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ハレの日の食

〜参加者の胃袋をつかむ〜
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今月の裏表紙
SXSW,LLC

Peter Lewis さん

www.event-marketing.co.jp

食というコミュニケーションツール
今回の表紙は「＃お詫び中なう。に使って

所にあるおかげで、なにかの折々に、お世話

そんなわけで、今号の特集では、イベント

もいいよ」という素材ではなくって、食ベ物

になっています。
「やってしまった！」とい

にも欠かせない『食』をテーマにしてお届け

が語ってくれることってありますよねってこ

う話に事欠かない私たちにとって、このお詫

します。

との比喩です。わかりづらかったらスミマセ

びアイテムは必須。会話の緩和剤になってく

ン（結局、謝罪）
。

とにも貢献します。
創刊から丸２年の締めの号の表紙がお詫び
になってしまったことについては、いまさら

イベントに来ていただいてうれしいという

気づいたわけですが、突っ込みどころが満載

れたりします。
（
「切腹最中」
の名前の由来は、

おもてなしの気持ちだったり、食を通じた文

ということで、これからもどうぞご愛読のほ

月刊イベントマーケティングの編集部は港

お詫びではなく、新正堂さんが忠臣蔵の起こ

化交流だったり、お客様に対して思いを届け

ど、よろしくお願いいたします。

区新橋にあるのですが、
「切腹最中」で有名

りとなった田村右京太夫屋敷跡にあることか

られることはもちろんですが、食事一つでイ

な和菓子の新正堂さんが新虎通り沿いのご近

ら付けられたそうですが）

ベントスタッフのモチベーションを上げるこ

ちなみに、撮影に使用した切腹最中は編集
部でおいしくいただきました。
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ハ レ の 日 の 食

〜 参 加 者 の 胃 袋 を つ か む！〜
五感のなかでも味覚や嗅覚は記憶に残りやすい。だからこそ、イベントの食は、イベン
トの評価にもつながる大事な要素だ。
新しい話題や最近のトレンド、新たな選択肢、驚きの場所での食シーンの設えまで紹介
し、参加者の胃袋をつかむハレの日の食を考えたい。

企画する

など制約があり、このような環境を確
保して企画することは希だ。
まだ、
「地産地消」という言葉が

TOPICS

一般的でなかった頃。とある山村で
海外からの VIP をお迎えすることに
なった。しかしながら、お迎えする会
場もなく、料理や余興を提供できる
プロもいない。イベントプランナーの

