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体験型マーケティングに学び、出会う１日を
８月 29 日、虎ノ門ヒルズフォーラムで開催
する「BACKSTAGE2018」は体験型マーケ
ティングのカンファレンス。リアルの現場でイ
ノベーティブな体験をつくり、世の中に新しい
ムーブメントを生み出している実践者が集い、
学び、出会う１日まで、あとわずかだ。
そわそわして、浮足立ちそうな主催３年目
の本紙編集部のことはさておき、実行委員会
メンバーが着々と準備を進めている。
体験設計に余念のない実行委員長の背中
（Ａ）や、
毎回新しい舞台づくり（Ｂ）でスピー
カーの登場シーン（Ｃ）をつくる演出責任者の
眼差し、オペ卓で集中しているプロフェッショ
ナルの指先（Ｄ）
、安心・安全な場の設営（Ｅ）
を統括するディレクターの存在感など、ぜひ
セッション（Ｆ）の合間の一瞬でも体感いただ
けたならうれしい。
実行委員会やチームのメンバー自身も、

A

B

BACKSTAGE をとても楽しんで企画・運営
している（Ｇ）
。
当日を余すところなく堪能いただけるよ
う、学びと出会いのポイントをＡ to Ｚにして
まとめた。３年目は、裏の裏は表とばかりに、

C

「BACKSTAGE」の舞台裏を表紙にしてス
タート。次ページに続きます。
＃ backstage18 からもリアルタイムに、学
び、出会う１日を。

D

E

F

G

2
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※学びと出会いのポイントを AtoZ で紹介（A~G までは 1p へ）

