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てくてく、
てくてく。

思いでつけたタイトルだけど、狭義の “ イベ
ント ” ではなく、広義の “ イベント ” と理解
が変われば、月刊イベントマーケティングの
役割も変わるかもしれない。そうなることを

今回の表紙には、８p でインタビューをし

を経るごとに少しずつ進化が生まれ、常に新

ていくことでライブマーケティングを体現す

願って BtoB も BtoC も垣根なく、イベント

た電通ライブの協力で、同社が web サイト

しいことに挑戦し続ける姿勢と、歩みを止め

る、とも話す。

マーケティングのいまや進化を語れるような

で展開してる「ライブ、実験中。
」のビジュ

ず、進んでいくというメッセージが込められ

この言葉の束縛と新しい概念の提供という

アルをお借りした。

ている。インタビューでも、前田さんは広告

部分に、
聞いた私が特に深く頷いていたのは、

このビジュアルは、実際に、遺伝的アル

の世界や販促の現場でどんどん変化が起きて

イベントマーケティング紙でもいつも突き当

古くも新しくもイベントというのは、廃れ

ゴリズムを用いた実験をみせてくれている。

いると言い、今後はイベントという言葉に限

るテーマだからだ。イベントをつくっている

たことが実はないんだから。進化はしている

徐々に学びながら「前に歩く」ということを

定されない領域をプロジェクトマネージメン

ひと、マーケティングを担当しているひと、

けどね。

目指しているとのこと。generation：世代

トの能力・技術を使って対応し、
新しくつくっ

双方に自分事として読んでもらいたい、との

多くの最新事例や共通テーマを共有していこ
うと思う。

（表紙協力：電通ライブ）
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スゴい会場

【特集】

場 ：所在地 ￥：参考利用料金（要問合せ） 運 ：運営・管理会社

完成前から検索数がスゴい！

政治の中枢・霞が関、美術館をは
じめカルチャーの集積地・六本木、
国際的なビジネスエリア・赤坂〜虎
ノ門の３エリアの中心に位置する「赤
坂インターシティコンファレンス」
。
“ 学び ” にフォーカスした会議・研修

会場こそ、インフルエンサー

施設として、ON と OFF を意識した
欧米スタイルの機能が充実する。た

“face to face を科学する ”（本紙のテーマです）

とえば、リフレッシュメントスペース

のに、“ どんな場所で ” は実は欠かせない要素。イベ

「KIOSK ラウンジ」は OFF の空間
として居心地を重視したもの。

ントやセミナー、会議の記憶を引き出すとき、「あの

一方、デスクはノート PC と A4

会場で会った、誰々さん」と場所とリンクしたり、壁

資料を置いてもゆとりのある奥行

の色や景観の断片がその空気感を運んできたり、場の

50cm のオリジナルサイズ。会議施

もつ雰囲気が後押しして仲を深めた経験はないだろう

設としての基本機能をより充実させ

か？

ることで、ON の空間で会議やセミ

最新テクノロジーの話を伝統ある寺院の境内で聞く

ナーに集中できる環境を整えている。

のはより印象深いし、学びの場面では集中と解放が

また大使館や外資系企業の多いエ

セットな環境があるとより効果が高まるなど、コンテ

リアであることからインバウンド対
応も充実している。同エリアで多い

ンツに求められる成果に会場も影響を与える。

ホテルのバンケット利用者を意識し

そう、会場は人の記憶や気持ちを喚起させるインフ
ルエンサーでもある。
昨年８月に新しくスタートした中規模会場のコミュ
ニティ「ベニュ研」では、会場側と利用者である主催
者側、そして参加者側の３者の視点でよりよい会場と
イベントコンテンツを考える、という提案がされた。
会場選びも、いろんな視点から考えると、新しい発
見が生まれ、これまで候補に上がってこなかった会場

赤坂インターシティ
コンファレンス
オープンより 1 年前の 2016 年 10 月から会議室 .com に掲載しています。
オープン前の会場の情報ページとしては、赤坂インターシティコンファ
レンスは、これまでになく多くのアクセスがあり、注目度の高さがわか
ります。

がリストアップされるかもしれない。

会議室 .com さん

た、ハラルフードなどの飲食サービ
スにも対応する。
最近はイベントを即時配信したり、
別々の場所で同時開催したりする
ケースも多いため、映像・音声など
の情報配信システムも配備。12 室す
べてサテライト対応が可能だ。
場 東京都港区赤坂 1-8-1 赤坂インター
シティ AIR 3F・4F（溜池山王駅直結）
￥ 12 室（50 ㎡ /7 万 1000 円 〜 545
㎡ /65 万円）* 料金は 4h・税別（8
時〜 22 時）
運 株式会社インフィールド

集い、交わる場（中規模スペース・ベニュー / イベント主催者）を企画・運営す
るひとたちが集まって、ぺちゃくちゃおしゃべりしながら、よりよいベニュー
づくりを考えるコミュニティ

【特集】

場 ：所在地 ￥ ：参考利用料金（要問合せ） 運 ：運営・管理会社

エリア交流コンテンツがスゴい！
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和の美術工芸がスゴい！
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ウエディングだけではなく、ビ
ジネス会議や、宴会などでも利用

品川駅東側に位置する港南エリアの

できる「ホテル雅叙園東京」
。とく

オフィスビル「品川シーズンテラス」

に旧・目黒雅叙園から受け継いだ

に併設された「イベント広場」は、東

日本画、本漆塗り、螺鈿細工など、

京タワーを望む景色や豊かな緑地が気

貴重な美術工芸品を移築。細部に

持ちのいいスペース。好ロケーション

いたるまで贅をこらして造られた、

のため、ドラマの撮影なども多い。

典雅な和室宴会場は、組子障子や
色彩木彫板などに彩られる。イン

エリアマネジメント活動の一環とし
て、
品川エリアの3つの地域資源
「グリー

バウンド向けイベントでも人気が

ン・テクノロジー・オープンネス」をキー

高いという。

ワードに、
「太極拳 on Green」や「品

場 東京都目黒区下目黒 1-8-1（目黒駅徒
歩３分）
￥ 畳の和室宴会場は、３室（牛若 74㎡
/ 竹林 124㎡ / 飛鳥 248㎡）
運 ホテル雅叙園東京 営業部