「食」を演出する

彼は、地元の人の温かさと、その土
地の特産品を前面に押し出し、おも
てなしをすることが最善と確信し
「食」

老舗料亭が
ケータリング参入

和食の八寸（写真上）は茶懐石が発祥と言わ
れる。京都本店の入り口（写真右）

国際会議、インセンティブツアー、

の企画を立てた。そこは全国的に有

国際スポーツ大会、国際交流など、

名な「梅」の産地。梅干しの生産施

－－下鴨茶寮

多種多様な大会・行事を企画してき

設を会場に利用、農家の奥様方が研

安政三年（1856 年）創業の京都の

いだ際には「素晴らしい京料理を世

た、30 余年の経験を持つベテランの

究を重ねてきた梅料理と梅干の漬け

老舗「下鴨茶寮」
。およそ 160 年の

界へ向けて発信したい」とし、伝統

イベントプランナーに、
「イベントに

樽を活用し、備長炭でのバーベキュー

歴史と伝統をもつ料亭の味を、今夏

料理に革新というイノベーティブな思

おける『食』の役割」( 参加者に単に

を企画。海外からの VIP は、大型

から国際会議、コンベンションなど

想を加えて、いまの時代に即した料

所が会議やイベントであっても、お集

食事を配給するものを除く ) を聞いて

バスで到着したが、下車の際、かっ

MICE シーンでも食することができる

理をだすというアプローチをし続けて

まりいただいた方へ下鴨茶寮の料理

みた。

ぽう着姿の奥様たちから、一人一人

ようになった。

いる。

をお召し上がりいただきたい」と体制

「会食から大人数の宴会まで、
『食』

ハッピを着せてもらい、素朴だけれ

「提供させていただくのは、食だけで

という『日常』を『非日常』に演出し

ど、そこでしか味わえない「非日常」

なく、和食や京料理、料亭のおもて

なりがちな料亭のイメージを、もとも

虎ノ門ヒルズフォーラムから提供を開

ていく。その『非日常』の体験を通

体験を心から楽しんでもらうことがで

なし文化です」と、下鴨茶寮の取締

との役割であるハレの日のおもてなし

始し、順次範囲を広げていく考えだ。

じて参加者間の交流が深まり、会食

き、VIP のゲストのみならず、ホスト

役野口拓勇さんは話す。

料理と料亭施設の目的の原点に返り

一品一品を組み合わせで食べたと

の目的が達成されていく。これが、イ

側にも喜んでもらうことができた。

ベントにおける『食』の役割であり、

国際イベントを実施する際、海外

一つは伝統的がゆえに敷居が高く

京都から東京へと進出、
「今度は場

も整え、ケータリング事業をはじめた。

「下鴨茶寮」は４年前から放送作家

コンセプトを引き直したこと。そして、

き、京懐石を食べたときの感覚をもっ

の小山薫堂さんが経営を引き継いだ

もう一つ、外への文化発信として「下

てもらえるような献立の構成にこだわ

会場や予算など制約の中で『非日常』

からの参加者に失礼のないよう、プ

ことでも話題となったが、野口さんは、

鴨文化茶論」
、
「あえるのよる」など、

り、企画から１年で下鴨茶寮の名前

の演出効果を最大化することが、イ

ロトコル（国際儀礼）に基づき企画

小山さんが代表を務めるオレンジ・ア

より共感性をもってファンになっても

で出せるものに仕上げたという。

ベントプランナーの腕の見せ所」と

することももちろん重要であるが、
「参

ンド・パートナーズがダボス会議の

らうためのイベントを実施するなど

答える。

加者すべてに喜んでもらいたい」と

ジャパンナイトをプロデュースした経

チャレンジしていることだ。

「食の記憶が明確に残って、その会議
に参加したこと自体が、
『料理もおい

「食」と言えば、格式のあるホテル・

いうホスト側の思いを捉えながら、そ

験が現在の老舗料亭の経営へとつな

世界へ向けた発信、という意味で

しかったし、いい会議だったね』と言

レストランで、一流シェフが、特別な

の会の目的が何かを考えることが最

がっていると解説する。
「日本食の反

は今年 3 月に、銀座・数寄屋橋に新

われるとうれしいですね。海外の方

料理でもてなす接待がある。美味し

も重要だと言う。その思いを受け止

響がすばらしく、
『これは世界のひと

業態「のまえ / 下鴨茶寮 東のはな

が多く参加される国際会議、コンベン

い料理を素晴らしい雰囲気の中で味

めながら「非日常」を演出し、具体

に日本の食に興味を持ってもらえる』

れ」を出店。東京が食だけではなく、

ションであれば、僕らがお出ししたも

わうという「非日常」がここにある。

的な企画に落とし込んでいくのがイ

と手応えを感じた経験でした」
と語る。

いわゆる文化の発信基地になってい

のから、文化も味わっていただけよう

しかし、イベントには必ず予算・条件

ベントプランナーの役割だ。

ることが出店の理由だ。

にしたい」と話す。

2012 年に小山さんが経営を引き継
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企業対抗駅伝

処理能力
需要

電力

100％

うちが何の仕事を
しているかこれで
伝わるかな？

https://eventos.tokyo/

資料請求 お問合せ

03 - 6809 - 6064

（ 平日 10:00 〜 19:00 ）
株式会社 ブレイブソフト

event ̲contact@bravesof t .co.jp

施設やイベント会場の
ポテンシャルと、企画
者の演出ニーズに合わ
せた電力設計をする、
と補足しておきます。

株式会社

鈴木電機

〒111-0033 東京都台東区花川戸 2-12-5
TEL 03(3842)8201
（代）FAX03(3845)3040
URL : http : //www.suzukidenki.co.jp
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提供する

FUORICLASSE
CATERING
ミシュランの星をもつ有名フレン
チレストランで腕を振るい、渡欧
修行した二戸シェフが手がける。
ロゴ入り料理などのオリジナルメ
ニューも作成できる。リピート率
は 95％。

