
www.event-marketing.co.jp

TAKE FREE
発行所 : 株式会社 MICE 研究所
〒105-0004 東京都港区新橋 5-12-9 ABCビル 5F
TEL03-6721-5303   sofu@event-marketing.co.jp

14
「face to faceを科学する」 月刊イベントマーケティング

イベントレジスト株式会社
[資料請求・お問い合わせ]
contact@eventregist.com
03-6869-5592http://eventregist.com

お問合せはお気軽にこちらまで
http://info.eventregist.com/service-event-operation

イベントの企画・運営、申込受付、集客方法までトータルでサポート

全てのイベントの悩みはイベントレジストにお任せください


企業のプライベートイベントやセミナー、その他各種イベントの
　・企画立案から実施
　・ イベント告知、申込受付
　・イベントへの集客　�など、イベント主催者の方の悩みをまとめて解決できる EventRegist に、まずは相談してみませんか？

 August 26, 2016

特集
「BACKSTAGEの歩き方」

　紙には信頼が、映像には訴求が、SNS には

共感があるように、イベントには体験という

価値がある。

　インターネットの登場で最初の２つめまで

は電子化して流通しているし、３つめはもと

もとデジタルを前提にしたコミュニケーショ

ンだ。イベントはというと、VR の登場で奥

行きをもち、テクノロジーの進化でインタラ

クティブな仕組みも可能になって仮想空間で

はあるけれど「場に身を置いて、コミュニケー

ションする」という体験に近づいてはきた。

けれど、どうしてもデジタル変換できない地

産地消的魅力がイベントにはある。

　もちろん、伝え方はそれぞれで、伝えたい

モノ・コトによって、最適なスタイルと分量

と質量とタイミングもある。

　今号の特集では、イベンターの夏フェス

「BACKSTAGE」というイベントについて、

体験価値そのもの、その先にあるイノベー

ションを伝えようと、４ページにわたって、

長すぎず簡潔にすぎないよう、約１万文字で

綴ってみた。正直にいうと、書いても書いて

も輪郭はなぞるけれど、登壇者の方々との事

前打合せ内容を聞いたときのワクワク感まで

は完全再現できなかった。（ごめんなさい）

　やっぱり、体験価値は、体験で。イノベー

ティブな発想はイノベーティブな場と人との

交流で、夏フェスらしく伝えたい。

　好きなアーティストを目当てに行ったフェ

スで、新しく別のアーティストのファンになっ

てしまうように、お目当てのセッションだけ

でなく、別のセッションからも新しいアイデ

アをもらって、もう一度新たな観点からイベ

ントについて、体験価値マーケティングにつ

いて、一ファンとして一緒に語り合いたい。

　そうそう、堅苦しい話はなしで。

　Don't Think. Feel!
（表紙制作協力：　　　　　）

Don't Think. Feel!
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庭山 一郎
シンフォニーマーケティング株式会社
代表取締役

