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欲しいものは、なんですか？
　子供のころはじめて買ってもらったオモチャ

は、サングラスをかけると数字が透視できる

「魔法のトランプ」。これで明日から負け知らず

と思ったものの、色メガネをかけた怪しい小学

生とは、誰も勝負してくれなかった…。その次

は、手品用の銀色のリング。手品のタネをうま

く隠せず、思いついたのは背中に隠して「ハイ。

くっつきました」という技。お楽しみ会でみん

なの前で「輪っかに切れ目がある」とバラされ、

泣いて帰った。

　本番までは尊敬される自分を想像してほく

そ笑み、もし成功していたら胴上げくらいされ

てたかもしれない。そう、子供のころに買って

もらったのは、変な色のサングラスや、切れ目

のある銀の輪っかではなく、前日までのワクワ

クと、成功した後にヒーローになること（の可

能性）なのだ。多分カスタマー・エクスペリエ

ンスってそういうことだと思う。

　展示会やイベントも体験価値を提供する場。

参加者にとって、良い商品・サービス・パート

ナーが見つかるという実益以外に新しい何か

と出会える期待感や、いいモノを見つけた満

足感が溢れる場でもあってほしい。

　会場に行くまでのワクワク感は、コンサート

やフェスに行く前だけじゃなく、BtoB のイベ

ントにだってきっとある。今回の特集では集客

に強いイベントのプランナーに、どのようにし

て期待を醸成しているのか聞いてみた。

　また最終面で取り上げた、国際見本市連盟

（UFI）のカンファレンスでもカスタマー・エ

クスペリエンスの向上が、展示会の品質を向

上するとの意見が多かった。直接の顧客であ

る出展者だけでなく、客の客である来場者の

期待に応える工夫をしよう。

　今号のイベントマーケティングは、期待に

応え、それを超える内容になってますか？



Event Marketing No.46  April 30,2019 【特集】2

にしなかったのは、事前に予測はあったので、

集客スタート時期を考慮したことです。VIP

向け、一般向けと２つに分けて、早めに取組

みました」

　VIP 向けの集客は、営業部との協力で昨年

10 月末からスタート。「普段は連絡が取りにく

いような方にイベントをきっかけにアポイントを

取る」という形で実施。実来場 500 名、登録

700 名を目標に置きスケジュール管理した。一

般向けは年明け１月７日にスタート。松尾さん

は開催まで１日平均100 〜120 名の登録を目標

にデイリーリポートで管理していたという。

キャスティング：５点
　セッションはスポンサー枠を含め全体で 120

名のスピーカーが登壇している。

「基調講演のキャスティングは VIP 向け集客

スタートの昨年 10 月末に合わせて８月から動

きはじめていました。一般向け集客開始の１月

には約６割のキャスティングが決まっている状

態でした」

　キャスティングの選定は、アドバイザリー

ボード制を初めて導入。良質なセッションア

イデアの提案、イベント登壇以外にも営業や

研究開発分野でコラボ推進、スピーカー招聘

などをする役割で、11 名のメンバーとともに、

全体の３割のスピーカーを決定した。

ターゲティング：２点
　「ターゲティングをそれほど絞らずに実施し

ました。Sansan のサービスがあまり業種・業

Innovation Project 2019」を振り返っていた

だき、集客力の正体を直撃した。なお、項目

は編集部が８つを抽出。松尾さんには、それ

ぞれの項目ごとに集客への貢献度という観点

から５点満点評価で自己採点してもらった。

タイトル：３点
　「Sansan Innovation Project 2019」と今

回シンプルなタイトル。2016 年に第 1 回目を

スタートしてから2018 年まで付けていた副題

を思い切って取っている。「原点回帰ですね。

働き方改革のサブテーマは時代と合わせて

『ちょっと未来の働き方（2016）』『働き方進化

論（17）』『働き方 2020（18）』と続けてきまし

たが、同テーマのイベントがでてきたこと、ま

た、４回目でリピート参加の方も増えてきたこ

とから、“Innovation”という本来の大テーマ

のみにしました。ただ、集客貢献度としては