IT 企業主催・ブロガー
招待イベント

社会人向けセミナー
イベント運営会社懇親会

ブログなどの WEB サービスを展開

モダンアートの美術館をイメージし

している IT 企業が主催のパーティ。

た「ミュージアム」というテーブル

写真をブログや SNS にアップしても

コーディネートを企画。社会人向け

らうことも目的のひとつであったた

セミナー後の懇親会の場合、有料セ

め、きらびやかで、ゴージャス感が

ミナーの参加者の満足度向上のため、

あり写真映えする「ラグジュアリー

高級感のあるお料理が好まれる。ま

コーディネート」というテーブルコー

た、交流をメインにしているため、

ディネートを企画。見た目が可愛く、

フィンガーフードなど、手軽に食べ

写真映えするお料理が重要視される。

られるお料理を中心にメニューを構

150 名／お料理 4,000 円 / １名＊オリジ

成することが多い。

ナルカクテルを別途ご用意

20 名／お料理とフリードリンク（ベーシッ

イベントにもデリバリー
という選択を
d デリバリー
請求書払いへの対応や、日時を
指定した予約注文に対応。また
常時キャンペーンを開催し、初
回注文でもれなく最大 1,000p
ｔ (1,000 円 分 ) が も ら え る
キャンペーンや、ポイント利用の
30％が必ずもどってくるキャン
ペーンなど、イベントの食事担当
者にとって便利なサイトとなって
いる。

3500人のフルコースから
地下ドームでのパーティまで
大手企業の社内パーティーでは、3500 名分のフルコースディナーを見
本市などが行われているアリーナで提供（写真左上）
。裏ではこれまで
実施したことのない最大規模の物量を展開、ウェイターも 600 名が一度
にサーブするという例のないパーティを支えた。
高級ブランドの VIP 招待パーティーを、ブランドの世界観を展開する

クリエイト・レント
フードイベントを主体にインフラ
( 電気、ガス、給排水、換気等 )、
厨房機器、調理器具、サービス備
品、本体設置、管理、撤収まで総
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新たな選択肢

ク）２時間 5,000 円 / １名

調理場をつくる
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ため京都将軍塚で開催（写真左中央）
。会場は、山の上のお寺だったが、
搬入出・設営をし実施した。
大谷石採掘場跡という約 70 年をかけて、大谷石を掘り出してできた巨
大な地下空間で高級腕時計メーカーの新製品発表会を実施（写真左下）
。
地下 30m の洞窟までの搬入出、電源供給も行った。
そのほか、博物館内、国技館内、飛行機格納庫でのハイグレードバー
ティなどあらゆる場所をパーティ会場に設えている。

関係者メンバーが複数名集まって
の大食い懇親会を実施。
「d デリバ
リー」の季節のメニュー及び定番メ
ニューから洋食 / 中華 / パエリア /
チキン / オードブル / スイーツなど、
バラエティ豊かなメニューからチョ
イスし、30 人～ 50 人分のボリュー
ムの料理を５名で平らげたイベント。
D デリバリーでは、5 月 30 日にア
プリ（iOS 版）もリリースされ、ア
プリ限定のキャンペーンなども適宜
開催中。

イベントの食 FAQ
Q イベントでケータリングを参加者
に提供するのですが、どこでも好き
なサービスを使ってもいいですか
A 会場によってはパントリーなどの
設備を適切に管理するために、何社
かの指定業者を選定している場合が
ありますので、担当者に確認してく
ださい。
Q 展示ブースなどで試食サンプルを
配りたいのですが
A ペットボトル入りの飲み物や個別

合的にレンタル対応するプロ集

包装された試供品の提供は通常問題

団。これまで各見本市会場や国技

ありませんが、コップやお皿に分け

館、博物館、美術館、神社、公園、

て提供する場合は調理とみなされ、

地下トンネル、飛行機 格納庫な

保健所への届け出が必要になること

ど多種多様な食イベントの実績が

もあります。事前にイベント主催者

ある。

や会場に相談してください。

世界に広がるケニアのポップアート

マイケル・ソイ展

アフリカ発のユニークトレンド日本初公開！
渋谷 Bunkamura Box Gallery

2017 年 7月20 日
（木）
〜7月31日
（月）
10:00−１９:３０（入場無料）

赤道直下の国、ケニアは主都ナイロビ在住の画家、マ
イケル・ソイ。ケニア大統領夫人や、ケニア出身アカ
デミー賞女優ルピタ・ニョンゴを始め、今や欧米各地
からも注目を浴びる人気上昇中のアーティストです。
また今回は、世界中にソイファンを生んだ「ソイ・バッ
グ」も発売予定。
Untitled（無題） キャンバス地にアクリル絵の具

主催：Bunkamura Gallery

後援：

ケニア共和国大使館
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食のイベントを支える
アイテム・ツール

食のイベントも
考えてみた
安全と安心を究める
食品機械の最新技術集結

遠藤社長登壇決定

■ FOOMA JAPAN

常に新スキーム導入し
究極のホスピタリティを

日本食品機械工業会が主催。今年は６月
13日から４日間、東京ビッグサイト東１〜８ホ
ールで開催した。
「食の未来への羅針盤」を
テーマに７８９社が出展、10 万人を超える関
係者が来場した。