国内外の企業にマー
ケティングサービス
を提供するかたわ
ら、メディアに多数
執筆し、実践に基づ
いた手法やノウハウ
を発信している。

B to B マーケター庭山一郎から見た
展示会エトセトラ

　前回までは、展示会で収集する名

刺は「ゴミ」なのか？を＜競合＞＜営

業対象外＞の視点から書きましたの

で、今回は、よい展示会をどう選ぶ

のかについて書こうと思います。

　私はお客様との打合せの中で、「な

ぜこの展示会に出展しているのです

か？」と質問をします。

「競合も出展しているから」

「ずいぶん前からこの展示会に出てい

るので理由はわからない」

「主催団体の理事にウチの役員がなっ

ているので・・・」

と実に様 な々答えが返ってきます。気

持ちは判りますが、私はどの答えも０

点だと考えています。私の許容する

答えは

「当社の製品・サービスのターゲット

が来場するからです」

これだけです。

　もちろん展示会出展にはいろいろ

な意味があるでしょう。業界内での

PRも、お付き合いも、販売代理店に

対するアピールなども大切ではない

とは言いません。しかしマーケティン

グという視点で見ればターゲットが集

まっている展示会以外は出展する意

味は無く、逆にターゲットが集まる展

示会なら予算を掻き集めてでも出展

すべきなのです。

　そして、自社のターゲットが集ま

る展示会かどうかを間違えずに選定

するためには、まずターゲットを明確

に定義しなければなりません。どん

な業種なのか？どんな規模（社員数・

売上げ・拠点数など）なのか？その

中のどんな部署なのか？どの部署の

中のどのクラスの役職なのか？などを

明確にしなければ出展する展示会を

選ぶことは出来ないのです。

　日本は BtoB の展示会がとても充

実している国で、特に製造業や ITな

どの分野では非常に専門性の高い展

示会が毎週のように開催されていま

す。しかしその中から自社のターゲッ

トのデータを収集することが出来る展

示会を探し出すのは簡単ではありま

せん。主催者の示す展示会概要や前

年の来場者分析も正確性に問題があ

ります。

　役職別の円グラフをご覧になって、

「こんなに役員クラスがいたっけ？」

とブースでの感覚との違いに違和感

を覚えた方もいるかと思います。実

は出展企業の役員もカウントされてい

ることが多いのです。また近年同時

開催で規模を拡大する展示会が多く、

その同時開催が同じターゲットなら良

いのですが、まったく畑違いなら総

来場者数すら参考には出来ません。

　展示会を正しく選ぶためには、ま

ず何よりも先に集めるべきターゲット

を明確に定義し、そのターゲットの

データを名刺１枚あたりいくらで集め

るのか、を決める必要があります。

　次回はそうした展示会の【定量的

効果測定】について説明しましょう。

展示会の選び方
【第 4回】

ターゲットの
明確化じゃよ

　ロゴ Q コードは、QR コードがフ
ルカラーコードに進化したもの。フ
ルカラーにする事で、視認性を高め
た新しいフルカラー QR コードだ。
オリジナルのイラスト・文字・ロゴを
デザインしたフルカラー QR コード
(ロゴQコード)は意匠性があるため、
ロゴやキャラクター使用して、差別
化やブランド戦略が可能になる。
　単純なイラストとの組み合わせや
白黒の QR コードの特徴である誤り
補正を使用した意匠性のアップと異
なり、コードの生成自体に独自のロ
ジックを組み込んでいるため、デー
タの改ざんが難しく、セキュリティ
をアップさせることができる。A・T
コミュニケーションズ株式会社が国
立鹿児島大学と共同でロゴ Qコード
を利用した複製真偽判定可能な 2 次
元コードの開発に成功し、特許を取
得している。
　今回表紙では、「BACKSTAGE」
のロゴでロゴ Qコードを生成した。

［今 月 の 表紙］

「ロゴ Q」

  

――アクティベーションというのは

どういう概念ですか

尾崎　『ひと、もの、ことを具体的

に動かす』という新しい統合マーケ

ティング・コミュニケーションの考

え方です。ポイントは『行動』を起

点とした、行動デザイン発想。明

確に「行動ゴール」を設定し、「動

かすアイディア」を開発、デジタル

やソーシャル・リアル体験等の各

施策を最適化して結果を生み出す、

成果にコミットする、というプラニ

ング WAY です。従来のようなマ

ス広告だけでは効きにくくなってい

る中で、具体的な行動や成果を生

というアクションワードを元に今回

は、日本中の桜の交流の起点となっ

て、その全てを体験できるという桜

の新しい楽しみ方を提案しました。

——その中でも、人を動かすさまざ

まなアイデアが盛り込まれていると

聞きましたが

尾崎　キーワードは「ハンティング」

です。すべての施策で来場する人々

が “ついついハントしてしまう”と

いう行動をデザインしました。「街

でニッポンの桜をハントする」をコ

ンセプトに同心円状に広がる体験を

設計し、最終的に日本橋の魅力をハ

ントしてもらうことをねらいました。

　同心円の中心点になるのが「日

本桜風街道」です。（写真参照）時

空を超えた様々な桜が幻想的に映

し出されるインスタレーション空間

が集客装置になり、写真や動画で

撮られ SNS でシェアされる。いわ

ゆるフォトハンティングスポットで

す。次に、エリアを線としてつなぐ

施策として、全国のアンテナショッ

プとも連携し全国の桜の名所を楽

しみながら「幻の桜」を探すという

体験シナリオを提供しました。これ

をストーリーハンティングと呼んで

います。そしてこれら一連の体験の

中で日本橋エリアの様 な々ものに接

み出すことから逆算で発想するプラ

ンニングに、注目が集まっているこ

とを実感しています。そしてブラン

ドと生活者の関係を緊密に活性化

（＝Active）させるので、アクティ

ベーションと呼ばれています。

——今年 3月から開催された日本

橋 桜フェスティバルには何か課題

はあったのですか？

尾崎　依頼主は三井不動産さんな

のですが、視点が大きく、日本橋エ

リア全体をどう活性化するか？とい

う使命をお持ちでした。ただ伝統と

歴史がある街だけに、ともするとま

だ古いイメージが残っており、特に

若い女性にもっと来てもらい、人形

町・馬喰町等も含む日本橋エリア

全体を回遊してもらいたいという想

いがありました。

　日本橋は元来、交流の起点。新

しいもの、ことが生まれる起点なん

です。なので、日本橋は“ 新しい

可能性の架け橋 ”であるというメッ

セージを込めて作った Bridge to,

し、人や街の魅力に気づいて頂き、

何かを発見してもらうというシティ

ハンティングに繋げることがゴール

でした。

——成果はいかがでしたか

尾崎　かなり多くのお客さまに来

て頂き、商業施設の方々からも

COREDO室町開業以来の盛り上り

だったとの評価を頂きました。話題

が話題を呼び、期間中を通じてマス

メディアやソーシャルメディアでの露

出が継続的に続き、予想以上の情報

の拡がりをみせました。さらに、桜

の花見イベントがひしめく時期だっ

たのですが『Walkerプラス』の全

国イベントアクセスランキングで１位

を獲得しました。そしてなにより、１

つの課題であったF1層（20 歳から

34 歳までの女性）の来場が約６割（ア

ンケートベース）と多かったことが大

きな成果だったと思います。

——最後に、イベントプランナー

に必要な物はなんでしょうか

尾崎　“まずやってみること”では

ないでしょうか？自分で体験して解

釈していないものは作れませんよ

ね。シンプルなんですが、これを継

続的にすることは結構難しいと思っ

ています。だから、ちょっとだけ意

識をして、選り好みせず何でも体

験することがまず大切なんじゃない

かと思います。

　あとは“ひとつ先の目的を見る癖

をつけること”でしょうか？そもそも

イベントって一言でまとめられても

困りますよね。PRイベント、販促

のためのトライアルイベント、ポッ

プアップストアでの体験イベント、

などなどその目的は多種多様です。

その時に、基本の目的をしっかりと

認識しつつ、さらにもうひとつ先の

目的を見据えること。例えば、自分

は“イベントを作っているんだ”と

思うのではなく、“ブランドを作って

いるんだ”、“お客さんの満足を作っ

ているんだ”と思うこと。些細なこ

とかもしれませんが、意外にこの目

的意識の違いがプランニングやアウ

トプットの違いになってくるのだと

思います。

イベントプランナーの履歴書

インタビュー

「認知」の先の「行動」をどう生み出すか？
尾崎 徳行 さん

株式会社 博報堂
アクティベーション企画局
クリエイティブ一部
アクティベーションディレクター

日本桜風街道

　日本橋の活性化プロジェクトの一環として 3 月に開催された「日
本橋 桜フェスティバル」では COREDO室町の仲通りを無数の
桜色の短冊と桜提灯で包み、時空を超え日本中から集まる桜が舞
う、体感型インスタレーションを実施。プロジェクトを牽引した尾
崎徳行さんに、その戦略と自身の仕事についての考え方を聞いた。