テク meetup」
、開放的な野外空間で
映像体験ができる「品川オープンシア
ター」など、地域住民も楽しめるイベ
ントが行われている。近隣住民がピク
ニックをすることも。
場 東京都港区港南 1-2-70
（JR 品川駅 港南口徒歩 6 分）

ホテル雅叙園東京

（和室宴会場）

間近で花火鑑賞がスゴい！

2017 年 4 月 1 日、
目黒雅叙園より施設名称変更

インセンティブ、コンベンション、
展示、試乗会、チームビルディン
グ、イベント、学会などのリゾート

￥ B エリア（500㎡）10 万円（9 〜 17 時）
運 デイ・ナイト株式会社

MICE を提案する「シーガイアコ
ンベンションセンター」
。100 名以

※利用スペースは A 〜 D エリアのみ
（その他エリアは利用不可 )

品川シーズンテラス
イベント広場

下の会議室から最大5,000名のホー

一昨年、品川シーズンテラスのオフィス
フロアに本社が移転し、品川ワーカーに
なりました。せっかくなので新しい場所
を楽しみたいと、イベント広場で開催し
ている「品川ナイトランニング」や品川
シーズンテラスホールでお酒を飲みなが
らテクノロジートークを楽しめる「品テ
ク meetup」でエリア企業の方と交流する
ようになりました。
丹青社

工藤 鉄也さん

ルまで、規模や用途に合わせたス
ペースを用意。夏や年末には隣接
するホテルの客室から目の前の花
火を楽しむことができる。

シーガイア
コンベンションセンター

場 宮崎県宮崎市山崎町浜山（宮崎空
港から車で 25 分）
￥ 分割利用含め 22 部屋を用意（59
㎡〜 2,603㎡）＊料金は要問合せ
運 フェニックス・シーガイア・リゾート
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【特集】
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実験的取組みがスゴい！

場 ：所在地 ￥：参考利用料金（要問合せ） 運 ：運営・管理会社

東京駅八重洲口の目の前に、17 部

柱の後方に小型カメラを設置し、後

屋計 2000㎡の「フクラシア八重洲
（東

方部の様子を柱手前のモニターに映

京）
」が今年６月にオープンする。

し出すことで、講師が会場後方の様

設計は数々の受賞経験をもつ気鋭

子を見ることができる、そんな実験

の建築デザイナーが手がけたもの。

的な取組みも行う予定だ。多数のモ

事前に中小規模の会議室が多いロン

ニターは、サインや演出にも利用で

ドンの施設を視察し、そのエッセン

きそう。主催者が新しい使い方を考

スを取り込んだ。

え、進化していく会場になりそうだ。

横長の会議室が多いのは、登壇者
と聴講者の距離を縮め、インタラク
ティブな会議にも対応するためだ。
ラウンジやリラックススペース、
ホワイエを大きくとった空間構成は、
参加者間のコミュニケーションを重
視する近頃のイベントに適している。
マイナスポイントになりがちな柱
のある部屋には、天井からの吊り下
げスクリーンやサブモニターを配置。

場 東京都中央区八重洲 2-4-1
ユニゾ八重洲ビル 3F
（東京駅八重洲口目の前）
￥ 17 室 計 約 2000 ㎡（45 ㎡ /5 万
1000 円〜 200㎡ /23 万 1600 円）
* 料金は 5h（平日）
運 株式会社マックスパート
ベニュ研スタッフの声
小会議室のドアを開けると、直接部
屋に繋がるのではなく、飾り棚がある
小さなプライベートスペースへ。この
ような高級感を演出する工夫があちこ
ちに隠されている。それを探すのも楽
しみの一つかも

フクラシア八重洲
集中できる環境がスゴい！

搬入がスゴい！

会議に役立つ Web
メディアが誕生！

編集長

楠 徹平さん

（アスノシステム株
式会社 Web ビジネ
ス事業部）

２月13 日にビジネスリーダー向けの
会議術 Web メディア「会議 HACK！」
がオープンした。運営するのは、会議
室検索サイトの会議室 .COM を展開
するアスノシステムだ。
「ハコ情報だけでなく、会議をす
る人や、効率的な会議方法など人・
コト情報も発信していき、会議に役
立つ『会議の総合ポータル』として
育てていきたい」と会議 HACK ！
編集長を務める楠さんは話す。
これまで同社では会議室 .COM
を運営して 15 年以上になるが、掲
載する施設数は空室の有効活用増を
背景に、2,000 超の施設で 8,000 室
の会場と右肩上がりに掲載件数を伸
ばし、サイト利用者も直近の月平均
セッション数は 10 万以上と３年前
に比べて約二倍に増加。
会議室需要・
会議人口も成長していると分析し、
質の向上に向けてメディアを立ち上
げた。
コンテンツには、会議コンシェル

かずさアカデミアホール
木更津と聞いて距離を感じるが、
実際は東京湾アクアライン経由で東
京駅から車で 60 分。都心の喧騒を
離れ、自然に囲まれた環境が研修や

THE GRAND HALL

場 千葉県木更津市かずさ鎌 2-3-9
（JR 木更津駅から車で約 15 分）
メインホール（シアター 700 名）
￥ 4 万 3200 円 /3h ほか
運 株式会社かずさアカデミアパーク