の歩き方」

「
８月 29 日＠虎ノ門ヒルズフォーラム

J KAOPASS 導入で新しい受付体験
H Fireside Chat で交流
BACKSTAGE 初開催時から展開

AtoZ

非接触型イベント入場管理システ

携により、イベント申込時に参加者

ム「KAOPASS（カオパス）
」を導

がプロフィール写真を登録すること

入。
「KAOPASS」は、イベントプラッ

で、イベント会場で来場者の顔判定

トフォーム「EventRegist」とNECの

によるチェックインができるように

アーティストのライブ・コンサー

提供する「NeoFace Cloud」との連

なった新たなイベント来場者受付の

トやスポーツイベントなどで、顔認

ソリューション。
BACKSTAGE2018 で 初 め て 導
入される。

証による受付は採用されはじ

KAOPASS（カオパス）のイメージ
（来場者チェックイン）

めており、その目的は主に本
人確認や転売防止の側面があ

芝生のある空間で、同じ目線の高さ

る。顔認証による受付は、こ

しているCONFERENCEスピーカー

で対話ができる Fireside Chat では、

うした目的を達成するためだ

（4-5p 参照）とのコミュニケーション

その名の通り、暖炉脇や焚き火を囲

けではなく、来場者に、より

のエリア「Fireside Chat（ファイアー

んでおしゃべりをしているかのような、

先進的な体験を提供すること

サイドチャット）
」
。CONFERENCE

親密な雰囲気のなか、オフトークを楽

で、通常素通りをしてしまう

ステージから降壇したばかりのスピー

しみ、スピーカー×参加者、参加者×

受付自体に新しい体験価値を

カーに、セッション中には聞けなかっ

参加者のラフな交流が生まれる。

付加するものとなる。

た質問や聴講中に感じた気づきなどを
直接ぶつけることができる。

I

（各 COFERENCE セッション終了
後 15 分程度 @ ホワイエ）

クラフトビール体験

K「ENTX」ピッチ Lコミュニティ

「顧客が顧客を

M IR とイベント業界

呼ぶ」コミュニ
ティマーケティ

て何？」という基本から、一度は飲
昨年の BACKSTAGE では Com-

んだことのあるビアスタイルの特長に

munity/Meetup コーナーで展開さ

ついて、6 種類の飲み比べや、グラス

れた「びあのわ」が今年、
「CRAFT

テイスティングなどのワークを通じて

BEER ROOM」と名前を新たに再登

楽しみながら知ることができる。

「ソニーミュージックグループのアクセラ

ングを実践する

レーションプログラム『ENTX（エンタ

マーケターやエバンジェリストが集うコ

7 月 20 日に可決された IR 実施法案。

エックス）
』始動！」として、参加募集

ミュニティCMC Meet up では、定期

この要件に織り込まれたイベント関連

のピッチが行われる。ENTX では社

的にミートアップを開催している。今回、

施設（展示会場・国際会議場・劇場

会課題の解決を目指して事業展開す

特別篇として BACKSTAGE 内で、

などの集客施設）の設置を経済効果・

る企業の成長をエンタテインメントの

CMC_Meetup を実施。

力で支援する。

マーケティングの観点で考え、イベン
ト業界とのかかわりを考える。

N 副編ナイト

O イベントの未来

P オープニング

月刊イベントマーケ

リアルに人々が交流する「場」の未

毎回趣向を変えお届けしているオー

マーケティング・イベント関係者た

ティングが不定期に

来を考え、業界を超えた新たなコラ

プニングアクト。１年めは出張歌舞

グランドキリンが東京を中心に各

ちと同じテーブルで楽しく美味しい体

行っている、紙面の深読み会。今回

ボから、新技術も含む検証・体験を

伎の雅屋×雷光炎舞集団かぐづちの

地で開催し、今までに延べ 1 万人以

験をすることにより、より濃密なネッ

は田中力副編集長とタケナカ長崎英

通じ「場」のイノベーションを推進

コラボ、２年めはパーカッション・

樹氏が対談する特別編として開催。

させることを目的とした「会」とし

パフォーマンス・プレイヤーズでス

イベントマーケティングの舞台裏を読

て『イベントの未来をつくる 105 人』

タートを飾った。さて、今年は？

み解く。

を発足。そのキックオフを実施。

場する。

上が体験したクラフトビールを楽し
く学べる体験型ワークショップで、
いまさら聞けない「クラフトビールっ

トワーキングの時間を提供する。
（18:30 〜19:30@OPEN STAGE
＊要事前予約）

（9:50〜10:00@CONFERENCE）

【特集】

朝そうじから R ビジネスマッチングで参加者同士の出会いも
Q スタート

者にコンタクトを取ることができる。

昨年に引き続き、イベント向けビ

は286件の
前回
（2017年）
ミーティングが成立

3
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ジネスマッチングプラットフォーム

ミーティングが成立すれば、当日会場

「Jublia（ジュブリア）
」を活用し、参

内に設けられたエリアで 15 分のミー

加者同士のネットワーキングを促進！

ティングができる。
「イベント前から、
すでに参加している気持ちになった」

BACKSTAGE 参 加 申 込 時 に

と好評だった。

Jublia の利用希望者には、事前にマッ
チングプラットフォームの利用につい
て案内を送付。プラットフォーム上で

（9:30〜19:00 予定 @EXHIBITION
AREA 内 ＊事前登録者のみ）

参加者が一覧でき、興味のある参加

S １日中体験型マーケティングの世界へ DIVE!
BACKSTAGE2018 全体スケジュール

昨年も実施した

CONFERENCE STAGE
（MAIN HALL）

TIME（min）
09:15 ─

BACKSTAGE の舞台となる虎
ノ門の街に敬意を表し、普段から虎
ノ門エリアの清掃活動（ごみ拾い）
を実施している green bird 虎ノ門
チームとコラボレーションして、当
日の朝に清掃活動を行っている。お
掃除参加者には、清掃活動の参加後
に素敵な特典も。
（8:30 集合 @ 虎ノ門ヒルズ 2 階
オーバル広場、虎ノ門ヒルズカフェ前）

OPEN STAGE

受付開始

09:50 ─ 10:00

09:25 ─ 09:35
『ENTX（ エ ン タ
エックス）
』始動！

09:30 〜 19:00
展示

オープニングアクト
地域貢献への Niantic の取組み

10:00 ─ 10:30
（30min）

Session 1

10:35 ─ 11:15
（40min）

Session 2 拡張する音のメディアの進化形！
！

11:20 ─ 12:00
（40min）

Session 3

12:20 ─ 13:00
（40min）

Session 4 インフルエンサーのから騒ぎ

13:10 ─ 13:50
（40min）

Session 5

13:55 ─ 14:35
（40min）

Session 6

15:10 ─ 15:50
（40min）

Session 7

15:55 ─ 16:35
（40min）

Session 8

Pokémon GO と Ingress
テクノロジーと音楽と AI アシスタントの “INNOVATION WORLD”

10:35 ─
Session1：FSC
11:20 ─
Session2：FSC

価値 0％からはじまる おにぎりの逆襲

プロレス×クライアント
広がり続けるファンマーケティング

eSports が流行で終わらないためにやるべきこと
コミュニティ育成が eSports 活性化のカギ、
でもいま、eSports って、手出して大丈夫 !?