そこまで高くないと感じています」

企画：５点
　「企画＝キャスティングというくらい、ほぼ

同義と捉えると、どちらも５点。もっとも貢献

していると考えます。テーマ設定、意外性あ

る組合せなど、“Innovation”というキーワー

ドを表現する企画に注力しました」

　企画実現にはアドバイザリーボードの導入、

集客アップのための社内コンテストなど、企画

力を活用して社内外を巻き込んだ。

タイミング：３点
　「３月開催は実は歩留まりが悪いんです。タ

イミングとしては３点ですね。それほど低評価

　企業・ブランド名を冠にしたブランディング

目的のイベントは BtoC 企業だけでなく、さい

きんは BtoB 企業でも多く開催されている。規

模も大きくなっていたり、スタイルも多様化し

たりと変化している。

　ユーザー会やコミュニティといったイベン

ト、業界展示会とは、規模や主体が異なる企

業のビジネスカンファレンスは、どのような集

客を行っているのだろうか。タッチポイントを

数多くもちたいけれど、ある程度セグメントさ

れた質も担保する、こうした集客の実現には

どんなポイントがあるのだろうか。

　クラウド名刺管理サービスを提供する

Sansan では今年３月、主催したビジネスカ

ンファレンス「Sansan Innovation Project 

2019」で 5,150 名を集めた。この規模ではめ

ずらしく「集客についてはすべて内製化してい

る」と話す Sansan マーケティング部の松尾佳

亮さんは、同イベントを全体統括し、集客のプ

ランニングから実務までを担当したという。

　開催から１ヶ月が経過し、現在はパートナー

企業、参加者からフィードバックを受けてい

るところという松尾さんに、今回の「Sansan 

態を選ばないため、そういう意味では貢献度

は低いかなと思います。結果的な満足度の話

になってしまうのですが、強いて言えば、情

報感度、ITリテラシーの高い方の参加が多く、

出展された企業から『最初から踏み込んだ話

ができた』とよろこばれました。集客力のある

キャスティングではありましたが、テーマに沿

わないスピーカーを入れなかったことも影響し

ていると思います」

メディア：４点
　「もう少し異なった新しい媒体も探したかっ

たという反省を込めて４点です」

　集客媒体は大分類で 10 個の項目で展開し

たという。①日経関連の媒体、②マーケティ

ング部に蓄積された見込み顧客データおよび、

法人向け名刺管理サービス「Sansan」を利

用した社内人脈、③既存顧客、④法人向け名

集客力って一体、なんだろう。要素が複合的に重なっていそうだけ
れど、因数分解してみたらきっとその正体がみえてくるはず。

集客力の正体

Sansan 株式会社
マーケティング部

松尾 佳亮さん

5,150 名を集めた「Sansan Innovation Project2019」（3/14・１５＠ザ・プリンスパークタワー東京）

CASE01 5,000 名超えのビジネスカンファレンス

グラフ●「Sansan Innovation 
Project 2019」の集客への貢献度を
施策ごとに担当者が自己採点

Sansan Innovation Project 2019

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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100％

電力
処理能力
需要

集客に効く電気工事サービス
を提供しよう！

えーと、イベントに関する
ご相談は色々といただいて
いますが、集客と工事は…
頑張ります！ http://www.event-marketing.co.jp  

Facebook と Twitter もやってます

特集記事の裏話や
イベマケ編集部の
日常がわかるメルマガ

最新ニュースやアーカイブ、
バックナンバーも読めるウェブサイト

face to face を科学するイベントメディア

オンラインも強い

集客力の正体
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スポンサー・出展に関する資料をお送りします。
資料送付ご希望の方および問合せは、メール（右下の
QRコードに応募フォームあり）にてご連絡ください。