学会などで集中した学びを生む。隣
接のオークラアカデミアパークホテ
ルのスタッフによる会議・研修運営
サポートが強み。CM・カタログの撮

研修や会議で会場をお探しの方にご
案内すると、都心やリゾートにない集
中のできる環境という感想が多く満足
度が高いですね。利用料がリーズナブ
ルなところもポイントです。

ター。分解できない医療機器や自動

を行う企業やプロジェクトが学べる

車など、大型な展示物が多いイベン

「POP IN MEETING」
、生産性あ

きるイベントスペース。品川駅港南

トの搬入出もスムーズにできる。

口から屋根付きスカイウェイで徒歩

利用料金が 2 割引きになる月曜割

5 分という好アクセス、最大 462 名

や、日曜・祝日限定で音響照明機材

収容可能なメモ台付きの可動式椅子、

と立会人件費込みで 50 万円になるエ

パーティー会場としても利用できる

ンタメプランも用意されている。

最大積載 3.5t のカーリフトエレベー

鍾乳洞、古代人…ユニークさがスゴい！

た「会議再生ラボ」で展開する。
会議を起点に、
今後は「セミナー」
や「イベント」にも切り込む。

場 東京都港区港南 2 丁目 16-4
品川グランドセントラルタワー 3
（東京駅品川港南口から徒歩５分）
￥ 432㎡ /80 万円〜 * 料金は 11h
運 株式会社マグネットスタジオ

みんなでつくるカオス感がスゴい！

天然の鍾乳洞で 200 人規模のパー

もとは、宝田恵比寿神社横の駐車場。

ティーができる。2 万年前から古代

7 台分のスペースにイベント・キッチン

人が使用した洞窟で、古代人の骨や

スペース「BETTARA STAND 日本

世界最古の釣り針が見つかっている。

橋」は建っている。移動可能な動産・

もともとが海底なので、天井も壁も

タイ二ーハウスや DIY で作る屋台など

サンゴ礁でできている、という他の

を利用。
「神社境内のような安らぎ、賑

会場にないものだらけ。

わい」の新たなパブリックコミュニティ

鍾乳洞なのに、電気、水道、WiFi、常設のステージが完備されている

ガンガラーの谷
ケイブ カフェ

る時間にするための会議術をまとめ

広いホワイエなど、使い勝手の良さ
なかでもイベントのプロに嬉しい

西田 直美さん

会議術」
、ユニークな会議の進め方

“ お客様の想いを空間でお応えす

の が、W2425 × D5570 × H2700、

（公財）ちば国際コンベンションビューロー

役立つ会議術を紹介する「スマート

る ” をコンセプトに自由な表現がで

がウリになっている。

影も多く年間 130 件の実績も。

ジュや会議のプロにインタビューし

うえ、機材車の搬入も可能なイベン
ト仕様になっている。鍾乳石の水滴
対策で、要パラソルなのはご愛嬌 ?

場 沖縄県南城市玉城前川２０２ ￥ 220㎡ / 料金は要問合せ 運 株式会社南都

BETTARA
STAND 日本橋
場 東京都中央区日本橋本町 3-10-1
（小伝馬町駅徒歩２分）
￥ イベントスペース（着席 50 名）15,000 円 / 1h
運 YADOKARI 株式会社

スペース。
建設には日替わりで約 100 名が関わっ
ていて、私は大工をしているので技術指
導で携わりました。なかには釘を１本打
ちに来たという女性も

丹工舎

丹羽 芳徳さん

【リポート】
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工場見学オリジナル SNS フォトプリントキャンペーン

体験を持ち帰り、クーポンにも
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こころを測る

空間が変わるイベントも変わる !?
×

Powered by

キリンビール工場での新たな試みとして、名

商業・文化施設などの空間づく

やる気と無気力など）を横軸および

りを行う株式会社丹青社と理化学

縦軸にした 4 象限マトリクスで人の

古屋工場と福岡工場で 3 ヶ月間「#SnSnap」

研究所発のベンチャーである株式

心の動きを捉える。片岡博士は「た

を活用した SNS 施策が実施されている。工場

会社 Kokorotics は、ワークプレイ

とえば、不安や緊張感が強いときは

で「一番搾り うまさの秘密体感ツアー」へ参

スでの従業員の気分・心地の微妙

無理にリラックスしようとしてもなか

加した工場見学者向けのキャンペーンで、SNS

な変化を測定できるスマートフォン

なか思い通りに気分をコントロール

に投稿した工場見学時の写真を、工場のレスト

ア プ リ「KOKORO ス ケ ー ル for

することは難しいですが、興味のあ

ランクーポン付きカードにしてプレゼントする

Workstyle」を共同開発した。

というものだ。
「工場見学オリジナル SNS フォトプリントキャンペーン」
開催日時：２月 10 日 ( 金 ) 〜５月７日 ( 日 ) ※なくなり次第終了
※名古屋工場は２月16 日( 木 ) 〜５月７日( 日)
対象者：
「一番搾り うまさの秘密体感ツアー」参加