想いと技術と芸術と。
チームラボ・ボーダレスが出来るまで

ヒントは宇宙世紀にあり！
二手、三手先を読みながら考える、イベント・マーケティング

16:40 ─ 17:20
会場Map（虎ノ門ヒルズフォーラム）（40min）

EXHIBITION AREA ／

Fire Side Chat
（ホワイエ）

12:05 ─ 12:15

13:05 ─
Session4：FSC

ソニーミュージックグループの
アクセラレーションプログラム
『ENTX（エンタエックス）
』始動！

13:55 ─
Session5：FSC
14:40 ─
Session6：FSC

14:00 ─ 14:40

月刊イベントマーケティング
深読み会 副編集長ナイト

15:55 ─
Session7：FSC
16:40 ─
Session8：FSC

Session 9 行政とコミュニティ

14:50 ─ 15:30

中国の壮大な実験場深センを
解体！（kiCk ・タイガーモブ）

15:40 ─ 16:20

ホットスケープ第 5 回 Biz セミナー IR
はイベント業界に何をもたらすのか？

16:30 〜 17:10

これからのイベントは誰が作るのか
イベントの未来をつくる 105 人
キックオフミーティング

現場で求められる新しい場づくりのカタチ

17:25 ─ 18:05
（40min）

Session 10 世界にインパクトを！
J-Startup パビリオンに必要なブース演出とは

18:10 ─
Session10：FSC

18:10 ─ 18:50
（40min）

Session 11 未来型花火エンターテインメント「STAR ISLAND」の
舞台裏とコンテンツ展開・拡張の可能性

18:55 ─
Session11：FSC

17:35 ─ 18:05
CMC Meetup

18:40 ─ 19:40
GRAND KIRIN
CRAFT BEER ROOM

NETWORKING PARTY（OPEN STAGE周辺）
19:00 ─ 20:30
（90min）

記念品は
何にしようか

タレント
呼ぶ？

挨拶は

じゃあ石原くん、

進捗報告は
こまめに詳しくね

君に企画と運営を
任せるよ

電力

え …
は，
はい

会場は

処理能力
需要

いったい何から
はじめれば …

65

Meetup

伊藤さん。

イベントを一緒に

〜〜という訳で

会社を探そう。

プログラムは …
食事は …

モチベーションを
上げる（には …
）
小さなリクエストにも
すぐに答えてくれるし、
提案力もある！
任せて安心！

石原くん
伊藤さん
すごいじゃないか
よくやった！

鈴木電機

よかった

株式会社

〒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

ありがとうございます。

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。

“BACKSTAGE の電気の
設計と施工も弊社が行ってます”

つくってくれる

イベント会社で
検索 …

事例、
予算に
手広い経験か …
よし、
ここにしよう

うちが何の仕事を
しているかこれで
伝わるかな？

そうだ

イベントの
プロを探そう！

はい！
わかりました

100％

4
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1

Session

10:00 ─ 10:30

地

地域貢献への
Niantic の取組み

〜 Pokémon GOと Ingress 〜

域貢献における、Niantic の
AR( 拡張現実 )、位置情報の

2

普

Session

10:35 ─ 11:15

のイノベーションを促し、リアルイベ
ントにて目にし、手に触れることので

拡張する音のメディアの
進化形！
！

きるものへと ” 拡張 ” されている！
テクノロジーと音楽を中心に新しい音
のメディアの形を表現し続けている、

テクノロジーと音楽と AI アスタントの
”INNOVATION WORLD”

