トップマネジメント・経営層 / 企画・事業担当者必聴！ 2021 事業プランニング

年末フォーキャストセミナー
会場聴講30名限定 ＆ オンライン聴講

激動の日本経済＆不動産 2021、

どうなるのか

〜スガノミクス総点検―コロナ、五輪、金融、不動産の行方
〜著名エコノミスト３氏が世界と日本の経済 2021 を大展望
米国政治・経済 2021 の行方
双日総合研究所 吉崎達彦氏

日本経済＆スガノミクス点検
第一生命経済研究所 永濱利廣氏

日本経済＆金融・不動産・観光
岡三証券 高田創氏

会場
日時

11 月 27日 金

会場

全日通霞が関ビル８階大会議室（千代田区霞が関３−３−３）

オンライン
視聴期間

主催

後援

14：20 〜 16：45（会場セミナー＆ライブ配信予定）

12 月 3 日（木）〜 12 月 23 日（水）
株式会社不動産経済研究所
不動産協会、日本ビルヂング協会連合会、全国住宅産業協会、
不動産流通経営協会、日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸管理ビジネス協会、
全国宅地建物取引業協会連合会

不動産経済研究所主催 年

激動 の 日本経済 ＆ 不動産

〜スガノミクス総点検―コロナ
主

旨

不動産経済研究所は、激動の 2020 年をレビューしつつ、来たる 2021 年の日本経済と不動
産を見渡すフォーキャストセミナー「激動の日本経済＆不動産 2021、どうなるのか」を開催致
します。講師（スピーカー）には、著名エコノミスト御三方をお招きし、会場聴講者先着 30 名
限定（別途、当日リアルタイム映像ライブ配信予定）および後日オンライン（オンデマンド）聴
講方式にて実施致します。
◇ご注意点
※会場にお越しの際はマスクの着用をお願い致します。
※会場聴講者数を限定し、距離を確保するなど感染症対策に努めて参ります。
※緊急事態宣言が発令された場合等、オンラインセミナーのみの開催となる可能がございます。
※当日ライブ配信映像・音声は通信状況等（Zoom ミーティングを使用）によりご覧頂けない場合がございます。その場
合には後日オンライン（オンデマンド）方式でご覧下さい。

会場開場 14：00
・セミナー当日の進行時刻は若干前後する可能性があります。

14：20 〜 15：05

米国政治・経済

米国政治・経済 2021 の行方〜大統領選後、
世界と日本はどう変わるのか（約 40 分ほか）
双日総合研究所

チーフエコノミスト

吉崎

達彦 氏

前半：大統領選後、世界と日本はどう変わるか（約 20 分）
後半：米国経済 2021の行方ほか（約 20 分）
1960 年富山県生まれ。1984 年一橋大学卒、日商岩井㈱入社。広報誌『トレードピア』編集長、米ブルッキング
ス研究所客員研究員、経済同友会代表幹事秘書・調査役などを経て企業エコノミストに。日商岩井とニチメンの合併
を機に 2004 年から現職。関心領域は日本経済、米国政治、外交・安全保障論など。大阪経済大学客員教授、一般
財団法人 国際開発センター理事、
NPO 法人 岡崎研究所理事、冠婚葬祭総合研究所客員研究員などを務める。著書に
『ア
メリカの論理』
『1985 年』
、
『気づいたら先頭に立っていた日本経済』
（新潮新書）、
『オバマは世界を救えるか』
（新潮社）
、
『溜池通信 いかにもこれが経済』
（日本経済新聞出版社）など。産経新聞「正論」、北日本新聞「時論」、電気新聞「時
評ウェーブ」
、東洋経済オンライン「市場深読み劇場」などに定期寄稿。テレビ東京『ニュース モーニング サテライ
ト』
、
文化放送『くにまるジャパン極（きわみ）
』などでコメンテーターを務める。ウェブサイト『溜池通信』
（http://
tameike.net ）を主宰。フジサンケイグループから第 14 回「正論」新風賞受賞。