イベントレポート

理想的な働き方は、一つではない

る話題などで一度ワクワク感を上昇

きっかけは、2015 年 9 月に実施

させると、その後、不安が軽減され

した、丹青社の本社オフィス移転。

やすい、ということが KOKORO ス

「こころを動かす空間づくり」を掲

ケールでわかってきました。空間や

げる丹青社として、空間と「ここ

イベントにも脳科学を入れることで、

ろ」の関係性にも着目し、そのパイ

いろんな道筋がみえてくる」と話す。

ロット調査に取り組んだ。本社移転

たとえば、天井をあえて低くし、そ

を機に取り組んだワークスタイル変

の先に吹き抜けをつくることで生ま

革の狙いは、クリエイティビティと

れる心理変化を利用した空間構成や、

業務効率の向上。その効果測定に

イベントのプログラム順に活かせる

「KOKORO スケール」にアレンジ

働き方を考えるカンファレンス 2017

を加えて、
「KOKORO スケール for

かもしれない。
「今回のアプリはオフィス空間向けで

2 月 15 日、虎ノ門ヒルズフォーラ

Workstyle」を共同開発し、自らの

ムで『働き方を考えるカンファレンス

オフィス空間で従業員の「こころの

次の改善につなげることができるの

2017「働く、生きる、そして」
』が開

動き」がどのように変化したのか 80

ではと期待しています」
（丹青社 菅

催された。世界中で起こっている働き

名を対象に調査を行った。

波さん・工藤さん）
。

た。また、
「あるべき理想的な働き方

を導入し、1 日数回データを入力して

系化する一般社団法人 at Will Work

価」
、
「マネジメント」といった企業側

が、一つではないことが重要」と選択

もらうことで、いつ、どこで何をして、

が主催。行政・企業・研究者・個人など、

の視点だけでなく、
「働く環境・ワー

肢のある働き方改革を提唱した。

どんな気分〔やる気・快適さ〕だっ

約 600 人が参加した。

クスタイル」
、
「理想の組織・働き方」

同カンファレンスでは “ グラフィッ

たか、気づきやひらめきがあったか

経済産業省大臣の世耕弘成氏、慶

といった雇用者側の視点を織り交ぜた

クレコーディング ” が導入され、セッ

リアルな実態を捉えることができま

應義塾大学名誉教授の竹中平蔵氏、

テーマが設定され、さまざまな切り口

ションが終わるごとに参加者が会場

した。経験値や感性などのアプロー

ヤフー安宅和人氏、メルカリ小泉文明

から働き方の多様性について共有さ

に展示されたグラフィックレコーディ

チに、さらに定量的なデータを加え

氏、二枚目の名刺代表の廣優樹氏な

れた。

ングを撮影し、SNS に投稿するなど、

て、より良い空間づくりにつなげて

CLOSING SESSION に登壇した

情報収集に終わらず、アクションにつ

いきたい」と話し、こころという主

世耕弘成経済産業大臣は「働き方改

ながる仕掛けがつくられ、リアルな場

観的な気分・心地を定量化し、ここ

革は、文化など不透明なものを変え

だけでなくフィード上でも働き方を考

ろと空間の関係性の数値化にチャレ

ていくベースになるもの。日本型の雇

えるさまざまな議論が展開された。

ンジしたと解説する。

展示コーナーに研修プログラムで出展
した「MY WAY」は、イベント翌日に
引合いのメールが届いたという

理化学研究所・片岡洋祐博士が脳

用変革は急務で、働き方を変えること

at Will Work 代表理事の藤本あ

と生産性をあげていくことを同時に進

ゆみさんは、
「前向きに働きたい人が、

科学の知見に基づいて開発した気分・

めていくべき」とし、自身も国会答弁

好きなように働き方を選択できるよう、

心地の測定ツール
「KOKORO スケー

の準備時間を管理し IoT、AI 化を取

いまある不自由な状況を発信し、理想

ル」をベースにしており、脳内物質

り入れるなどしていると、IT 化によ

的な働く環境ができるように声をあげ

「ドーパミン」
「セロトニン」の働き

るイノベーションの必要性にも言及し

てほしい」
と、
今後も活動を続けていく。

に基づく気分尺度（安心感と不安感、

30

スエリアも含めると 54 名。
「採用・評

AHA率(%)

の「 働き方事例 」を共有、研究・体

移転前
移転後

40

紀宏さんと工藤鉄也さんは、
「アプリ

全体の活動別 AHA率

20

の共同開発を担当した丹青社の菅波

10

い社会づくり」を支援し、様々な企業

（写真左）ホワイエに展示された
グラフィックレコーディング
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報を届けるという内容で、
「働きやす
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KOKOROスケールfor Workstyle