技術を利用した Pokémon GO と
Ingress の活用について、代表取締

段何気なく耳を傾けるラジオ
からの情報は、今やリスナー

J-WAVE INNOVATION WORLD
（毎週金曜 22 時放送 ) が如何にして

役社長の村井説人さんが自ら解説す

イノベーティブであるのか、AR 三兄

る。

弟長男・通りすがりの天才川田十夢さ

Pokémon GO が日本でリリース
された 2016 年７月、その直後に
BACKSTAGE 初 開 催（2016） の

んとプロデューサーの小向国靖さんの

（株）
ナイアンティック
代表取締役社長

頭の中を拡張表現する。

村井 説人さん

（株）J-WAVEi
代表取締役

１st ステージにも登壇いただいた
Niantic の現在を聞く。

（株）
トルク
AR 三兄弟長男・
通りすがりの天才

小向 国靖さん

川田 十夢さん

岡田 明さん

の歩き方」AtoZ/T

「

3

Session

Session

11:20 ─ 12:00

価値0％からはじまる
おにぎりの逆襲
コ

日本アイ・ビー・エム
（株）
コグニティブエクスペリエンス
プロデューサー

4

12:20 ─ 13:00

インフルエンサーのから騒ぎ

ンビニおにぎりの登場か

極のアナログ食材「おにぎり」をめ

イ

ら 40 年。 進 化 の 止 ま っ

ぐるイノベーションとは。

際インフルエンサーはどんなことを

ていた「 おにぎり 」が、昨年の

本セッション聴講者はおにぎりが

BACKSTAGE をきっかけに、新

貰える！？誕生秘話とともに味わお

たな進化を遂げる。人気度 100％、

う。

一般的になってきた昨今、実

考えて日々活動をしているのか。本
音を聞くセッション。
東京大学大学院
大学院生、保健師

認知度 200％、でもほぼ無価値。究

ンフルエンサーという言葉が

浅井 裕美さん

東京ファンライフ
不動産代表

モデル、ライター、クリ
エイティブディレクター

今西 千登瀬さん 小林 令奈さん

今回は、
「インフルエンサーのか
ら騒ぎ」と題して彼女達の本音を
ぶっちゃける！どこまで本音で語っ
てくれるかは MC 平良とホスト 北
見の力量次第！カジュアルなセッ

Tokyo Onigiri Labo
代表

（株）
TAMARIBA
代表取締役

関 克紀さん

ションを通して、インフルエンサー
の本音に迫る。

牧野 晃典さん
インフルエンサー・
ライター・読者モデル

中道 あすかさん

5

インスタグラマー、
ブロガー、ライター、
フォトグラファー

nana さん

RIDE
MEDIA&DESIGN（株）
ママモデル

野田 華子さん

Session

13:10 ─ 13:50

プロレス×クライアント

HUITMORE
YouTuber

Hannah さん

HUITMORE
YouTuber

福山 あさきさん 山本 彩未さん

広がり続けるファンマーケティング

プ

高木 三四郎さん 山口 義徳さん

（株）
グライダーアソシエイツ THECOO（株）
代表取締役 CEO
コーポレートブランド
マネジメント室 室長

北見 裕介さん

ロレスフィーバー再燃！

いる。また男性ばかりではなく女性

し、クライアントメリットが出る

プロレス熱が再燃している昨

客が 4 割を占める事も多い、それが

マーケティング手法を実施。今回は

今、多くの若者がプロレスをエン

（株）DDT プロレスリング （株）
リアルクロス
代表取締役社長
代表取締役社長

HUITMORE
モデル・美容家

現在のプロレス。

【プロレス×クライアント】をテー

ターテインメントとして楽しんでお

その人気に注目している企業がプ

マに異業種とのコラボを数多く展

り、自分の贔屓の選手に熱い声援を

ロレスとタッグを組んで様々なプロ

開している DDT プロレスリング高

送り、過去に熱い戦いに燃えていた

モーションを展開。リアルクロス社

木社長と共に “ 広がり続けるファン

40 代・50 代の世代が会場に戻って

が新たなビジネスの場として注目

マーケティング ” をお届けする。

平良 真人さん

【特集】

Session
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eSports が流行で終わらないためにやるべきこと

～コミュニティ育成が eSports 活性化のカギ、でもいま、eSportsって、手出して大丈夫 !?

13:55 ─ 14:35

e
ビットキャッシュ
（株）
／
ウェルプレイド
（株）
eスポーツコネクト
（株）／ 代表取締役／ CEO
（株）
JCG
谷田 優也さん
代表取締役社長

Sports という言葉が過去最大

一方でいきなりやってきた流行ビッグ

いま、誰が何をどうするのが良さそうか、

のブームになりつつある 2018

ワードにどう対応するべきなのか、
チー

手を出すタイミングは？手の出し方は？

年。様々な世界大会やプロ化、高額

ム運営や大会運営をこれまでやってき

など、多くの疑問について、実践者に意

の賞金設定など話題だ。

た経験から、
また昨今の流行のなかで、 見を聞き、紐解いていくセッション。

（株）
電通
プロデューサー

Session

菊地 英雄さん

伊草 雅幸さん

7

Session

8

15:55 ─ 16:35

ヒントは宇宙世紀にあり！

想いと技術と芸術と。

二手、三手先を読みながら考える、イベント・マーケティング

〜チームラボ・ボーダレスが出来るまで〜

人

15:10 ─ 15:50

6

月の開業から大きな話題と

た。ネットの周りのメディアやプ
ラットフォームは人類の第二のコ
（株）クー・マーケティング・（株）インフォバーン
カンパニー
取締役
ミュニティーとなり、人々はそこ
代表取締役
ソリューション部門 部門長
DIGIDAY［日本版］
事業統括 で楽しみ、交流し、消費して行っ