1998 年入社。イベント、セールスプ
ロモーション、戦略構築、デジタル
コミュニケーション、クリエイティブ
などの実務経験により、複合的なファ
ンクションを持つディレクターとし
て多くのプロジェクトに携わる。
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特集 「BACKSTAGEの歩き方」
　イベンターの、イベンターによる、イベ

ンターのための夏フェス「BACKSTAGE 

2016」が８月 30 日、虎ノ門ヒルズフォーラ

ムで初開催する。

　今回、実行委員会メンバーの月刊イベント

マーケティングが「BACKSTAGE」の歩き

方をナビゲート。BACKSATGE はイベン

トを体験価値マーケティングの一つとして捉

え、普段は舞台裏にいる仕掛け人たちに、ス

ポットライトを当てたカンファレンスとネッ

トワーキングをメインに展開する。

　カンファレンスセッションでは、AR、テ

クノロジー、グローバル、コンテンツづくり、

Experiential Marketing、体験価値、コミュ

ニティ、海外トレンド、地方創生といったキー

ワードに、いまもっとも近い実践者たちが正

直に、軽快に語る。また、展示エリアでは、

関連アプリ、エンターテインメントサービ

ス、最新レンタルツール、体験型コンテンツ

などの出展やミニステージでのプレゼンテー

ションのほか、カンファレンスセッション登

壇者の裏話の裏話が聞けるかもしれない真夏

のファイヤーサイドチャット（FSC）を実施。

イベント告知をシャウトできるコーナーも展

開するなど、この特集紙面よりも数倍、立体

的に体験価値マーケティングを体感し、イベ

ント市場の背後を洞察することができる。

　システムを活用したネットワーキングの仕

組みにも注目だ。

メイン会場 FSC
at 展示会場

展示会場
ミニステージ

  9:15 受付開始

10:00
10:15 Opening Act 「かぐづち」and 「雅屋」

 
〈パフォーマンス〉
かぐづち
雅屋
ほか

〈プレゼンテーション〉
フェイス＆
ボディペイント

「MIRACLE PAINT」
（ミラクルペイント）

ニューズ・ツー・ユー

GIRL'S Mee TALK

スポットクリップ
（Spot clip）

J-POP Summit

…and more!!

10:15 主催趣旨説明 BACKSTAGE 実行委員長
10:20
11:00

Session1
AR ゲームにおける大規模イベント ナイアンティック 須賀健人

11:00
11:30

Session2
テクノロジーが変える
未来のイベントマーケティング

フリークアウト 本田 謙

11:35
12:15

Session3
グローバルイベントの作り方

ad：tech     Color Me Rad       イベントレジスト 
武富正人 ×  佐竹美帆        ×   ヒラヤマ コウスケ

12:15
13:05 ランチ   ランチョンパフォーマンス Quiet Flame Stunts（12:40-13:00） FSC：Session3

13:05
13:55

Session4
マンガ×DJ×テレビ ( 仮 ) 

コルク            TBSテレビ       DJ ダイノジ
佐渡島 庸平 ×  角田 陽一郎 ×  大谷ノブ彦

14:10
14:50

Session5
デジタル時代の
Experiential Marketing とは？ 

You Tube      キリン          DIGIDAY
中村全信   ×  島袋孝一  ×  田中準也

14:50 FSC：Session5

15:05
15:45

Session6
テレビ局が新たに仕掛ける
「体験価値コンテンツ」

TBS テレビ     日本テレビ     フジテレビジョン     慶應大学
石井大貴    ×  原 浩生     ×  橋本英明          ×  中村 伊知哉

15:45 休憩 FSC：Session6
16:15
16:55

Session7
自走するイベントの作り方

AWS          サイボウズ      ソラコム       アジャイルメディア
小島英揮 ×  伊佐政隆   ×   片山暁雄  ×  徳力基彦

16:55 FSC：Session7

17:10
17:50

Session8
海外テクノロジーイベントの
最新トレンドを見通す

電通             THE BRIDGE       未来予報研究会
中嶋 文彦  ×   池田 将         ×   曽我 浩太郎 / 宮川 麻衣子

17:50 FSC：Session8

18:05
18:45

Session9
地域から日本とアジア、世界を変え
る為にイベントが出来ること

No Maps      明星和楽     TEDxKobe    SXSW                日本経済新聞社
伊藤 博之 × 村上 純志 × 舟橋 健雄  × サカモトハルヒコ × 戸井精一郎

18:45 FSC：Session9
18:50
19:55
20:00 CLOSE

タイムスケジュール ※敬称略（8月10現在）

　18 時 50 分からスタートするネットワーキングタイムだ

けを指してカンファレンス＋ “ネットワーキング”のイベン

トとは言うなかれ。ビジネスマッチングのチャンスは、９時

15 分の受付開始と同時にスタート。イベント向けビジネス

マッチングプラットフォーム「Jublia（ジュブリア）」を活

用し、ネットワーキングを促進。参加者×スポンサー企業

はもちろん、参加者×参加者、スポンサー企業×スポンサー

企業など、可能性はさまざま。

　Jublia で事前にアポイント申請することで、イベント当日

のスケジュールも上手に組み立てられる。

ネットワーキングをする!