方のパラダイムシフトにおける最新情

ど、
多方面から集まった登壇者は、
ブー

したが、イベントや公共空間など、

分析結果：クリエイティビティの向上

「アハ体験（気づき・ひらめき）は、

コミュニケーション系の活動で多い」
という結果から、部門を超えたコミュ
ニケーション機会を増やす施策を実施

すれば、より創造性が高まる可能性が
あることが導き出された。

6
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ブランドの魅力伝えるお弁当

iPad1000 台用意し
講演会で 150 人の質問受ける
昨年、ある製薬企業が都内で学術

昨年 11 月 9 日・10 日に幕張メッ
セで開催された Cybozu Days 2016

ルマーケティングの広告賞「コードア

できた。

ワード 2017」を開催、３月 22 日から

料理の見せ方にもこだわった。

感じが違うのは、1000 人にのぼる

1000 台を１つのイベントのため

応募が開始された。デジタルを活用し

来場者が全員 iPad を手にしていた

に集めたというインパクトは大き

たマーケティングコミュニケーション

ことだ。

く、参加者は主催企業のスケール感

の事例を国内外から募集し、その秀

やイベントにかける想いに強い印象

逸な施策を企画・実施したチ ームを

お弁当が提供され、ブランド訴求と

は目標の 3000 人を達成。
「お客様に

集客に一役かった。食事を提供し

喜んでいただいた」
、
「集客のフック

運営を担当したシータイムの酒井

の１つになった」とサイボウズの担

祐輔さんは「とにかく 1000 台集め

当者の満足度は高かった。

るために、複数の会社にあたった」

「シャショクル」
をてがけるスターフェ
スティバルだ。

標となる貴重なデータを得ることが

講演会を開催した。他の会議と何か

食の魅力の効果もあり、来場者数

たのは、弁当宅配・ケータリングの

株式会社 D2C は、総合的なデジタ

トスタンドを会場に呼び寄せたり、

では、オリジナルのケータリングと

「ごちクル」とデリバリー型社員食堂

デジタルマーケティングの
広告賞応募受付中

担当したスターフェスティバルの

と振り返る。

を受けていた。
シータイムでは今後、iPad の活

称え世の中に発信することを目的にし
たもの。

用範囲を、営業活動に活かせるビッ

4 年目となる今回は、数々の広告賞

グデータの集積にも広げ、イベント

の審査を歴任する PARTY のクリエ

の開催効果を高めていくという。

イティブディレクター伊藤直樹氏が審

リレーションセールス本部本部長の

そこまでして参加者全員に iPad

イベント主催者であるサイボウズ

山中敬司さんは「来場者の方々がお

を用意したのは、講演を聴いてもら

からの要望は、企業とサービスのブ

料理の写真を撮影しているのを見た

うだけでなく、参加者の質

ランドイメージを “ 食 ” のシーンでも

ときはうれしかった」と語る。撮影

問を広く集めたいという主

作品エントリーは５月８日まで。 今

訴求すること。そのオーダーに集客

した写真は SNS にも多く投稿され

催者の想いに応えるためだ。

年からオフィシャルサイトを英語対応

力のある “ 食の魅力の活用”もスター

た。サイボウズのブランドイメージ

その効果は大きく、通常

させ、アジアを中心とした海外からの

フェスティバルは提案した。

拡散にもフォトジェニックな料理は

の挙手による質疑応答では

作品募集も積極的に受け付ける。グ

２〜３問で終わってしまう

ランプリ発表は 7 月中旬予定。

お弁当に “Cybozu Days 2016” の

効果があったようだ。

ロゴが入った熨斗（のし）をつける

スターフェスティバルでは、弁当

ところを、150 人からの質問

だけでなく、カレーにロゴマークを

や食事の魅力を活用して、大規模イ

を受け付けた。主催企業と

形どったチーズを浮かべたり、サー

ベントやプロモーションなどの開催

しては今後の営業活動の指

ビスカラーに合わせた黄色い米を使

効果を最大化するため、企画の段階

用するなど、ブランドイメージの再

からイベント主催者を支援している。

査員長に就任。

1000 台の iPad がならぶ壮観

のと思う」と語る。

現実の時代とリアルコミュニケー

現性を追求した（写真右）
。また、
「お

Editor s Eye

しゃれなバルのようなイメージ」と

感動社会をデザインする

実 際 に「 感 動 発 信・ イン タ

ションについて」などイベントに活

いうテーマに沿って、恵比寿のガレッ

ムラヤマ／感動創造研究所

ビュー」
、
「感動創造フォーラムの

かせるセオリーも紹介されている。

開催」
、
「地域コミュニケーション」
、

スターフェスティバル
山中 敬司さん

イベントの運営改革へ
屋内測位システム開発

Kintone のロゴの形のチー
ズをカレーに

J リーグ初、フィールドに
プロジェクションマッピング

リクルートテクノロジーズは、イス

3 月 11 日、大阪府の市立吹田スタ

ラエル発のスタートアップ企業 Infuse

ジアムで行われたガンバ大阪対 FC

Location Ltd. と技術協力し屋内測位

東京の試合終了後に、J リーグ史上

技術を活用した共同検証プロジェクト

初のフィールドへのプロジェクション

を開始した。

マッピングが実施された。チームとサ

同システムは Wi-Fi や地磁気、ジャ

ポーターが試合以外でも繋がるこれま

イロセンサー、GPS のデータを総合

でにない感動体験を提供した。コンテ

的に活用することで、屋内の位置情

ンツプロバイダーはタケナカが務めた。

空間ディスプレイ企業の研究機

「震災復興支援」
、など、ディスプ

続く第四の経済価値として感動を

関の先駆けといえるのが 2008 年

レイという枠をはずし、さまざま

提唱。感動を呼ぶモノ・サービス、

に㈱ムラヤマが設立した感動創造

な活動を行っている。

感動体験の場やコンテンツ、感動

研究所だ。感動のメカニズム等に

感動のメカニズム等についての

による顧客・従業員満足度向上な

調査・研究も進めており、その成

ど “ 感動市場 ” の発展に寄与すべ

「私たちが提供しているのはつきつ

果の一つとして、感動のハナシ、感

く活動している。

めれば “ 感動 ” であって、ディス

動のチカラ、感動のカタチという三

プレイはその表現手段の一つ。そ

冊の小冊子をまとめた。

ついての調査・研究も進めており、

金沢工業大学心理情報学科の神
宮英夫教授が所長を務める感動デ

いるなか、感動をよぶ体験提供が、

験あふれる社会を目指しています」

ザイン工学研究所とのパートナー

新しい空間づくりのテーマになり

と立上げ時の所長で現シニアフェ

シップをはじめとした、関係機関

そうだ。

ローの守法美宣さんは説明。現所

と研究も継続中である。

長の高山実さんは「感動のもつ力

感動価値についてまとめた「感

なくして人類の発展はなかったも

動のチカラ」のなかでは「なぜ、
のか？共感コミュニケーションの広

要。イベント会場内でのナビゲーショ

皮質の割合と共感コミュニケー

守法美宣さん

活用が期待される。

大塚商会

実践フェア２０
１
７

https://eventos.tokyo/

（ 平日 10:00 〜 19:00 ）
株式会社 ブレイブソフト

りへと価値観の重心がシフトして

他人の “ 感動 ” に “ 共感 ” したがる
がりとその限界は？」や、
「大脳新

03 - 6809 - 6064

らに人のこころを動かす感動づく

を解明し、こころの豊かな感動体

IMES などと異なり機器の設置が不

資料請求 お問合せ

モノづくりからことづくり、さ

う考え、感動の価値やメカニズム

報を高精度に測定する。ビーコンや

ンや、O2O マーケティングなどでの

また、農業・工業・サービスに

event ̲contact@bravesof t .co.jp

高山実さん

ションの広がりの相関性」
、
「拡張

研究の成果をまとめた小冊子 3 冊セット
を 5 名様にプレゼント。ご応募は編集部
まで。into@event-marketing.co.jp

【Column/News/書籍紹介】

TECH 番長が行く
その 2

海外で
買い付ける

Powered by

株式会社 フロンティアインターナショナル
第 4 営業本部 シニアプロデューサー
WOM マーケティング協議会 国際委員
会委員長

山中 良悦さん

トバンド「KLIK（クリック）
」です。
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入できると思います。