■肉フェス

ジャパンミートグループのAATJ㈱が主催する「肉
フェス」は、2014年に誕生し、累計420万人を超
える来場者数を誇るモンスターフードイベントに成
長。今年で３周年を迎える。
ファストチケッ
ト、VIPシート、お笑い芸人やアーテ
ィストのステージ、街コンとのコラボ、徹底した来場者
リサーチのデータ化とそれを出品メニューに反映させ
る工夫など、常に新しいスキームを打ち出している。

４年に１度、食の総合イベント
今回のテーマは「日本の祭り・日本の味くらべ」
■ ’17 食博覧会・大阪

外食に特化した
食材と経営支援サービス
■外食ビジネスウィーク

外食産業向けの商材・サービスに特化した産
業展示会。関西は５月、関東は東京ビッグサイト
で8月29日から３日間行われる。うどん・そばや居
酒屋などの飲食店を中心に、専門性の高い食
材・設備機械・サービスを集めた展示会を展開。
外食産業の経営者支援をテーマにした専門展も
あり、今年の東京展から飲食店繁盛支援展とし
てリニューアルする。

1985年に初開催。4年に1度の開催で、今年は4月28日～5月7日にイン
テックス大阪で開催した。大阪を代表する文化としての‘食’だけでなく、大阪を拠
点とした北前船の紹介や各自治体が参加する「ふるさと街道」など、全国の郷土
食・特産品も集まる。宴テーマ館ではユネスコ無形文化遺産の和食のほか、東
北三大まつりを再現するなど、文化のなかの“食”を体感する。
「からあげ祭in食
博」
、
「全国ご当地どんぶり博」
「味力発掘北海道」などフェアin フェアも充実し
た食の総合イベントだ。
イベントの仕事に就いたばかりのころに、第１回の食博
に携わり、それ以来ずっとお手伝いしています。今回は
３つの新機軸を打ち出しました。①インバウンド：大阪
観光局などと協力し、ニューヨーク・タイムズに掲載②
ネッ
トメディア活用：公式のFacebookやtwitter、オウ
ンドメディアで会期前から情報発信③社会貢献：パラ
アスリートの支援活動を実施しました。
’17食博覧会・大阪全総合プロデューサー
吉野賢城（よしの・けんじょう）
さん

イベント用設営スタンド
富士瓦斯㈱

ボンベを自立させることで、店舗のハウスにダ
メージを与えることなく、好きな場所に設置でき、
店舗と同じような形でガスを使える。屋外イベン
トでも安心・安全に使用するために、ガスメータ
ーの設置が推奨される。そのほか外から見栄え
を考慮し、ボンベ庫設営なども検討したい。

アジア最大級の食品・飲料
専門展示会
■ FOODEX JAPAN

国際食品・飲料展としてこれまで42回
の開催実績。今年は77か国・地域から
3282社が出展し、来場登録者数は8万
2434人となった。次回開催は来年３月６日
から４日間、会場は幕張メッセ。
編集部の注目の企画は、女性目線での
商 品 開 発と販 路 開 拓を応 援 する
「 FOODEX 美食女子」グランプリ。女性
自身が買いたい、食べたい食品・飲料を選
ぶ。今年の開催から食に精通した「美食女
子」に加え女性バイヤーが審査員荷に加わ
り、カテゴリーも「スイーツ」
「ドリンク」
「ミー
ル」、
「ママの愛」の４部門に拡大。受賞作
品から多くのヒット商品が誕生している。

ロータスグリル
㈲クリエイト・レント

場所と手間を気にせず手軽に、スタイリッシュ
にバーベキューが楽しめるロータスグリル。その
３つの特長は、①内部電動ファンと内ボウルに
より、すぐに火がつき、煙が気にならない！②容
器が2重構造で、容器が熱くならず安全、③ホ
テルのラウンジでも採用されているスタイリシュ
なデザイン。
（サイズ：上部直径約350mm/
下 部 直 径 約260mm/網 面 直 径 約
320mm/高さ約234 mm、重量：3.7 kg、
材質ステンレス・スチール・樹脂、動力：単三乾
電池×4 個（付属）
）

イベント用プロパンガス供給
ガス配管工事
ガス調理機器・暖房器具レンタル

〒157-0065 東京都世田谷区上祖師谷 4-36-16
TEL 03-3380-8732 FAX03-3305-3800 担当：竹下

http://www.fujigasu.com
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業界の方向性に添いつつ、新市場の
SPORTEC 2017
アイデア提案
————