メイン会場
（CONFERENCE  PASS のみ）

レイアウトはイメージです。
変更の可能性があります

展示会場
（CONFERENCE  PASS/ 
VISITOR PASS）

ネットワーキング
商談テーブル
ネットワーキング
商談テーブル

ネットワーキング

ネットワーキング
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eb サイト、SNS、などデジタ

ルコミュニケーション時代に

おける、Experiential Marketing—

体験価値について、動画プラット

フォームのグーグルYouTubeから中

村全信さん、飲料メーカーのキリンか

ら島袋孝一さんが語るセッション。

　中村さんは YouTubeというデジ

タル上で生まれるコミュニケーショ

ンを前提に、リアルと連携しながら

どう拡張していくか、Think with 

Google、YouTube FanFest などの

各種イベント運営経験を交えて。島

d:techTokyo を主催する武

富正人さん（コムエクスポジ

アムジャパン代表取締役）、Color 

Me Rad 日本レースディレクター

佐竹美帆さんという、海外からイ

ベントをもってきて日本で成功さ

せている二人が、グローバルイベ

特集 「　　　　　　　の歩き方」

Session2
テクノロジーが変える
未来のイベント
マーケティング

ンターネット広告をリアルタ

イムに取り引きする仕組みを、

日本で最初に事業化したフリークア

ウト。

　LINE 社との広告プラットフォーム

事業や、日本交通グループとのタク

シー内デジタルサイネージ事業など、

膨大なスマートフォンデータを武器に

次 と々新しい広告商品を産みだし続け

ている。

　そんなフリークアウトが今新たに

目を向けているのが、データドリブン

なイベントマーケティングだ。イベン

ト来場者のスマートフォンデータを解

析することで、どんなイベントの裏側

が見えてくるか？それに基づく適切な

マーケティング施策は何か？

　イベンターだけでなく、協賛スポン

サーも必見！

イ

界的ブームを巻き起こして

いる Pokémon GO を株式会

社ポケモンと共に配信する Niantic, 

Inc から、株式会社ナイアンティッ

ク　アジア統括マーケティングマ

ネージャーの須賀健人さんが１st

セッションに登壇。Pokémon GO

の基礎となる位置情報に基づいた多

人数参加型モバイルオンラインゲー

ム INGRESS では、世界中で大規

模なイベントを実施している。もち

ろん日本でも。2016 年 7 月 16 日に

は、東京お台場で多数のエージェン

トが参加し、都心のほぼ全域を舞台

にした史上最大のアノマリー（XM 

Anomaly）を行った。こうした

INGRESS の事例を中心に、AR に

世

株式会社ナイアンティック
アジア統括マーケティングマネージャー

須賀健人さん

Session1 AR ゲームにおける
大規模イベント

ンチブレイクの後は、漫画

編集者、テレビ局プロデュー

サー、芸人／ DJ という異色の３者

が登場する。

　一見バラバラな彼らには、既存の

枠を超え、新たなモデルを創るとい

う共通点がある。佐渡島庸平さんは

トルクを設立し、既存の出版流通を

介さずに読者と作者を結ぶ。大谷ノ

ブ彦さんはお笑い芸人ならではの場

を盛り上げる技術で、DJ として音

楽シーンでも活躍の場を拡げる。角

田陽一郎さんは「オトナの！」で広

ラ 告収入による番組制作というしくみ

を変え、イベント（フェス）やウェ

ブ、出版というあらゆるメディアに

またがるコンテンツを展開し、自ら

をバラエティプロデユーサーと位置

づける。

　ネットによる情報流通形態の変化

によりマスメディアのあり方が変わ

り、視聴率という指標や広告という

手法に変わるものが求められてい

る。その答えに向かって独自の道を

進む３人が交じり合い、どんな化学

変化を起こすのか？

株式会社コルク
代表取締役社長

佐渡島庸平さん

TBSテレビ
バラエティプロデューサー
角田陽一郎さん

DJ ダイノジ
大谷ノブ彦さん

Session4 マンガ× DJ×テレビ（仮）

a ントを本国で参加した際のインパ

クトや、各国のイベント参加の文

化、誘致決断から成功までの経緯、

ローカライズ時の品質管理などに

ついて語る。モデレーターは今回

BACKSTAGE を日本発の海外展

開イベントへと企てるヒラヤマコ

ウスケさん。BACKSTAGE セッ

ションのなかでも、公に講演するこ

との少ない武富さんがどんなトーク

を展開するのか、トヨタ自動車男子

バスケットボール部のチアリーダー

を務め、“NFL サンフランシスコ・

49ers ゴールドラッシュ ” のチアメ

ンバーとしても活躍といったパワフ

ルな佐竹さんのプロフィールも紐解

きながら、女性のグローバル進出や

ここが変だよイベント業界など、さ

まざまな視点が交わりそうな予測不

能のセッション。

MEMO

国際マーケティングカンファレンス。世界７都市（ニューヨーク、サンフランシ
スコ、ロンドン、 シンガポール、上海、シドニー、東京）で開催されている。2009 年 9 月に
武富氏が日本誘致し、国内最大級規模に。