す。ユニークネスという意味では、

7

丹青社新社長に高橋貴志氏

受付でのチェックイン機能のほか

来場者の行動データをどのように

日本のそれも世界的に見ると非常に

に、バンドを名刺代わりにタッチし

取得するか、ということで赤外線や

特殊で、価値が高いのですが、雑な

社は、３月 10 日の取締役会で代表取

てクラウドサービスでその後やりと

顔認証などさまざまな技術がありま

言い方ですが、そこは僕らでなくて

締役および役員の異動を決議。代表

りしたり、発光するのを利用して光

すが、米国では Wi-Fi を使って位

も、必ず近いタイミングで誰かが紹

取締役社長に現取締役副社長の高橋

の演出で一体感を出せるもので、イ

置測定をすることも多いです。米

介するし、導入されます。

貴志（たかはし・たかし）氏が 4 月

ベントに高揚感と “ 新しい感 ” が生

国ではモバイル端末を会場などの

だとしたら、僕らはもうちょっと

まれます。EVENTTECH のアワー

Wi-Fi 端末に接続することに日本ほ

違う場所と視点で、情報を集めてい

ド会場で偶然 KLIK の担当者の隣

どの抵抗がないので、数年前から商

こうと思っています。

になり、コレ良いよねって話してい

業施設などでも実用化されていま

いま注目しているのは、インタラ

ました。日本国内での本格的なサー

す。日本では Wi-Fi に繋いでもらう

クティブで五感に働きかけるテクノ

ビスインに関しては、現在最終調整

ためのキャンペーン的なしかけがど

ロジーです。人間の意思決定は最終

中ですが、近いうちに皆さんにも弊

うしても必要かと思いますが、大規

的に五感に頼るもの。腹落ちという

社サービスの一つとしてご紹介でき

模な機器を使わずに屋内測位ができ

感覚がありますが、それをデジタル

ることになろうかと思います。

る手法なので、ビーコンなどと同様

文脈と自然な形でマッチさせ、イベ

SXSW

に一考の価値はあると考えています。

ントなどのリアルフィールドで表

3 月 10 日から 19 日まで、米国オー

現・再現できる手法を探しています。

スチンで、音楽・映画・インタラクティ

EVENTTECH（2016/11/14 〜

少し似たものかもしれませんが、

空間づくりの課題解決を行う丹青

25 日の株主総会で就任する予定。

高橋貴志氏

東大生がアワード受賞
後藤映則氏はアートで選出

16 ＠ラスベガス）に参加したのは、

決済機能付きリストバンド「グロー

技術的なことをいうと、たとえ

最新テクノロジーの情報や市場動向

ネット」も導入予定です。物販をと

ば「KLIK」は RFID と LED を組

私たちが手がけるプロモーション領

ブの祭典 SXSW（サウス・バイ・サ

などのセッションを聞くという目的

もなうイベントで課題となってい

合せたものですし、分かりきってる

域では、“ 体験価値 ” に予算がつく

ウスウエスト）が開催された。

もありましたが、
主眼に置いたのは、

る、現金収受の手間や実売データの

ことですが、一つひとつの技術がと

ようになっています。収益性の高い

過去に Twitter や Airbnb が受賞

自分たちが使用するテクノロジーを

取得を容易にするだけでなく、決済

んでもなく新しいということではな

“ 体験価値 ” を利便性の高いテクノ

したインタラクティブ・イノベーショ

仕入れに行くという、より弊社のビ

の簡易化により購買障壁がさがり売

く、複数の既存技術や、アイデアを

ロジーでどう再現するか、現場に来

ン・アワードの学生部門では、ロボ

ジネスに直結した目的でした。

上向上にもつながると期待していま

組合せてイベントに活用するアイデ

れない人たちをどうやってその空気

ティクス技術を応用した義足を開発し

す。過去の既存の製品・サービスな

アを実用的な価格に落としこんでい

感など含めて、巻き込めるかという

た東京大学の学生チーム「BionicM」

どよりも導入コストが圧倒的に低

るところなどが、欧米でのイベント

事も、これから必要になってくると

が受賞
（写真）
。新設のアート部門では、

く、音楽フェスなどのイベントに導

テクノロジーの先進性だと感じま

思います。

本紙 20 号特集に登場した後藤映則氏

すでに弊社で取り扱う方向で動い
ているものがいくつかあります。
1 つは 19 号でも紹介されたリス

の、
「toki-series#02」が 6 作品の中
 　
1.

⽰示

	
  

11 つ選んで記入
⼊入	
  

展示会の
ブース企画方法

 　

1Roll
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message
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iPhone、テンプレート、
絵コンテ、ワークショップ、
要	
  素	
  
撮影ナレッジ
要素
全体を構成する部分
, 世界観など
, , パーツ
,
	
  

速い、安い、簡単。動画制作
経験・スキルが不要。
機	
  能	
  
市場価格の●分の一など 機能
⼒力力
	
  
性能、効力、可能性、ベネフィッ
ト

1Roll（ワンロール）
、動画制
作未経験・初心者、プロのナ
属	
  性	
  
レッジをあなたの手に 属性
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, , 種別など
	
  
商品名、コピー、想定ユーザー

前回は展示会に出展するブースを企

3.