TSO International 株式会社
代表取締役CEO
SPORTEC事務局長

佐々木 剛

さん

7月25日から27日までの3日間、東京ビッグサイトで日本最大級のスポーツ・健
康産業総合展示会「SPORTEC2017」が開催される。 同展を手がけるTSO
International代表取締役の佐々木剛さんにうかがった。
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です。我々は産業発展のお手伝いをするので、
展示会のプロであるとともにその業界のプロ
であれと考えており、その考えはスタッフにも
浸透していると思います。
——そのためにどのような工夫をしています
か

たように、トップ選手しかできなかったことを、

佐々木 実行委員会を組織して、関連業界団

一般向けのサービスにしています。

体はもちろんのこと、周辺産業の方々、ユー

——他産業から多くの人が参加することで新

ザーの団体、その業界の出版社、著名なスペ

しい市場がつくられるのですね

シャリストなどにメンバーになっていただいて

佐々木 それだけではむずかしいですね。新

います。それら業界動向に詳しい方、新しい

しい事業をはじめたい、と思ってもらうために、

流れを起こす方と一緒になって展示会とセミ

市場の可能性や、ビジネスに繋げるためのマ

ナーをつくっています。

ネジメント手法の説明が必要です。会期中に

——スタッフのスキルを問われそうですね

約 200 本のセミナーを実施していますが、既

佐々木 会社を設立して７年が経ち社員も約

存市場で売上を伸ばす手法より、新しい市場

25 人に増えました。まだ経験を積んでいる段

について考えるものが多くなっています。撒い

階のスタッフもいますが、あと２〜３年後には

た種が芽を出すには数年かかりますし、芽を

当社のサービス品質ははるかに向上している

——スポーツ産業は盛況ですね

来場が増えています。たとえば化粧やヘアメ

出さずに終わるものも多いですが、このような

と思います。いまは後発の展示会会社ですが、

佐々木 体育教育の一環と捉えられていたス

イクのように外側から美を追求するだけでな

新しい市場づくりのお手伝いが SPORTEC の

展示会を通じてさまざまな産業育成にもっと

ポーツが、競技、レジャー、スポーツ観戦、さ

く、ボディフィットや食事、生活習慣の改善な

使命だと考えています。

貢献できるような、会社となり影響力をもつ存

らには健康増進といったように多面的な捉え

どによる、美しく健康的な体づくりも行うよう

——スポーツイベントEXPO はいかがですか

在になりたいですね。

方をされるようになりました。またスポーツ庁

に、ビジネス領域が拡がっています。

佐々木 2019 年からラグビーＷ杯・東京五輪・

と経済産業省は 2025 年までにスポーツ産業の

——東京での五輪開催に期待する企業の参入

ワールドマスターズゲームズとメガイベントが

市場規模を現在の約３倍の 15 兆円にすること

もありますか

３年連続で開催されることもあり、もっとも期

を目標にしています。

佐々木 はい。他産業で培った技術が、新し

待している分野の一つです。メガイベントには

——そのような動きのなかで SPORTEC は

いビジネスにつながっています。例えば IoT

広域連携が必要だったり、ノウハウの集積が

どう進化していますか

や AI 技術は、対戦相手の過去の試合をビッ

難しいこともあり、イベントの新しいあり方を

佐々木 少子高齢化による医療費や介護費の

グデータとして集積・分析して戦略構築した

考えるシンポジウムも開催したいと考えていま

増加を軽減する健康増進への期待とともに、

り、これまで感覚値で行っていたトレーニング

す。

ヘルスケア関連が伸びています。また、美容

を自身の筋力や身体の状態を計測して、最適

——展示会を企画・運営する際のポリシーは

や医療・食品関係など周辺産業からの出展・

なトレーニング方法にカスタマイズするといっ

佐々木 業界の方向性と合わせるということ

昨年の開催のようす

Total Produce For Exhibition

イベントスタッフ・コンパニオン・モデル・MC・ディレクター
登録者数：女性：2,500 名 男性 :1,000 名

■
■
■

各種イベントの企画制作 ・ 事務局運営代行 ・ 運営管理
イベントスタッフ ・ コンパニオン ・モデル ・ ナレーター ・ ディレクターの手配
一般事務 ・ 販促スタッフ ・ サンプリングスタッフの手配

株式会社 コム・スタイル

http://www.com-style.co.jp/
〒162-0067 東京都新宿区富久町 16-8 新宿ユニオンビル 301
TEL:03-6380-4020 FAX:03-6866-9676

