2004 年 10 月
（株）不動産データ＆ジャーナル社／ニュースリリース

明日を拓く『不動産業戦略 e-REVIEW』を創刊
〜不動産・住宅産業の経営戦略と営業促進を支援する未来型・月刊 Solution マガジン〜
▼案内サイト／『不動産業戦略 e−REVIEW』 ▼URL http://www.fdj.com/fdj2/
2004 年秋、（株）不動産データ＆ジャーナル社（本社・埼玉県入間市、代表取締役社
長：浅見貞男、資本金 1,800 万円）では、10 月から新時代の不動産・住宅産業を支援す
る未来型 Solution マガジン『不動産業戦略 e-REVIEW』を月刊で創刊いたしました。
これは、大きな時代変革の中でこれまで発行の『不動産・住宅ジャーナル』
（隔週刊／
創刊 1989 年 10 月）と『不動産 Web フラッシュ』
（月刊／創刊 2003 年 10 月）を統合し
て新雑誌に移行（リニューアル）させて頂くものです。
モデルチェンジした新雑誌では、IT・インターネットの普及などによってすさまじい
勢いで進む経営・事業をめぐる環境変化の中で、不動産・住宅産業の「総合的なレビュ
ーと新しいユーザーの登場に対応した 21 世紀型戦略や現場での改革作戦」を探って参り
ます。時代の激変・改革の中で未体験ゾーンに挑む雑誌―として、『不動産業戦略
e-REVIEW』のキャッチコピーを“未来型 Solution マガジン”とさせて頂きました。

【発行概要】
◎体裁

A4 判縦／本文 28 ページ
雑誌版

宅配便で
お届け

表紙２C／本文モノクロ
・ Web 版は、雑誌版と同じ内容のものを PDE ファイルにして Web に掲載／
雑誌版からはアクセスできない URL をカバーいたします。

・ Web 版から雑誌版で取り上げた記事元の企業などにアクセスして下さ
い。

Web 版

雑誌版を Web
でサポート

・ Web 版へのアクセスは、FDJ 社が雑誌版に記載してお知らせする ID・パ
スワードで行って下さい。（全読者同一／毎号変更となります）

・ 購読料金は、○雑誌版＋○Web 版のセット料金です。

◎発行

毎月 20 日／定期発行

◎購読料 月額／2,500 円（税・送料を含む）
6 ヵ月定期購読

15,000 円

年間定期購読

30,000 円

【サービス】
▽サービスⅠ
『不動産業戦略 e-REVIEW』は、月刊誌でありながら読者の皆様には、インターネットからその日のニュースを網
羅した FDJ 社オリジナル『不動産・住宅産業☆今日のできごと』を読者優先で無料提供して参ります。
Blog で毎日更新の FDJ 社特設サイトに OneClick でアクセスしてご覧下さい。

▽サービスⅡ
『不動産業戦略 e-REVIEW』は、紙メディアの雑誌でありながら読者の皆様には、雑誌を丸ごとインターネット（新
サイトを開設）にアップロード。
Web 版の記事に埋め込まれた URL から、豊富な情報をピックアップしてご活用下さい。
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【編集内容】
２００４年１０月創刊号表紙
◆ 見逃せないテーマをシリーズで展開
◆ 分野別にネット活用の最前線を報告
◆ ユーザーの変化を捉えた戦略を公開

★主として以下のテーマをカバーして参ります★
1．明日を切り拓く不動産ソリューションビジネス／分野別
2．不動産・住宅産業におけるインターネット活用戦略／現場報告
3．賃貸管理・仲介業の勝利作戦／今後の航海図
4．不動産流通／最前線 Watching
5．そこが知りたい／編集長スペシャル
―など。

【２００４年１０月創刊号／掲載記事リスト】
1, 巻頭言/ 長い槍に持ち替えて『不動産業戦略 e-REVIEW』を創刊
4, 未来戦略/ 全国賃貸管理ビジネス協会がオークションでＩDU と業務提携
5,6,7,8,9,10 創刊号特別レポート
● 2004 年秋／不動産 Web 最前線のトレンドを読む
何がネットに移行／あるいはネットで何が開花したのか
〜利用開始から丸９年営業促進の視点から７つの戦略ポイントを検証！

11, ＦＤＪ社ＰＲ/ 戦略ガイド集『パワー仲介業 Web 店舗の作り方』
〜好評販売中

12, 編集長訪問/ 東京イーカム／坂口恭久氏にショートインタビュー
13,14,15,16

特集

新しいコミュニケーション ● 市民権を得た Blog
注目の Blog（ブログ）とは何か／不動産業でもビジネス活用が進む

17,18,19

Date 再発見

大規模・超高層タワーマンションをユーザーはどう見ているか
こんなデータをご存知ですか

20, 編集部に届いたメールから/ ブログは不動産業を補完する視点で
21,22

国交省ビジョン/ 22 の関連ビジネスは立ち上がるか／Special 版

23,24,25,26,27

Watching

＜ここまでやってきた 「現場」と「IT＆ネット」の融合＞
◆ 野村不動産が早くも「QR コード」で営業促進
◆ エス・バイ・エルはネット販売システムで 1,000 棟を達成
◆ 旭化成ホームズ／IC タグでダンボール梱包の約６割を削減へ

28, 予告/ 特集／不動産業の転換と新展開
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【問合せ先】
(株)不動産データ＆ジャーナル社
〒３５８-００２７
埼玉県入間市上小谷田１-３-３-５０１
TEL ０４（２９６４）７４１１ FAX ０４（２９６５）6７０７

●プロジェクト担当
浅 見
E-mail：asami47@gol.com

＜会社概要＞
■ 社 名

株式会社 不動産データ＆ジャーナル社 （略称：FDJ 社）
REAL ESTATE DATA & JOURNAL, Inc.
ホームページ：『FDJ／不動産情報パノラマ』

■ 住所
／連絡先

● 本 社
〒３５８-００２７
埼玉県入間市上小谷田１-３-３-５０１
TEL ０４（２９６４）７４１１
FAX ０４（２９６５）６７０７

● 東京オフィス
TEL ０３（３３７９）８８０１
FDJ 社 URL http://www.fdj.com/
E-mail asami47@gol.com

■ 代表者

浅見 貞男 （代表取締役） 略歴はこちら

■ 設 立

１９８９年８月１５日

■ 資本金

1，８００万円

■ 業務内容 ● 戦略総合雑誌

月刊 『不動産業戦略 e-REVIEW』 が新展開へ
隔週刊『不動産・住宅ジャーナル』と
月刊『不動産 Web フラッシュ』
を統合して２００４年１０月／創刊

● IT 専門誌

月刊『不動産 Web フラッシュ』
２００３年１１月７日／創刊
２００４年１０月 『不動産業戦略 e-REVIEW』に統合

● 雑誌発行

『不動産・住宅ジャーナル』 （毎月１，１５日発行）
１９９８年１０月１日／創刊
２００４年１０月 『不動産業戦略 e-REVIEW』に統合

● 書籍出版

『不動産ブックレット』シリーズ
『FDJ 社／戦略ガイド集』の発行

● セミナー

定例／春秋 『経営トップセミナー』
シリーズ『住宅・不動産業／インターネット戦略セミナー』

● ネット事業

『FDJ／不動産情報パノラマ』 （１９９５年１２月から）運営
『全国／家探し連合 Web マガジン』 （１９９９年７月から）運営
『FDJ 社／不動産メール営業支援サイト』
ホームページ制作受託事業

● コンサルティング事業 IT コンサルティング
『FDJ 社／不動産業レビュー』 （２００２年７月から）運営
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