3
⽴立立

4.

method	
  
method

比
⽐比	
  喩	
  

メタファー、他のモノ、
⾔言
	
  
場所で言い換えてみる。

	
   	
  

視点、語り手、立場、主
⼿手 ⽴立立
	
  
語、時代を置き換える。

	
  ⼈人	
  

に選ばれた。

	
  

M

実体・形のないサービス
	
  
等を表現するのに有効。

⽐比	
   	
  

自社、他社製品との比
⾃自
⽐比
⾏行行
	
  
較を行う。

実	
  証	
  

調査、検証を行って体験
⾏行行
してもらう。	
  

	
   	
  

大げさに表現してみる。
⼤大
強調。過度の表現は注
	
  
意が必要。

media	
  
media

	
  

際立たせた情報を体験する・プレゼ
⽴立立
ンテーションするに相応しい場所・
人・道具を選ぶ。場所・人・道具
⼈人
⼈人
のどれか一つを選べば連想が可能
⼀一
	
  

場	
  所	
  
例）
⾏行行 ⼝口
撮影スタジオ、銀行窓口、バー
カウンター、教室、病院の診
察室（ 保 健室）
、ホテルのラ
ウンジ・カウンター、コクピッ
ト、カフェ、家電量 販 店、書
店・図書 館、テレビショッピ
ングスタジオ、美術館、ギャ
ラリー、 刑 務 所、 教 会 など

⼈人

	
  
	
   	
  