ムラボ ボーダレス」
。施設面積 1 万
平方メートル。520 台のコンピュー
ターによってリアルタイムに生成さ
れる圧倒的なデジタルアートの世界

チームラボ
（teamLab）
Communications
Director

工藤 岳さん

には、順路も無く・館内マップも無い。

森ビル（株）
MORI Building
DIGITAL ART
MUSEUM
企画運営室 室長

音部 大輔さん

エプソン販売（株）
販売推進本部
VP MD部 部長

田中 準也さん

蟹澤 啓明さん

杉山 央さん

に全マーケティング予算の 1/4
をデジタルへ投入するまでに至
らしめた。

はどのようにしてつくられたのか？

16:40 ─ 17:20

マーケターはみずからの行為に

行政とコミュニティ

恐怖した。一部企業のデジタル
活用は膠着状態に入り、数年あ

現場で求められる新しい場づくりのカタチ

まりが過ぎた。
このような時代背景を前提に、
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Session
高知県
商工労働部
産業創造課 主幹

武市 正人さん

色

々な分野でコミュニティの存

ている二人の行政マンに、なぜコ

在感が増している中で、行政

ミュニティが必要になってきている

においても対外、対内活動をより効

のか、そのコミュニティをドライブ

果的にしていくうえでコミュニティ

するイベントの創り方にはどのよう

を積極的に創り、運営していく流れ

な秘訣があるのかについて、お話い

が出始めてきている。そうした行政

ただく。

イベント・マーケティングにつ

17:25 ─ 18:05

EDGEof 共同創業者

㈱ Shiftall
代表取締役 CEO

におけるコミュニティ創りを実践し

11

あの金字塔アニメをモチーフに
いて語る

J-Startup パビリオンに必要なブース演出とは

小島 英揮さん

脇 雅昭さん

音部さん、田中さんの両氏が、

世界にインパクトを！

よんなな会 発起人／
Still Day One 合同会社
神奈川県
代表社員
観光・政策推進担当部長 パラレルマーケター・エバンジェリスト

Session

た。西暦 2014 年、1 兆円を超え
たデジタル広告費は、数年の間

世界でも類の無いこのミュージアム

9

て増えすぎた情報をパー

になって、既に四半世紀が過ぎ

アート ミュージアム：エプソン チー

ターサーバーと 470 台のプロジェク

類がインターネットによっ

ソナルデバイスで取得できるよう

なっている「森ビル デジタル

Session

岩佐琢磨さん

日
18:10 ─ 18:50

未来型花火エンターテインメント

JETRO
代表取締役・Co-CEO 知的財産 ･
イノベーション部

小田嶋 Alex
太輔さん

（株）HEART CATCH
代表取締役 / プロデューサー
/ J-Startup オフィシャルサポーター

田中井 将人さん 西村 真里子さん

本のスタートアップを世界に

ベントで J-Startup が存在感を示し、

羽ばたかせるために JETRO

投資家・ビジネスパートナーを得るた

が「J-Startup パビリオン」を展開す

めにはどのようなブース演出が必要に

る。CES SXSW, Slush など世界中

なるのか？経験豊富な４者による公開

のスタートアップ猛者が集まる国際イ

ディスカッション。

「STAR ISLAND」の舞台裏とコンテンツ展開・拡張の可能性

お

台 場 で 革 新 的 な 花 火 エン

ハイブリッドコンテンツプロデュース

イベントのコンテンツ展開や今後の

ターテインメントを展開した

の舞台裏と、プラネタリウムでの全

エンターテインメントビジネス拡張

「STAR ISLAND」
。

5

天周ドーム映像化の一連の流れから、 の可能性について、ヒントを聞く。
エイベックス・
エンタテインメント
（株）
ライヴ事業本部
イベント制作グループ
ゼネラルマネージャー

坂本 茂義さん

コニカミノルタプラネタリウム
（株）
企画部コンテンツグループ
グループリーダー

清水 大輔さん

（株）
イマジカ・ロボット
ホールディングス
ビジネスディベロップメント部
事業開発／（株）
ロボット
コミュニケーション開発本部
コミュニケーション・
プロデュース部