色どりのパウダーを浴びながら「RAD」＝「イカした」気分で一日を楽し
むことができるアメリカ生まれのランイベント。2014 年 4 月に日本上陸し、全国で開催中。
Color Me RAD 

ad:tech

株式会社フリークアウト
代表取締役

本田謙さん

W

Session 5 デジタル時代の
Experiential
Marketing とは？

コムエクスポジアム・
ジャパン株式会社
代表取締役社長

武富正人さん

株式会社 spirity
代表取締役・
Color Me Rad JAPAN
レースディレクター

佐竹美帆さん

イベントレジスト株式会社
CEO

ヒラヤマ コウスケさん

Session3
グローバルイベントの作り方

MEMO

音楽作家・生物化学研究員（日本・米国）
など多分野での経験を経て、IT 起業家へ転身。広告テクノロジー分野
で2 社設立、M&Aと上場の双方を経験する連続起業家。2010 年
10月にフリークアウトを設立し、2014 年 6月に東証マザーズ上場。現
在は、日本の他に 6カ国に拠点を置き、グローバルに事業拡大中。

フリークアウト本田謙さん

グーグル株式会社
YouTube
プロダクトマーケティング
マネージャー
中村全信さん

キリン株式会社
デジタル
マーケティング担当
島袋孝一さん

株式会社インフォバーン
執行役員　
田中準也さん

袋さんはキリンで「飲み物」のデジ

タルマーケティング担当として、い

かにブランド体験をつくるのか、前

職、商業施設運営でのオフライン施

策の経験をふまえつつ。

　デジタルマーケティング戦略情報

メディア DIGIDAY を配信するイ

ンフォバーンの田中準也さんがモデ

レーターとして、良質なコンテンツ

づくり、体験設計など、高い視座と

広い視野でオンライン・オフライン

全体をトータルコーディネートする

マーケターの本音に迫る。

おける大規模イベントの世界をのぞ

いてみよう。たとえば、「やったー！

地域活性のアイデアをゲットだぜ！」

なんてシェアして、仲間をみつける

のも BACKSTAGE の醍醐味。

MEMO

ドラゴン桜や宇宙兄弟
の編集に携わった佐渡島さんが
2012 年に講談社を退職し設
立。クリエイターのエージェント業
として、既存の出版流通ではな
くネット配信などを通して、ファン
と作家を直接結ぶ。

角田さんが手がけ
たトークバラエティ。テレビ番組
だけでなく、フェス開催やプレイ
リスト配信など多角的に展開。

お笑い芸人とし
て第一線で活躍するかたわら
ROCK IN JAPAN FESTIVAL
に DJブースに連続出場するほ
か、自らフェスを開催するなど
DJとしても人気を博している。

トルク

DJダイノジ

オトナの！



Event Marketing No.14  August 26, 2016 5【特集】【特集】

方都市で行われるイベントが

活況だ。音楽、映画、アー

ト、IT と、扱うジャンルを複合的

に持つこれらのイベントが目指すモ

ノと、それらのイベントがもたらし

た、地方都市への恩恵とは。

　こうしたイベントのオーガナイ

ザーと、アメリカのテキサス州で行

われている「SXSW（サウス・バイ・

サウスウエスト）」のエヴァンジェ

リストをパネラーに迎え、地方から

日本、アジア、世界を変えていく試

みを紐解く。

　札幌から No Maps 実行委員長 /

クリプトンフューチャーメディア

日本テレビ放送網
株式会社
インターネット事業局
SENSORS
プロデューサー
原浩生さん

株式会社 TBSテレビ
石井大貴さん

株式会社フジテレビジョン
コンテンツ事業局
コンテンツデザイン部
橋本英明さん

慶應義塾大学大学院
メディアデザイン研究科
教授
中村伊知哉さん

デジタル時代の
Experiential
Marketing とは？

Session6 テレビ局が新たに仕掛ける
「体験価値コンテンツ」

りイベントはなぜ必要なのだろうか。

　こうした疑問に、アマゾン ウェブ 

サービス ジャパン小島英揮さん、ソ

ラコム片山暁雄さん、サイボウズ伊

佐政隆さんが自社の実践方法をもと

に語る。そもそも企業とコミュニティ

はどう関係性を作っていけば良いか、

企業サイドはどう関与していければ

良いのかなど、その思想や実践の秘

訣が共有される予定。モデレーター

は、アンバサダーネットワークを運

営するアジャイルメディア・ネット

ワーク徳力基彦さん。

ーシャルネットワーキング

サービスの浸透や、オンライ

ン コミュニケーションの活発化によ

り、全国、大小様々な規模で活発に

活動が行われている「コミュニティ」。

例えば IT エンジニアのコミュニティ

などは、ここ数年、目を見張る勢い

で増えてきている。

　では企業のマーケティング活動に

おいて、果たしてコミュニティは有

益なものなのだろうか。どのような

影響をもたらすのだろうか。さらに、

コミュニティを活発化させるにあた

ソ

MEMO

（サウスバイサウスウ
エスト）テキサス州オースティン
で開催される世界最大級のクリ
エイティブ・ビジネス・フェスティ
バル。ミュージック・フィルム・イ
ンタラクティブの 3 分野で最新
情報の発信の場となっている。
Twitter や Pinterest を成功に
導くなど ITスタートアップの登竜
門とも呼ばれる。

スター
トアップによるスタートアップのた
めのお祭りと銘打って 2016 年
2月19日に渋谷ベルサールガー
デンで開催された。100 社以上
の出展、1000 人以上の来場
があり、投資家と起業家の出会
いの場となった。電通は企画協
力として参画している。

THE BRIDGE FES

SXSW

MEMO

事前に読んでおくと、よりコミュ
ニティ マーケティングについての
理解が深まる記事はこちら。「商
品はファンには売るな!?　AWS
マーケティング担当者が語った、
最強のコミュニティ運営術」
http://logmi.jp/21744