年末フォーキャストセミナー

産 2021、どうなるのか

ナ、五輪、金融、不動産の行方
15：10 〜 15：55

日本経済 2021

日本経済 2021 ＆スガノミクス点検
〜コロナ、五輪、政治経済の行方（約 40 分ほか）
第一生命経済研究所

首席エコノミスト

永濱

利廣 氏

前半：スガノミクス点検〜アベノミクス超えはあるのか（約 20 分）
後半：激動の 2020、日本経済 2021 どうなるのかを展望（約 20 分）
1995 年 3 月 早稲田大学理工学部工業経営学科卒。2005 年 3 月 東京大学大学院経済学研究科修士課程修了。
1995 年 4 月 第一生命保険入社。1998 年 4 月より日本経済研究センター出向。2000 年 4 月より第一生命経済
研究所経済調査部、2016 年 4 月より現職。総務省消費統計研究会委員、景気循環学会理事、跡見学園女子大学非
常勤講師、国際公認投資アナリスト（CIIA）
、日本証券アナリスト協会検定会員（CMA）、㈱あしぎん総合研究所客
員研究員、あしかが輝き大使、佐野ふるさと特使、NPO 法人ふるさとテレビ顧問。景気循環学会中原奨励賞（2015）
著書：「経済指標はこう読む」
（平凡社新書）
、
「日本経済の本当の見方・考え方」（PHP 研究所）、「中学生でもわかる
経済学」
（KK ベストセラーズ）
、
「図解 90 分でわかる！日本で一番やさしい『財政危機』超入門」（東洋経済新報社）
、
「エコノミストが教える経済指標の本当の使い方」 (HEIBONSHA BUSINESS)、
「日本経済

黄金期前夜」
（東洋経

済新報社）
、
「エコノミストが実践するどんな相手も納得させるレポート作成術」（青春出版社）、
「エコノミストの父が、
子どもたちにこれだけは教えておきたい大切なお金の話」
（ワニ・プラス）
、
「MMT とケインズ経済学」
（ビジネス教
育出版社）等。

16：00 〜 16：45

日本経済＆金融・不動産

日本経済 2021 ＆金融・不動産・観光の動向・
展望と注目すべきポイント（約 40 分ほか）
岡三証券

エグゼクティブエコノミスト

高田

創氏

前半：日本経済 2021 の展望と注目すべきポイント（マクロ経済）（約 20 分）
後半：金融・不動産・観光の動向・展望と注目すべきポイント（業界動向）
（約 20 分）
1958 年生まれ。82 年東京大学経済学部卒業後、日本興業銀行入行。86 年オックスフォード大学修士課程修了（開
発経済学）、みずほ証券執行役員・チーフストラテジスト、みずほ総合研究所副理事長などを経て 20 年より現職。
金融庁の金融審議会や財政制度等審議会などの委員。「国際暴落」（中央公論新社）など著書多数。

申込方法

本申込書をFAX（又は郵便等）
でお送り頂き、受講料を下記
口座にお振込み下さい。
弊社ホームページ「セミナー」欄からもお申込み頂けます。

（https://www.fudousankeizai.co.jp/seminar）
申込書送信先

振込口座

振込名義：

お申込み受付後、
セミナー聴講ご案内メールをお送り致します。参加申込書に必ず
メールアドレスをご記入下さい（オンライン受講ご希望の方には、同メールアドレス
に後日、
セミナー視聴用のＵＲＬ等をお送り致します）。
オンラインセミナーは動画サイト「Ｖimeo」ほか、同セミナーの資料はオンライン
ストレージ「Dropbox」、
また、会場セミナーライブ配信は「Zoom」で配信します。
動画ファイルのダウンロードはできません。SNS等を含めたファイル共有もお控
え願います。資料のダウンロードは可能です。
申込締切

※請求書は発行いたしません。領収証は振込書の控え

会 場 セ ミ ナ ー：定員30名（先着）

をもって代えさせて頂きます。お振込手数料はお客

オンラインセミナー：12月22日
（火）

様がご負担ください。

会場セミナーライブ配信希望の方：11月25日
（水）

※ご入金後のキャンセルはお受けできません。ご都合

が悪くなった場合は代理の方のご受講をお願いいた

受講料
会場セミナーコース、
後日オンラインセミナー
（＋ライブ配信視聴可）
コースいずれも

一 般 受 講：１名につき 30,000円（税別）

税込

33,000円

加盟団体割引：１名につき 27,000円（税別）

税込

29,700円

します。

※受講ご案内メールはお申込受付後にお送りいたします。
受講料のお振込みはお早めにお願いいたします。

※ご体調不良の場合、会場セミナーへのご参加はお控
え頂き、オンラインセミナーをご受講下さい。

※参加申込書
「加盟団体割引」
欄の該当する団体名を〇でお囲み下さい。
ご記入が
ないと割引になりません。
≪2020年11〜12月開催

受講コース

会場セミナー
コース

◇フォーキャストセミナー》（HP）

後日オンラインセミナー
のみコ ー ス

後日オンラインセミナー

（＋ライブ配信視聴可）
コース

（希望のコースに〇を付けて下さい）

所属部課・役職及びメールアドレス

加盟団体割引

（○で囲み下さい）

不動協

ビル協

全住協

ＦＲＫ

日管協

全管協

全宅連
・必ずご記入ください。