特集

イベントマーケティングのトレンドを
国内外の事例や動向から分析し、
マーケター・イベンターの
皆さんと共有します。

FREE PAPER

国内・海外ニュース

ツールや
テクノロジーの最新情報、
開催直前概況・
事後レポートなどを
紹介します。

コラム

幅広い視野と独自の視点、
経験をもつ
著名人が執筆します。

読者Profile

大手メーカーマーケター
▶ 年間イベント件数：約20件

デジタルマーケティングと
オフラインを組み合わせて
販促とファンづくりに

製薬会社
ミーティングプランナー

▶ 年間イベント件数：100件超

業界のファーストムーバーとして
異業種のトレンドを知り
講演会に活かしたい

IT 企業向け
マーケティングサポーター

▶ 年間イベント件数：約150 件

イベントマーケティングに関わる
テクノロジーやツールについて
情報収集したい

インタビュー

リアルコミュニケーションを
楽しくをテーマに
話題の方々ほか、イノベーター、
イベントマーケター、
主催者の声を収録。

調査・レポート

効果測定や開催状況の集計、
効果最大化の手法など、
face to faceを科学する
レポートをお届けします。

毎月30日発行
定期送付申し込み

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
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車いす体験し
会場設計を考える

——セレスポ

平成 28 年イベント消費規模は16 兆 5,314 億円に

――― 日本イベント産業振興協会

セレスポは 5 月 24 日、すみだ産業
会館で「第 7 回サステナブルイベント・

（一社）日本イベント産業振興協

セミナー」を開催した。参加したイベ

会（JACE）は、平成 28 年イベン

ント関係者たちは、車いすの乗降から、

ト消費規模推計を発表した。

ント、スポーツイベントが大きな伸
びをみせた。

報告書」では、ベースとなる詳細な

トと来場者の現状をカテゴリーごと

「イベント来場者の消費額と意識に

にデモグラフィックな視点から深く

なお、イベント会場内のみの支出

関する調査報告書」を１冊にして提

考察できるようになった。

通路でのすれ違い、受付、アンケー

平成 28 年１月から 12 月のイベ

を推計したイベント消費規模（会

供。消費総額だけでなく、
「イベン

トなどを体験。机のサイズ、通路の

ント消費規模は 16 兆 5,314 億円と

場内）は、３兆 1,877 億円（前回比

トについての情報収集源」や「イベ

は JACE ホ ー ム ペ ー ジ http://

幅、動線設計、スロープの傾斜角など、

前年比 112.9％。イベントに対する

102.8％）となっている。

ントの認知と参加決定時期」
、
「イベ

www.jace.or.jp から購入できる。

細やかな配慮の必要性について身を

さまざまな支出（イベントの出発前

もって体験した。

の支出、交通費、宿泊費、イベント
会場外での支出、
イベント後の支出）
を合わせて推計した数字となってい
る。JACE ではさまざまなカテゴ
活者の消費額を平成 24 年から定期

40000

今回は、生活者・来場者視点である

若手 MICE 担当者が
多数参加

——JCMA 勉強会・交流会

日本コンベンション協会（JCMA）

■推計値

リーのイベントに実際に足を運ぶ生

計を発表している。第５回目になる
ことを明確にするため「イベント消
費規模推計」
とタイトルを刷新した。
イベントカテゴリー別にみると、
会議イベント１兆 9,135 億円、見本

は 5 月 26 日、
「次世代プロジェクト第

市・展示会１兆 6,106 億円、文化イ

2 回勉強会＆第 3 回交流会」を実施し

ベント２兆 3,329 億円、スポーツイ

た。JCS の星野昌也氏が登壇したほ

ベント２兆 8,468 億円、フェスティ

か、近浪弘武 JCMA 代表理事が「若

バル２兆 6,317 億円、販促イベント

手世代に伝えたいこと」と題して、業

9,835 億円、興行イベント４兆 2,124

界の歩みや、2 団体が統合した経緯、

億円となっており、ここ数年伸長を

関係者の想いを振り返り、若手にエー

みせたフェスティバル系イベントに

ルを送った。

代わり、見本市・展示会、文化イベ

ント会場での同伴者」など、イベン

イベント消費規模（全体）来場者消費額は６フェーズ（※）合計
45000

的に調査、それに基づく市場規模推
机に幕板があると正面を向きづらい

今回から「イベント消費規模推計

「イベント消費規模推計報告書」

全カテゴリー合計消費規模：１６兆５３１４億円

42,124

35000
30000

28,468

25000

26,316

23,329
19,135

20000

16,106

15000

9,835

10000
5000
0

（億円）

博覧会

会議
イベント

見本市・
展示会

文化
イベント

スポーツ
イベント

フェス
ティバル

販促
イベント

興行
イベント

※合計の算出には小数点１位以下の数値を用いているため、表中の数値のみでの計算が合わないことがある。
※6 フェーズとは、「出発前」「交通費」「宿泊費」「会場内」「会場外」「イベント後」を指す。