アジャイルメディア・ネットワーク
株式会社は BACKSTAGE が
行われる前日の 8 月29日に同
会場で、「アンバサダープログラ
ムアワード 2016」発表イベント
開催する予定。

MEMO

日本テレビイ
ンターネット事業局がプロデュー
スし、ウェブとテレビをミックスするメ
ディアプロジェクト。地上波放送
後にネット配信を実施するほか、
2016 年 2 月 26日にはイベント

『SENSORS IGNITION』を虎
ノ門ヒルズで開催した。

Session7 自走するイベントの
作り方

サイボウズ株式会社
kintone
プロダクトマネージャー
伊佐政隆さん

アマゾン ウェブ
サービス ジャパン
株式会社

小島英揮さん

株式会社ソラコム
プリンシパルソフトウェア
エンジニア

片山暁雄さん

アジャイルメディア・
ネットワーク株式会社
取締役 CMO

徳力基彦さん

Session8
海外テクノロジーイベントの
最新トレンドを見通す
〜アメリカ、ヨーロッパ、アジア〜
 これからの潮流とは？

株式会社 THE BRIDGE
コファウンダー／ブロガー

池田将さん

株式会社 電通

中嶋文彦さん
未来予報研究会

曽我浩太郎さん
未来予報研究会

宮川麻衣子さん

レビ石井大貴さん、フジテレビ橋本

英明さんという、テレビのイベント

事業部ではない３者が仕掛ける旧来

のテレビ局イベントとは違った新し

いコンテンツづくりの取り組みに、

慶應義塾大学大学院メディアデザイ

ン研究科の中村伊知哉教授が、なぜ

いまイベントに力を入れるのか、イ

ベントと本業であるテレビ番組制作

とのつながりなど、キングオブメ

ディアのいまと未来を聞く。

する。

　「THE BRIDGE FES」 を 主 催

するほか、海外イベントへの登壇、

取材を行う THE BRIDGE の池

田将さんは、今年日本進出をした

SLUSH、Pionners のほか、注目の

海外テック系・スタートアップ系の

現状を解説。欧州発イベントのアジ

ア進出時のマーケティング戦略や主

催者とローカル企業の協力体制など

の裏事情も聞けそうだ。

　企業のマーケティング戦略構築を

手がけ、スタートアップ事情に詳しい

電通の中嶋文彦さんが鋭く切り込む。

像だけでは伝えられない体

験、価値、エンターテインメ

ントをイベント化してリアルな体験

提供へ、というテレビの拡張にチャ

レンジする３局のキーパーソンが並

ぶ、貴重なセッション。

　日本テレビ原浩生さん、TBS テ

界の大型イベントに精通する

パネリストたちが、その歴史、

見どころ、変化、今後の潮流につい

てセッション。大きなトレンドや参

加者コミュニティ、イベントの魅力、

主催者が目指す思想などについても

語る。

　サウスバイサウスウエスト

（SXSW）の最大の魅力であるミー

トアップで人と人がつながるしくみ

や、映画・音楽・インタラクティ

ブの３分野の融合による新たなイノ

ベーションを未来予報研究会の曽我

浩太郎さん、宮川麻衣子さんが紹介

映

世

地

Session 9
地域から日本とアジア、
世界を変える為にイベントが出来ること 
〜 No Maps、明星和楽、Comin' Kobe Interactive（仮称）に学ぶ、