諸石 治之さん

月刊イベントマーケティング
編集長

樋口 陽子
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【特集】
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の歩き方」
to

「

U

A Z

誕生秘話と味わう
BACKSTAGE 2017

V

ネットワーキングパーティ
最後のおもてなしは、

をきっかけに生まれた

見た目にもこだわった

スーパーおにぎり「肉

オーダーメイドケータ

に合う玄米おにぎり」

リングでネットワーキ

を BACKSTAGE

ングのパーティを盛り

Session の「価値 0％からはじまる おにぎりの逆襲」を聴

上げる。

講者に提供。

体験型マーケティングの
最新ソリューション／サービス

EXHIBITION AREA ＊8/14現在

antenna* ＊Fireside Chat サポート

イベント・レンジャーズ

イベントマーケティング ＊主催者ブース
イベントレジスト ＊主催者ブース

エプソン販売
お弁当

kiCk

QLCLE

クロス

サイタブリア
THECOO

サクラインターナショナル

J ストリーム（MovieAD powerd by J-Stream）

シネ・フォーカス
Jublia

（11:20 ～ 12:00
@CONFERENCE STAGE 予定）

W ステージ演出

Z

ほか

@CONFERENCE STAGE

（19:00 ～ 20:30 予 定
@OPEN STAGE エリ
ア付近）

すべてが Showcases

X ステージテクニカル
@CONFERENCE STAGE

ほか

Y

チェリービー

設営・演出

@EXHIBITION AREA

ステージで参加者の没入感、臨場感

ユニークで最先端な製品やサービス

シーンの演出も見どころの一つ。

をつくるテクニカルチーム。

が 揃 う EXHIBITION AREA は、

演出照明：DECO

進行・音楽：stand up A guy's

音響・照明：パシフィックアートセンター

舞台監督：山口舞台事務所

中継回線管理：シネフォーカス

パフォーマンス：イベントレンジャーズ

映像機材提供：EPSON 販売

スプラシア

タケナカ

オープニング、スピーカーの登場

演出・制作：ホットスケープ

鈴木電機

stand up A guy's

出展品を見やすく陳列するブース設
営や電気の設計・施工、映像機器の
プロ集団が下ごしらえ。短時間での
完成度高い施工は、前日のツアーで
見られる ! ？

映像機材：タケナカ

オープニング映像：タケナカ

ステージ施工・造作：クロス

エンディング映像（即時編集）
：

ブース設営：サクラインターナショナル

什器レンタル：モニック

チェリービー

電気工事：鈴木電機

中継カメラ：スタートライン

映像演出：シネ・フォーカス

DDT プロレスリング

ｄｅｃｏ

Tokyo Onigiri Labo

face to face の商談も（写真は昨年）

日本電気（NEC）

ニューバランスジャパン ＊スタッフ T シャツ提供
パワープロジェクト

フェイスクリエイツ
（RALLY）
ホットスケープ ＊主催者ブース

Meet The Photo ＊写真展示
stand up A guy's

森ビル（六本木アカデミーヒルズ／虎ノ門ヒルズフォーラム）

ユーコム

リアルクロス
ログミー

ロジクール
（社名 50 音順、カッコ内は社名パネル名）

【News/Schedule】

映像制作から空間創出へ
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８月７日から３日間、映像制作の

――シンユニティ内覧会

QR コードから
記事を読もう！

タケナカや空間演出のシムディレク
トなどのシンユニティグループが大
阪本社で内覧会「SPARK」を開催。

7

ビッグサイトへ投影

G20 に向け安全・防犯を

来場者の注目を集めたのは、デジ
STAND UP
FESTIVAL で
作品を発表

タルプレゼンテーションステージ
（写真）
。最新の映像機器や奥の景色

インテックス
大阪で安全大
会を実施

が透過し映像を立体的にみせるスク
リーン「Holo Vale」に加え、
ビュー
ポイントを空間デザインに取り入れ

コードアワード発表