【News】

「日本橋桜フェスティバル」が大賞

―― 第３回 JACE イベントアワード

「第３回 JACE イベントアワード」
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Branded Shorts of the Year 決定
―― SSFF&ASIA
アジア最大級の国際短編映画祭

の表彰式が 6 月 12 日開催された。

受賞作品：
「Notes」
（Take Note）

ショートショートフィルムフェス

◯ナショナルカテゴリー

ティバル & アジア（SSFF&ASIA）

受 賞 作 品：
「THE WORLD IS

の後、そのなかから全国のイベン

は、同映画祭内で、企業や広告会社

ONE FUTURE,JAPAN,SOUTH

ト業務管理士が選ぶ「イベントプ

が制作したブランディングを目的

AFRICA,AND AUSTRALIA」
（ト

ロフェッショナル賞」が発表され、

としてつくられたショートフィル

ヨタ自動車株式会社）

優秀賞 8 作品の受賞者への表彰

「女子高生によるマグロ解体ショー

ム（ブランデッドムービー）を上映

『フィッシュガール』
」が受賞（写真

/ 表彰する部門「Branded Shorts」

下）
。

公募制となった今年は 36 本のな
かから、最も優れたブランデッド

フェスティバル」が受賞した（写真

ムービーに以下の２本が選ばれた。

上）
。

◯インターナショナルカテゴリー

無料で使える映像・VR ラボ

世界に広がるケニアのポップアート

@ 東京ミッドダウンホールほか

５日
SORACOM Conference
”Discovery”2017

@ANA インターコンチネンタル

５〜７日
第９回販促ワールド夏

@ 東京ビッグサイト

@ 東京清澄ほか

20・21 日
SoftBank World 2017
トロフィーをもつ受賞者と審査員

―― マイケル・ソイ展

6 月 15 日、広尾に「アドバンスド

発大型ブースといったテーマブース

テクノロジーラボ」がオープンした。

や、VR 開発デスクやハイスペック

渋谷Bunkamura Box Galleryで
「マ

売予定。入場は無料。

同施設は、先端技術開発を目指す

PC、オキュラスはじめ各社のヘッド

イケル・ソイ展」が開催される。

http://www.bunkamura.co.jp

学生やエンジニアに、VR などの最

マウンドディスプレイなどのレンタル

マイケル・ソイ氏は、赤道直下の

新機材や施設を無料で貸し出すもの。

機材も豊富に備える。利用には客員

国ケニアの首都ナイロビ在住の画家。

７月 20 日から 31 日までの 12 日間、

施設を運営するリクルートテクノロ

研究員の登録が必要で、制作・開発

ケニア大統領夫人やケニア出身のア

ジーズは先端技術の探索だけでなく、

した成果物

カデミー賞女優ルピタ・ニョンゴをは

用途開拓や実践的な技術活用を推進

は同施設が

じめ、世界中の注目をあつめるアー

し、若手エンジニアと「共進化」す

ウェブサイ

ティストで、彼が描くアフリカ女性は

ることが狙い。

トで公開す

ひょうきんな顔立ちに健康的でいた

る権利を有

ずらなルックスがキャッチーだ。

する。

４日
Salesforce Trailhead Live Tokyo

@ ハービス HALL

本イベント大賞）
」は、
「日本橋 桜

オ、クロマキー撮影ルーム、VR 開

7 月のセミナー・イベント

７日
水辺で乾杯（ミズベリング）

「最優秀賞 経済産業大臣賞（日

モーションキャプチャースタジ

イベンター・マーケター向け

６日
インターネット・マーケティング
フォーラム 大阪

を開催した。

―― リクルートテクノロジーズ

7

今回の日本初個展では、世界中に

ファンを生んだ「ソイ・バッグ」も販

@ ザ・プリンスパークタワー東京

19 〜 21 日
インバウンド・ジャパン 2017

@ 東京ビッグサイト

26 日
NEC ソリューションフェア 2017
in 千葉
26 〜 28 日
D3 WEEK 2017

@ 幕張メッセ

@ 六本木アカデミーヒルズ

＜お詫びと訂正＞
23 号 5 面左から 2 人目高橋英雄さんのク
リエイティブ紹介の欄に記載された QR
コードは、別の作品にリンクされていまし
た。訂正するとともに深くお詫び申し上げ
ます。