告知板
本誌で連載をさせていただいて、
ます、フレイ・スリーの前田です。4
月 20 日に宣伝会議の展示会出展実

フレームワーク実践編①：アプリ

画するためのフレームワークを提示し

撮影：飯田展生

践講座で、
「展示会場での戦略とコン

ましたが、今回はそのフレームワーク

テンツ」についてお話しします。ぜ

を使ったブースの企画方法をお伝えし

報は絞りに絞り、それを際立たせなけ

せればよいでしょうか？ここでは CM

示品から連想される情報を、何らかの

ひお越しください。

ます。ブースの企画には大きく、伝え

ればいけない、というワケです。

制作などにも使われる代表的なメソッ

場所や役職（役割、仕事）に見立てる

■日時：４月 20 日 10:00 〜 17:20

と良いアイデアが出てきます。

■会場；宣伝会議東京本社

たい情報を選ぶ「メッセージ」
。その情

これを弊社の動画制作アプリ、
「1Roll

ドをご紹介します。
「比喩」は情報を何

報を際立たせるための「メソッド」
。際

（ワンロール）
」に当てはめたのが上の

かに例えること。
「置換」は語り手の視

1Roll で展示会に出展した時は、
「動

点や時代、立場を置き換えること。
「擬

画制作ワークショップ」
「早い」
「簡単」

立たせた情報を届けるための「メディ

ワークシートです。

ア」
を考える３つのステップを踏みます。

要素には、1Roll を構成する「絵コ

人」はキャラなどを使った擬人化。
「比

まず、＜1. 展示する商品、サービス＞

ンテ」
「テンプレート」
「iPhone アプリ」

較」は自社の従来製品や他社製品との

情報として選び、その情報を際立たせ、

を決めましょう。展示会には多くの自

を使用することや、サービスの特徴で

比較。
「実証」は実際にブース来場者

ブース来場者にその情報を体験しても

社製品を出したくなる所ですが、ブー

もある「動画制作ワークショップ」な

に触ったり動かしたりしてもらうこと。

らうために、
「比喩」と「実証」のメソッ

ス来場者に
「体験を訴求する」
ためにも、

どの情報を書き込みました。機能には、

できれば展示製品は絞った方が良いで

映像制作経験がない人でもビジネスに

しょう。スペースが狭い場合はなおさ

使える動画が作成できること。アプリ

らです。
展示品が決まったら、ブース内にお

「誇張」は製品の機能を大げさに伝える
ことです。

「未経験者、初心者」を際立たせたい

ドを使って、ブースを「撮影スタジオ」

■価格：４万 9000 円 ■定員 30 人

［書籍紹介］

わかる！
イベントプロデュース
企画・構想から実施・運営までの

に見立て（※見立てるということが比

イベントプロデュースの完全マニュ

このメソッドを選択する時にポイン

喩メソッドです）
、ブース来場者にカメ

アル。人口減少社会、デジタル化社

だけで撮影できるので、
「早く」
「簡単」

トとなるのが、情報を際立たせるのと

ラマンになりきってもらい、1Roll を使

会における新しいイベントの活用に

なこと。価格情報なども書き込みます。

同時に、
「どう届けるか？」というメディ

用して弊社が用意したモデルを撮影し

ついて考察されており、ビジネスや

いて展示品のどんな情報を際立たせる

属性には製品名やターゲット層（映像

アを意識しながら考えることです。展

てもらうという体験を提供しました。

地方創生にイベントを賢く活かす知

かを選ぶために、展示品の情報を、
「要

制作未経験者、初心者）などを書き込

示会のブースは大きく分類すれば、
ブー

素」
「機能」
「属性」の 3 つの種類にバ

みました。

スという「場所」と、そこに立つ「人」
、

事細かに説明するパネルなどを掲げる

このように、展示品の特徴や情報を

そこで使用する「道具、ツール」とい

中、撮影スタジオという物珍しい空間

ラします。
「要素」はその商品全体を構

こうして周辺のブースが自社製品を

成する部品、パーツ、素材、世界観など。

できるだけ細かく、分類していきます。

う３つのメディアで構成されます。際

を作った結果、撮影体験に順番待ちが

「機能」は性能、
効力、
ベネフィットなど。

この作業を踏まえ、我々が展示会で最

立たせたい情報を体験してもらい、プ

できるほどの賑わいを、ブース内で作

「属性」はターゲット、商品名や商品コ

も強調したいのは、
「動画制作ワーク

レゼンテーションするのに相応しい場

ることに成功したのです。

ピー、想定ユーザー、製品が属する商

ショップ」
「早い」
「簡単」
「未経験者、

所・人・道具を選ぶにあたり、最も簡

品や業界ジャンルなどです。限られた

初心者」にしようと決めました。

単でかつ有効なのが、現実にその製品

スペース、限られたブース来場者との

では際立たせる情報を選んだら、次

を使用する場所をブース内に再現する

接触時間を考慮すれば、伝えるべき情

にどのような方法でその情報を際立た

ことですが、それが難しい場合は、展

識やノウハウを紹介している。

前田考歩

株式会社フレイ・スリー
プロジェクトエディター
プロジェクトマネージャー

著者：宮地克昌 / 出版社：戎光祥出版
定価：2600 円（税別）/ 頁数：320P

8

【Interview】

Event Marketing No.21 March 31,2017

「ライブマーケティング」の中核企業へ

デジタルもマスもすべて動員し、最適なタイ
ミングで最適なコンタクトポイントに対してコ
ンテンツやメッセージを送る、という仕組みの
提案で終わるのではなく、一連のプロセスが

株式会社電通ライブ

があります。そのすべてをまとめて、人をわく

動きだすための起爆剤となるリアルな体験、ラ

代表取締役社長執行役員 CEO

わくさせる、というメッセージを込めるのに、

イブの瞬間に、驚きや発見などの感動のピーク

“ ライブ ” という言葉を使いました。端的で躍

をつくることが成功の鍵なのではないでしょう

動感や喚起力があり、気に入っています。

か。

前田 圭一

さん

まだ確立されていない言葉かもしれません

−−新しく電通ライブが組織されたことによっ

が、むしろ電通ライブが手がけていくことを指

て、どのような変化があるのでしょうか

してライブマーケティングが再定義されていく

前田 一瞬の、一度限りのかけがえのない経

ように、リードしていきたいですね。

験を共にするというライブマーケティングの本

今年1月4日付で事業再編され、設立された株式会社電通ライブ。新組織の内容や
今後の事業展開について、代表取締役社長執行役員CEOの前田圭一さんに聞いた

−−イベントということに限定せず、事業展開

質を実現できるようになると、
メディアやコミュ

されていくということでしょうか

ニケーションに対して、
「次は何が起こるんだ

前田 ライブマーケティングのベースには、も

ろう」とか、
「この間行ったらこんなことがあっ

−− 1 月 4 日に設立された電通ライブはどの

いまクライアント企業と話をしていると、マス

ともと実施してきたイベントやスペース（空間

てびっくりした」という期待感をもう一度持っ

ような位置付けになるのでしょうか

もデジタルも目的に向かって最適化していかな

づくり）の事業が含まれますが、それらを実現

てくれるのではないかと期待しています。

前田 電通ライブは、電通本社のイベント＆

ければならない、という共通課題にたどり着い

する技術、ノウハウは、展開が可能なものです。

スペース・デザイン局と電通テックのイベント

ています。そのためには、統合的なマーケティ

たとえば、
ある限定された時間と空間のなかで、

やる気のある人たちが、イベント業界をどんど

＆スペース部門を統合し、電通テックを「株式

ングが必要で、マス、デジタルの両者をつな

一気になお且つ安全に立ち上げる、というノウ

ん志してもらえるようになることが、望ましい

会社電通ライブ」に改組改称した組織になり

いで成果をもたらすようになる鍵はなにか、と

ハウもイベント技術の一つです。

ですね。従来のイベントの枠に収まらないよう

ます。ある意味、合併企業ですが、創業しゼ

いう議論になっています。

また、その実現のためには、才能のある、

また、イベントそのものの成功も前提ではあ

なことを企んでいるので、アートや、デジタル

その鍵の一つは、言うまでもなくデータであ

りますが、ブランドや企業あるいは事業と、顧

テクノロジーなど、ありとあらゆる才能が自分

電通グループにおける「ライブマーケティン

り、データドリブンなマーケティングです。同

客である生活者・消費者との接点やその接点

を発揮するのに最高の場として参加してもらい

グ」の中核企業、
を合言葉に、
将来は世界のリー

時に、消費者・生活者を動かすリアルでライ

をつなぐストーリーを全体として設計できるか

たい、一緒に面白い仕事をしていきたいと思っ

ディングカンパニーを目指していきます。

ブな「できごと」である、
というところでの「ラ

どうかがポイントだと思っています。俯瞰した

ています。

−−ライブマーケティングとは

イブマーケティング」こそ、もう一つの鍵とし

視点がないとイベント単独で「成功してよかっ

そして、これまでこの世になかった新しいこ

前田 デジタライゼーションが不可避に社会

て期待が高まっていることを強く感じます。

た」
、
「たくさん人が入ったね」で終わってし

とをするためにも、外からの刺激も取り入れ、

と生活を変えています。ついこの間までマーケ

−−社名にも “ ライブ ” という言葉が使われ

まいます。そうではなく、そこに至る道筋をど

付加価値をつくっていきたいと思います。

ティングの世界では、マスマーケティングから

ていますね

う設計すれば、そこから満足を得た人たちを、

デジタルマーケティングへという論調があり、

前田 “ ライブ ” が示す内容には、リアル、経

顧客としてさらなる満足につなげられるのかが

対立概念的なムードがありました。ところが、

験価値、イベントも含めてさまざまな意味合い

ライブマーケティングには求められています。

ロからつくりあげる気持ちでおります。

＜電通ライブ 新卒採用情報＞
マイナビにてエントリー受付中
（締切 4 月 21 日）
。
4 月 8 日 ( 土 )・9 日 ( 日 ) 会社説明会開催
※事前にマイナビからのエントリーが必要です。