るビジュアルイルミネーション、位

シンガポール開催誘う

グランプリは
ドコモ 5G の
新しい映像体
験

置や回転情報をリアルタイムに取得
する BLACKTRAX、自動追従シ

SECB のアンドリュー・
プア氏が日本の主催
者に PR

ステム、を組み合わせて、演者のパ
フォーマンスと映像を調和させる。

現場では安全意識がプロ意識

――サクラインターナショナル

防衛関連展で平和へ
―― ISDEF Japan

が最優秀賞に輝いた。そのほか「備

開催がつづく日本で、テロ対策やサ

トを行うサクラインターナショナル

えよう現場に入るその前に」
、
「危険

イバーセキュリティへの関心が高

が大阪本社で安全大会を実施した。

を想像 安全を創造」
、
「安全に現場

まっている。そのような状況のなか

安全パトロール実施のほか、事故

の大小違いなし」
の３点が選ばれた。

イスラエルとアメリカ・ヨーロッ

発生原因の分析、安全対策の実施な

閉会の挨拶で同社の妙代社長は、

パ、日本の有力企業を集め、公共の

り３年間で 32 件、28 件、18 件と

「来季は事故ゼロを目指す」とさら
なる意欲をみせた。

安全確保のための高度技術や最新機
器などの国際展示会 ISDEF Japan

件数が減り、
重大事故も１件のみに。

2018 が 8 月 29・30 日 の 2 日 間、

一方で熱中症対策などが新たな課題

川崎市とどろきアリーナで開催され

になっている。

る。来場は事前登録制。

恒例となっている安全標語は、

サクラインターナショナルがオ

212 件の応募の中から同社鈴木悠一

フィシャルコントラクターとして、

氏の
「現場では安全意識がプロ意識」

主催者の全体的なサポートを行う。

１年以内に展示会に出る企業の
経営者様、出展責任者様が絶対に参加すべき

「出展コストの 33 倍売る！
R
セミナー」
展示会営業
典
特
成果が変わる ! 30のチェックリスト プレゼント
講師：中小企業診断士 清永健一（amazon で 2 冊分野別 1 位の著者）
日時：複数日程あり。13:30 ～ 16:30 場所：新宿駅徒歩 7 分
主催：㈱ピュア・コンサルティング 03-4400-8883

展示会営業セミナー 検 索

からお申し込み下さい

※紹介者欄に「イベントマーケティング特典」と記入すると参加料が無料になります。

からの大事なお知らせ

スポーツ・興 行 イ ベ ント
（仮題）次の9月30 日号で特集します

私、スポーツも得意なんです！
10 月 31 日
11 月 30 日
12 月 27 日
1 月 31 日
2 月 28 日

体験を可視化するマーケティングテクノロジー
DMO/IR 地域を活性化するイベント
先取り！ 2019 年のイベントトレンド
イベントのマンパワー
空間ディスプレイ

広告出稿の問合せはこちら▷株式会社 MICE 研究所

info@event-marketing.co.jp （担当：田中力）

丹青社が港南ラボを

BigbeatLIVE
に庭山氏、飯
室氏、小島氏
が登壇

東京五輪やメガスポーツイベント

8 月 7 日に、展示会の運営サポー

ど安全委員会のさまざまな活動によ

「勉強になった」は負け

イベンター・マーケター向け

9 月のセミナー・イベント
4～7日

空間演出技術
の研究開発・
実証拠点とし
て開所

15 〜 17 日

ULTRA JAPAN 2018

20・21 日

＠お台場

インターナショナル プレミアム・インセ
ンティブ ショー秋 2018
＠東京ビッグサイト

MarkeZine Day 2018 Autumn
@ 御茶ノ水ソラシティ
Tech in Asia Tokyo 2018
@ 渋谷ヒカリエ

ITmedia Virtual EXPO 2018 秋（モ
ノづくり）
@ オンライン

Salesforce World Tour Tokyo 2017
＠ザ・プリンス パークタワー東京

4 〜 28 日

26・27 日

7・8 日

Sharing Day @ NagatachoGRID /
Sharing Summit
@Shibuya Cast 広場

13 日

ネット＆スマートフォン・コマース 2018
@JP タワー

次号予告 39 号は 9 月 30 日発行
＜特集＞
スポーツ・興業イベント（予定）
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#04 キリン株式会社