イベントによる地方創生〜

代表取締役の伊藤博之さん、神戸

から「神戸 IT フェスティバル」、

2014 年より「TEDxSannomiya」、

「TEDxKobe」と、多くの地域イ

ベントを立ち上げる舟橋健雄さ

ん、福岡からテクノロジーとクリ

エイティブの祭典である「明星和

楽」の中心メンバーであり、福岡市

の「StartupCafe」起ち上げる村上

純志さんと、SXSW アジア事務局

エヴァンジェリスト　サカモトハル

ヒコさんが地方都市からのムーブメ

ントについて語るセッション。日本

経済新聞社　戸井精一郎さんがモデ

レーションする。

No Maps 実行委員会

伊藤博之さん
明星和楽実行委員会

村上純志さん
Coming
Kobe Interactive
実行委員会・
TEDxKobe 実行委員会

舟橋健雄さん

SXSWアジア事務局

サカモト
ハルヒコさん

日本経済新聞社

戸井精一郎さん

SENSORS
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ンケートを行う現場に同行させても

らった。

　過去のデータ等があると今回のア

ンケートで経済波及効果（直接効

果）との比較は出来るが、初めての

会場で有り地方自治体が行うスポー

ツイベントの経済波及効果の広報計

画、世界遺産が 2 つも有る処で行う

スポーツイベントなので通常のイン

バウンドとアスリートサポーターの

見分け方などをどこまで見れるのか

は非常に難しいが市の観戦動員数 11

万 7 千人もありそれなりの経済波及

効果は高かったと思われる。

　観戦現場に居てトライアスロンア

スリートサポーターやコーチ陣は競

技の面白さ見所を押さえており、競

技コースの場所取りや移動のタイミ

ングはしっかり把握し、どこで挽回

できるのか、沿道で応援のコールも

「トップとの差は 10 秒だ！」等とア

スリートを励ましていた。

　しかし一般の観戦者の方々は「ス

イムからランまで何キロ？」「何周廻

るの？」「この競技はオリパラに有る

の？」「凄い体力だ、どんなトレーニ

ングしているんだ」等が沿道で聞か

れた声であった、やはりメディア（Ｓ

ＮＳ・YouTube 等も含めて）を通

じて競技ルールの面白さや見所を教

えるチャンスをして欲しいと思われ

る。メダル獲得数予想はこれから沢

山メディアに出てくると思われるが

2020 年に向けて今から日本のメディ

アにお願いしたいことである。

　それからボランティアは組織委員

会では８万人規模と言っているが、

日本ボランティアの“モチベーション

の作り方 ”をどうするのか。ロンド

ン五輪大会は「GAMES MAKER」

と言う名前でボランティアは位置付

けられていた “アスリートの今まで

に行ってきた力を最大限引き出すの

が俺たちの責任 ”というコンセプト

で推進されていた。これから日本の

ボランティアはどの様なコンセプト

で推進していくのかが大きなポイン

トとなってくると思われる。担当ボラ

ンティアは最低限ゲームルールや見

所や面白さを知っているべきだと私

は思う。

　前号はスポーツイベントのスポン

サードの話を少し書いたが、どんな

スポーツでも競技観戦する時、競技

ルールが分からないとそのスポーツ

の観戦魅力は半減してしまう。リオ

のオリパラで五輪 28 競技・パラリン

ピック22 競技の各種目の面白さや競

技ルールを皆知っているのかが楽し

めるポイントとなると思われる。日本

の体育授業で経験のあるスポーツは

７～８種類であり、残り20 競技は経

験した事が無いスポーツで展開され、

その他の競技はスポーツのクラブ活

動等で経験したモノが多い。限られ

た経験者しかルールは知らない。し

かし米国のスポーツ経験者では２～

３種目の競技をシーズン通して楽し

むため多くの競技ルールを知ってお

り、観戦時に楽しむ素養ができてお

り試合観戦の数時間前から会場近く

の駐車場で BBQ を行ってお気に入

りのチームサポーターは楽しんでい

るし、スポンサー企業もイベントブー

スでプロモーション展開を行ってい

る、最近の Jリーグも地域サポーター

が盛り上げを行うようになってきて

いる。スポーツを楽しむのは競技の

ルールを知る事で何倍も面白いと思

われ、知らないと損で有りダメであ

る。

　今年はトライアスロン競技に集中

して観戦を行っており4 月17日宮古

島、4 月29日広島県廿日市市、5 月

14日横浜市山下公園と立て続けに観

戦した。特に５月ＧＷの広島県廿日

市市で行われた競技はリオ五輪の日

本代表男子・女子決まるレース「Ａ

ＳＴＣアジアトライアスロン選手権

２０１６/ 廿日市大会」であった。地

元大学のゼミが来場観戦者への経済

波及効果・トライアスロン競技（ス

イム・バイク・ラン）の認知度等ア

写真●廿日市現地取材中の太田氏

電通にて、博覧会、海外イベント、展示会、
スポーツイベント、皇室系イベントの企
画運営を担当。 日本イベント産業振興
協会（JACE）ではイベント国際規格
ISO20121 の国際会議に日本国代表と
して参画、同規格はロンドン五輪で採用
された。現在はスポーツイベント研究所
上席研究員

太田 正治 

              どんな視点で 
リオデジャネイロ五輪・パラリンピックを

楽しんでいるのか
 その 2

9 月のセミナー・イベント
イベンター・マーケター向け

1日　
インテル　ソフトウェア・カンファ
レンス 2016 大阪

＠グランフロント大阪
１〜 30 日
ITmedia Virtual EXPO 2016 秋

＠オンライン
6･7 日
Tech in Asia Tokyo 2016

@ ベルサール渋谷ガーデン
7 〜 9 日
第 82 回東京インターナショナル・
ギフト・ショー秋 2016

＠東京ビッグサイト
8 日
Grow with HubSpot

＠東京コンベンションホール
8･9 日　
第 16 回 金融国際情報技術展

（FIT2016）
＠東京国際フォーラム

9 日　
ZOHOLICS Japan ! 2016

＠ TEPIA ホール
15 日
データ活用実践フォーラム 2016

＠東京ミッドタウン
15・16 日　
東京ゲームショウ 2016

＠幕張メッセ
20・21日　
アドテック東京

@ 東京国際フォーラム
23 日〜 25 日　
第 23 回 東京国際ブックフェア

＠東京ビッグサイト
28･29 日
IoT ソリューション展

＠東京ビッグサイト
30 日
BtoB セールス＆マーケティング
Summit 2016 Autumn　

＠目黒雅叙園
＜お知らせ＞

「Tokyo London Share the sustainability」と
「野村が斬るこんな展示ブースはダメだ」は
紙面の都合上、今号は休載。次号掲載します

＜特集＞
MICE・スタートアップイベント

次号予告  15 号は 9 月30日発行
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——BACKSTAGE 開催までいよい

