゴリー   賃貸管理、建物管理、リフォーム、リノベーション、エネルギー、通信、土地活用、建築、住宅設備、             

            不動産売買、税務、法務、金融、暮らしを豊かにする趣味趣向、健康提案など 

コンテンツ      著名人による講演、賃貸経営セミナー、賃貸関連企業のブース出展、豊かなくらしの体験ブース 

URL         https://www.able.co.jp/homeowner/fair/tokyo20181027/ 

 品川駅 高輪口 ロータリーよりパミールエントランスまで 
毎時10分ごとに無料直行シャトルバス運行します！ 

～高輪口ロータリーにご案内エイブルスタッフおります～ 
（運行時間  8：30～16：50予定 復路10：00～18：15予定） 

出展・協賛企業一覧（50音順）                    
 

 

 

 

アイ・シンクレント株式会社 
アイホン株式会社 
旭化成ホームズ株式会社 
株式会社朝日リビング 
株式会社E・M・LUMBER 
株式会社囲碁将棋チャンネル 
株式会社イセトー 
いちご株式会社 
イッツ・コミュニケーションズ株式会社 
株式会社伊藤園 
株式会社ウエスト 
株式会社ウッドワン 
株式会社エアウィーヴ 
株式会社エイブル＆パートナーズ 
株式会社エイブル総合研究所 
株式会社エイブルパーキング 
エイブル保証株式会社 
エイムズ株式会社 
AIG損害保険株式会社 
株式会社エーシーサービス 
株式会社AMP 
エス・イー･シーエレベーター株式会社 
株式会社エポスカード 
株式会社おもてなしドットコム 
株式会社CASA 
キーパーズ有限会社 
グッドライフサーラ関東株式会社 
グッドワークス株式会社 
株式会社グローバルトラストネットワークス 
株式会社光藍社 
株式会社CDエナジーダイレクト 
株式会社シーボン 
 

 

株式会社東北新社 
TOTO 株式会社 
日本瓦斯株式会社 
ハートリビングサポート株式会社 
長谷工グループ 
パナソニックホームズ株式会社 
坂東総合法律事務所 
株式会社ビックカメラ 
株式会社ファイバーゲート 
ファミリーイナダ株式会社 
フジコーポレーション株式会社 
株式会社フルタイムシステム 
株式会社ベネフィット・ワン 
株式会社ホゼン 
株式会社ボネックス 
ポルシェジャパン株式会社 
株式会社三千和商工 
三井不動産リアルティ株式会社 
株式会社ミツウロコヴェッセル 
三菱UFJ不動産販売株式会社 
株式会社ヤマダホームズ 
株式会社UBF 
株式会社ユニテックス 
らでぃっしゅぼーや株式会社 
株式会社LIXIL 
レモンガス株式会社 
ＹＫＫＡＰ株式会社 
ワイマラマジャパン株式会社 
エイブルリフォーム株式会社・協力企業  
 伊藤忠建材株式会社／株式会社キツタカ／ 
 新明電材株式会社／株式会社ディーアイ／ 
 株式会社テクニカルディーシー／ 
 株式会社フジヤマ・他25社 

株式会社JNコミュニティ 
JKホーム株式会社 
JKホールディングス株式会社 
株式会社JTOWER 
シナネンサイクル株式会社 
株式会社ジャックス 
ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 
株式会社ジュピターテレコム 
昭和シェル石油株式会社 
ジョーンズ ラング ラサール株式会社 
スウェーデンハウス株式会社 
株式会社SQUEEZE 
ステイジアキャピタルジャパン株式会社 
住友林業株式会社 
株式会社生活の木 
西新サービス株式会社 
セーフティ＆セキュリティ株式会社 
積水ハウス株式会社 
株式会社セレコーポレーション 
ソニー生命保険株式会社  
ソフトバンク株式会社 
ダイケン株式会社 
Chubb損害保険株式会社 
中部電力株式会社 
株式会社CHINTAI 
辻・本郷税理士法人 
株式会社デジタルハーツ 
株式会社東急ホームズ 
東急リバブル株式会社 
東京ガスエネルギー株式会社 
公益社団法人 東京共同住宅協会 
東京電力エナジーパートナー株式会社 
東北エア・ウォーター株式会社 
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