グループ感で より楽しく クラフトビール飲み比べ
「マーケティングや広報の一環にイベントを活

ンで期待したのは、東京の生活を楽しんでい

用したい！…でも、手間暇かかるし、一歩が踏

る男女のユーザーさんが多くいらっしゃるとい

み出せない」という方にお届けするコーナー。

う点です。そういった方々にいらしていただ

キュレーションアプリ antenna* に掲載された

いて、このイベントをキッカケにもしも仲良く

イベント企画仕掛け人の先輩に「なぜイベン

なって、例えば結婚ですとか、そういった将

ト？」
「効果は？」と素朴な疑問を聞いていき

来に繋がる物語が出てきたときに、
「実はこの

ます。

イベントがキッカケだった！」みたいな、そう
＊

＊

＊

クラフトビール体験セミナーを開催し続け
ているキリン。今回は特別版として男女ペア

いう素敵なエピソードができたら面白いですよ
ね！という少しロマンを求めた意図の話にもな
りました。

Q イベントの KPI 設定については、どのよ
うに取り組まれていますか

Q 男女ペアでのクラフトビール体験セミナー

数字目標って設定するのは簡単なんですけ

というアプローチで今回のイベントを企画を

ど、やっぱりイベントというものは、数字を追

された意図を教えてください

い求めるのは難しい側面があると思っていま

男女ペアという形で参加者を募る、という

す。他方で、クラフトビールって、飲み物なの

案は、antenna* さんと話し合って決めました。

で、飲んでいただかないと伝わらない。そう

普段のイベントでは、男女ペア等といった括り

いう意味で、リアルな体験の部分というのは、

は特に設けていないのですが、クラフトビール

ものすごく重要視しています。

というもの自体がそもそも人と人をつなぐもの

こうしたイベントというのは、一回の体験人

だと私たちは考えています。そういった意味

数は数十人と少ないですが、地道に積み上げ

では、若い人たちにクラフトビールの価値を伝

ていくことで、クラフトビールの体験価値が

えるためには、カップルや男女ペアといった形

しっかり伝わる人が増えていく。その経験から

でご参加いただける形の方が、より楽しんで

アンバサダーになって、これからクラフトビー

いただけるかなという意図がありました。

ル屋さんに行った時に一緒に行ったお友達に

特に今回、
antenna* さんとのコラボレーショ

キリン株式会社
デジタル
マーケティング部

ところを期待しています。
そのため、まずは、イベントに足を運んでいた
だいた方の満足感を一番大切にしていますね。

Q「アンバサダーになっていただく」ための

の限定イベントを開催した。その狙いや効果
とは。

髙柳 裕行さん

価値を伝えてくれるかもしれない、そういった

体験設計のつくり方では、どんな声を期待さ
れていますか
まず一番は、
「楽しかった」って言っていた
だきたいという気持ちでいます。
その上で、何か新しくこんなことが分かっ
たとか、体験前よりもさらに具体的にクラフ
トビールの価値を、一つでも、人それぞれで
もいいので、何か持って帰っていただけたら。
参加者の方それぞれに、
「ここが楽しかった」
みたいなポイントを一つ持って帰っていただけ
たら、それが一番と思っています。
キリンでは色々な類のイベントを行っていま
すが、最終的に、やっぱりこのセミナー型が、
リーチする人数という意味では非効率かもし
れませんが、確実に「100% 好きになってもら
える」というか。逆に、一番効率がいいとさえ
感じられることで、価値を見出しています。

図●「クラフトビールをカップルで飲み比べ !

<antenna* SPECIAL> GRAND KIRIN CRAFT BEER ROOM」で
つながる体験を提供

つながる !

月 23 日に行われた「クラフトビールを
カ ッ プ ル で 飲 み 比 べ <antenna*
SPECIAL> GRAND KIRIN CRAFT
BEER ROOM」イベント

Q 男女ペアでの特別イベントでは、普段との
違いはありましたか
グループ感といいますか、各テーブルのグ
ループで普段よりも盛り上がってる感じがあり
ましたね。
通常の会では、皆様ビール好きで、黙々
と講師の話を聞いて楽しんでいる方が結構い
らっしゃるんですけれど、今回は基本男女 2
人のペア参加なので、ペア同士で楽しんでい
る空気感からお隣同士で繋がって…といった
雰囲気がありましたね。
まさにクラフトビールの楽しみ方ってそこに
あって、みんなで楽しく飲み比べをする、とい
う文化があるんですね。普通のビールは回し
飲みなどはそうしないと思うんですけど、唯一
クラフトビールって、
「回し飲み文化」なんで
すよ。一人の方が新しいものを頼むと、周りに
いる方々が「どういう味？」みたいな興味を示
して、そこから回し飲みをして、それでビール
について語れる、というような。そういう価値
観を持っている、珍しいカテゴリーなので、
そういう意味でいうと、今回の 2 人ペアでか
つグループで楽しめる形というのは、非常にク
ラフトビールとの親和性の高いイベントなのか
なと感じました。