よ残り４週間を切って、登壇者が出揃

い、イベントの全容をお話できるとこ

ろまでこぎつけました。

　ヒラヤマさんと数ヶ月前に倉橋さん

をお訪ねしたときには、BACKSTAGE

にどんな期待をもっていただき、ご

協力に至ったのでしょうか。

倉橋　以前から、ヒラヤマさんとは

「いつかご一緒できたら」とお話して

いました。今回、虎ノ門ヒルズフォー

ラムでのイベント開催のご相談を受

け、虎ノ門エリアの目標とする“イノ

ベーションを生み出す場所 ”という

方向性に、イベンターという世の中

に新たな提案をする仕掛け人たちが

集うイベント「BACKSTAGE」の

ヒラヤマ　東京だけではなくて、た

とえば地方創生で頑張っている方々

のトップ同士が横でつながるセッ

ションもあります。こうしたセッショ

ンは続けたいですね。

倉橋　面白い人や面白がれる人が集

まって、「アイデアをもらうだけでは

なく、自分の持っているアイデアも

分け合う」というスタイルになるとい

いですね。

ヒラヤマ　おっしゃる通り、基本ス

タンスとしては第一に楽しんでもら

えることです。また、イベントの構

造として、カンファレンスだけでなく、

ネットワーキングもあって、両方ある

ことが重要だと考えています。刺激

を受けて、自分でもなにかやってみ

ようというきっかけをつくるのがカン

ファレンス、ネットワーキングは化学

反応です。マッチングのシステムな

ノの編集方針は必要ですよね。六本

木ヒルズにはアカデミック、虎ノ門ヒ

ルズはイノベーションというキーワー

ドを伺って、今回の BACKSTAGE

の登壇者イメージでも強く意識し、

よい影響を与えてもらえました。場

所から影響を得て、勢いがつきまし

たね。

　新しいことをやっているひと、挑

戦しているひとが集まってきて、イ

ノベーティブなことが好きなひとば

かりの登壇者チームになりました。

——BACKSTAGE の楽しみ方とし

て、どんなことに期待されますか

倉橋　BACKSTAGE が着火点とな

り、ここで集まった人たちが、イベン

ト後もそれぞれの場でインキュベー

ションしていくのが理想ではないで

しょうか。“ 毎年、新しい何かが生ま

れる場 ”となる恒例イベントになって

欲しいと思っています。

コンセプトが合致すると感じたので、

協力を決めました。

　今はビル一棟だけの「虎ノ門ヒル

ズ」ですが、隣接して三棟の高層複

合ビルが建ち、併せて新駅も開設さ

れる大規模な開発が進行中です。周

囲と協働し、どんな街づくりをして、

どんな人々が集まる“ 交流のハブ ”

にしていくかがポイントです。

　そこでキーワードになるのが、“イ

ノベーション ” です。人と情報の交

流の場であるイベントも、「虎ノ門ヒ

ルズフォーラムでは、イノベーティブ

なものを開催することが重要だ」と

お話したことを覚えています。

ヒラヤマ　場の色付けとして人・モ

ど、新しいテクノロジーも採用しな

がら実現していきます。

——虎ノ門、BACKSTAGE から持

ち帰ってもらいたいことは

倉橋　イベント体験を通じて虎ノ門

ヒルズフォーラムを体感いただけた

ら、と思っています。ホテル並みの

ホスピタリティをもつ高級感ある施

設を目指していますが、”交流のハブ”

施設として「未来のコミュニケーショ

ンには何が必要なのか」を考えた場

づくりや街づくりにも取り組みたいと

思います。BACKSTAGE でも、イ

ベントスタイル自体をイノベーティブ

にする新しい取組みを取り入れてい

るので、そのサポートをしていきた

いですね。

ヒラヤマ　会場に入った瞬間からす

べてを新しい体験だと感じてもらえ

るようにしたいですね。一つひとつ

がメッセージと思って、細部にこだ

わっています。

　イベント＝体験マーケティングが

テーマですから。この場所で体験を

したあと、１日を振り返って「なん

だろう、この気持ちは？」という感

覚になってもらえたら成功だと思っ

ています。お客様ではなく、共感者、

共有者として参加いただけたらうれ

しいですね。

（2016 年８月 3 日収録／インタビュー
アー：本紙編集長・BACKSTAGE 実行
委員会樋口陽子）

森ビル

倉橋慶次さん ×
BACKSTAGE 実行委員長

ヒラヤマコウスケさん

対談
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BACKSTAGEの
BACKSTAGEをのぞく

　Session３に登壇する武富さん
が、一目惚れして日本開催にこぎ
つけた ad:tech。今年の東京開催
はもうすぐ、9 月 20・21日の２
日間、東京国際フォーラムで実施
される。

広告、マーケティング関連のトッ
プランナーが登壇するカンファレ
ンスと、最新ソリューションが並
ぶ展示会目当てに、業界関係者が
集まる。
　イベントの特長となっているの
は、登壇者と来場者の距離感。一
方通行の情報発信ではなく、コミュ
ニケーションの場となっており、
参加者の多くがネットワーキング
を重要視している。

　海外発の ad:techということも
あり国際性の高さも人気の秘密。
今年は北米コカ・コーラのセウジ
氏やテンセントのスティーブン・
チャン氏など世界的に著名なス
ピーカーが登壇する。日本にいな
がらにして世界の潮流がわかる。
　イベント内イベントも充実。優
勝者には投資賞金として最大100
万ドルが贈られる「スタートアップ
ルワールドカップ」の日本地区予

選など、毎年新しい企画が ad:tech
を常にフレッシュにしている。　
　編集部オススメのセッションは
２本。まずは、初日キーノート３
の「世界から必要とされるには？
これからの日本プロダクトに必要
な力」。中田英寿氏とGMOの熊谷
正寿氏が世界から注目が集まる
２０２０年に向けて日本のブラン
ディングの重要性を語る。また「VR
はいかにユーザーの体験価値を変

えるのか」（9/20）は、体験提供
をキーワードにしているイベマケ
読者にマッチする内容だ。
　広告業界やマーケティング活動
全般のなかでイベントをどのよう
に捉えるか、すべてのセッション
を聴いて欲しい。また、なぜ
ad:tech が業界人に愛されている
のかイベント運営の視点で考えな
がら会場を歩けば、いろいろなヒ
ントと出会えそうだ。

イベマケ読者は必見

今年のad:tech
9月20日—21日

     東京国際フォーラム
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