次号予告 25 号は 7 月 31日発行
Untitled（無題）ミクストメディア 138 ×
138 キャンバス地にアクリル、キテンゲ

＜特集＞
企業イベントの現在と未来／マーケ
ティングテクノロジー

体験型マーケティングに学び、出会う１日
チケット申込み開始！

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
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Ｑ

SXSW 勉強会

経済効果 380 億円をもたらすイベントの裏側

SXSW の初期に集客で苦労されたと

に何千人ものボランティアスタッフが加わりま

いうことですが、どのようにしていま

す。

のような求心力を得たんでしょうか

Ａ

初期の課題としては、そもそも米国の

署が収益を担当、プログラミング部署ではパ

オースティンという場所を「すばらし

ネルディスカッションやワークショップ、カン

い場所だ」と説得していくことが課題でした。

ファレンス登壇者の取りまとめ、ロジスティッ

当初はテキサスのアーティストにフォーカスし

ク部署ではホテルや会場との契約、登録シ

ていましたが、
「新しいことがみつかる」こと

ステムのメンテナンス、テクニカル部署では

を伝え続けた結果、集客も徐々に改善してい

web サイトとモバイルアプリの管理、マーケ

きました。大きな役割を担ったのは口コミで

ティング部署はイメージ構築を行い、それぞ

す。毎年参加された方が自分が見たもの、聴

れの役割を担っています。

米国オースティンで毎年 3 月に開催される、音楽、映画、インタラクティブをテーマにし

いたことを地元に戻り、友人や家族に話すこ

た巨大ビジネスカファレンス＆フェスティバル「SXSW（サウス・バイ・サウス・ウエス

とによって有機的に成長を遂げることができま

ト）
」の勉強会が、5 月 30 日、六本木アカデミーヒルズで開催された。主催は未来予報株式

した。

会社。勉強会では、SXSW 主催者である SXSW,LLC を代表し、Senior International
Business Development Manager の Peter Lewis 氏が、巨大イベントとなった
SXSW 運営の裏側を語った。一問一答形成でお届けする。

Ｑ

SXSW の運営は収支面でビジネス的

して、参加者同士をつなげたり、参加者にセッ

Ａ

年からチャットボットも提供しています。

ませんので、どこに投資を行うか細かく調整

がっています。垣根を越えたコミュニケーショ

しています。

ンが発生しています。それぞれの業界はお互

スターエナジーなども協賛いただきました。特
徴としては、ショーケースとしてのイベントと
いう位置付けのため、音楽フェスの参加ミュー
ジシャンも自分たちのパフォーマンスのショー
ケースとして場を提供しているということか
SXSW,LLC の Peter Lewis 氏

ら、無償で参加いただいています。

ログラムの閲覧行動からアルゴリズムで計算

ることによってユニークな環境ができあ

さい

すが、2017 年はマツダ、マクドナルド、モン

とモバイルアプリを活用しています。プ

ションやライブ情報の推薦を行っています。昨

間を通じて常に収入があるというわけではあり

また、多くのスポンサードをいただいていま

SXSW ソーシャルという web サービス

多様な業界やセクターからひとが集ま

ジネスモデルで運営されているのか教えて下

しながら運営し、コスト削減にも取り組

コントロールしているんでしょうか

らいは？

イベント運営は通常ビジネスと異なって１年

Ａ

壇者×来場者などのマッチングはどう

Ａ

ブ以外にも、教育、スポーツ、アート

な成功をしていますか？どのようなビ

ほかのビジネスと同じように収支は意識

Ｑ

出展者×来場者、来場者×来場者、登

Ｑ

SXSW は音楽・映画・インタラクティ

などテーマが広いですが、その相乗効果のね

んでいます。

運営組織として、営業スポンサーシップ部

いから学ぶことが重要で、これまでみえなかっ
た角度で新たな発見があると思っています。

Ｑ
Ａ

SXSW 主催会社である SXSW,LLC

Ｑ
Ａ

SXSW が日本に期待することは

日本からは多くのクリエイティビティ、
文化、テクノロジーの才能が集まって

くる場と考えていますので、そういった方々の

について教えて下さい

参加を期待しています。SXSW の参加者はユ

フルタイム従業員は 200 名です。短期

ニークな場で体験をしたいということを求めて

の契約社員が３月の開催に向けて徐々

いるので、さまざまな民間企業、行政、国と

にふえていきます。SXSW の会期中には運営

の関係を構築していこうと考えています。