emnews@event-marketing.co.jp

件名：BACKSTAGE資料請求
本文；「氏名」「企業・団体名」「所属部署」「役職」「訴
求したい内容」などを明記の上、ご送付ください。

スポンサー募集開始

 に学び、出会う１日

体験型マーケティング

体験型マーケティング

応募フォーム

【特集】

刺管理サービス「Sansan」ログイン画面での

広告実装、⑤ Web メディアでの記事広告⑥

Facebook 広告、⑦チラシ配布、⑧ Google

広告、⑨集客コンテストの実施（社内）、⑩そ

の他（各種メディア記事、SNS 発信）。

予算：３点
　「集客の予算は昨年比２割減でしたが、1.8

倍の参加がありました」予算があるに越した

ことはないが、ありきではないようだ。

その他（社内体制）：５点
　「集客にはひと起点が重要です。社内協力は

とても大事なポイントです」

　上記の７項目以外に、大切なポイントとし

て挙がったのが「社内体制」。現在 400 名の

社員がいるが、特に営業やカスタマーサクセ

スの担当者には、売上に直結する場としてイ

ベントの活用イメージを過去３回の実績から

共有するなどして、集客のモチベーションアッ

プにつなげたという。また、集客コンテストを

企画し集客自体をイベント化したりと巻き込

んだことが大きかったと話す。

　Sansan Innovation Project は、2016 年に

ブランディングを目的にスタートした年１回の

大きなイベント。

　参加者数が約 3,000 名と、前年比２倍近く

に伸びた 2018 年からは売上戦略としての位置

付けにシフト。社内協力の仕掛けづくりも明

確になって、大きな集客チャネルとして貢献

しているようだ。

　5,000 名以上のビジネスカンファレンスで集

客を担当する機会はそれほど多くはないかも

しれないが、一つひとつの項目をみていくと集

客に直結するスケジュール管理の大切さ、巻

き込む仕掛けなど、小規模のイベントにもヒ

ントとなるようなポイントが読みとれる。　

基調講演ではSansan 代表取締役社長の寺田親弘さん
がみずほ銀行取締役頭取の藤原弘治さんと対談した

株式会社リアルクロス
代表取締役社長　山口 義徳さん

集客に貢献した「スーパー・ササダンゴ・マシン vs ア
ンドレザ・ジャイアントパンダ」の一戦。キャスティン
グは大事。（写真提供：プロレスTODAY）

予算がないけど集客するヒント
プロレス興行の新規ファン獲得策から学ぶ

グラフ●中規模イベントでも自己
評価を聞いてみた

エンジニア向けイベント
「Sansan Builders Box」の場合
2018 年11月10日（土）開催

グラフ●プロレス興行の集客

　ネットからリアルへの集客支援をテーマに、

ソリューションを提供するリアルクロスの代表

取締役社長山口義徳さん。プロレスの興行や

サッカー Jリーグ、バスケットボール B リー

グなどスポーツイベントでの来場者数アップ

施策を手がけてきた。チーム・団体からの依

頼で多いのは「予算がないけど集客したい」

という本音だ。

　山口さんはこの声を受け、団体の予算と初

心者の来場マインドのハードルをどちらも下

げる、チケットアフェリエイトという新しい集

客サービスをつくった。ファンの外へと訴求す

る強力な販売ルートを成果報酬型で提案する。

「初心者には応援ルールや服装など楽しみ方を

伝えたり、女性用にかわいいグッズがあったり

と一般層に向けて訴求しないと収益も集客も

伸びません。玄人目線のこうあるべきより、チャ

レンジ精神のある集客が必要です」

集客支援の立場から山口義徳さんのみる
プロレス興行での集客貢献度（５点満点評価）

タイトル：２点
 ネーミングセンスは大事。

企画：５点
 プロレスの企画力は、マッチメーカーの生み

出すカードと因縁対決などストーリーづくり。

タイミング：４点
 どの興行でもそうですが、大会・試合は土日

が大入り。月曜日はひとが入りません。

キャスティング：５点
 企画と似ていますが、マッチメイクのキャス

ティングは大事。新規層への集客には若手の

スターなどを育成しているかが問われます。

ターゲティング：３点
 もし自分たちの団体に合う客層ばかりをター

ゲットにしていたら当然ですがシュリンクして

いきます。理想的な割合はマニア１：固定客６：

新規客３ですね。マニアは「あのひとが言っ

ているんだから行かなくちゃ」といった価値観

の選定になる存在。

メディア：４点
 プロレスメディアなどは、選手の人間性をみ

たり、ストーリーを感じるうえできっかけにな

る存在です。ちなみに一般メディアなどでは

単発的だったり、web 専門メディアは有料だっ

たりのなかで、弊社の「プロレス TODAY」

は無料で楽しめるNEWS サイトですよ。

予算：１点
　実際に単独黒字を出している団体はほぼあ

りません。予算も少ないのが現状です。

その他（場所）：５点
　現在プロレス団体は国内で 300 ほどあって、

主要 20 団体は東京が多いんです。地方分散

が必要だと思っています。

CASE02

* タイトル：１点
初めてのイベントで、タイトル以外に注力すべ
きことがたくさんあったため、集客のフックにな
るようなサブタイトルなどをつけることができな
かった。

* 企画：５点
イベントとしての知名度は 0 の中、Sansanエ
ンジニアが「Sharing Knowledge」というテー
マでセッションを企画し、様々な分野の技術に
ついて現場目線で語るというコンテンツに期待
いただき来場いただけたと感じている。

* タイミング：２点
ものづくりに関わる人達は概ね学習欲が高く、
情報収集のためには休日であっても勉強会等に
参加している層が多いという仮定のもと、また、
会社（所属組織）からの参加許可を得るといっ
たハードルをなくすためにあえて休日に開催し
てみたが、特段それが集客にプラスに働いたわ
けではなかった。（平日に行うイベントとほぼ変
わらない歩留まりだった。）

* キャスティング：３点
理由：「企画」と繋がるが Sansan に所属する
エンジニアだけで構成した点がよかった。しか
しながらセッション内容と紐付いて初めて成立
するのでキャスティングのみという観点では集
客貢献度はさほど高くない。

* ターゲティング：４点
エンジニア（ものづくりに関わる人たち）に特化
しているためターゲットは明確で集客も行いやす
かった。

* メディア：４点
理由：ターゲティングと紐づくが、エンジニア
がよく利用するメディアに絞ったことでノイズ
無く集客に貢献。

* 予算：２点
装飾や懇親会、手土産などそれなりに予算をか
けたが、特に事前にそれらを訴求していたわけで
はないので集客への貢献はそこまでない。次回以
降のリピーター増加のための投資と見ています。

* その他（ブログ）
弊社技術ブログもこのイベントと同名の

「Sansan Builders Box」で公開しており、その
初回リリースをイベント開催時期に合わせたこと
で両方の認知を上げることができた。ブログの
閲覧数も伸びており、次回のイベントはその読
者も巻き込みさらに集客を加速できる見込み。
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　Facebook など SNS 広告で集客している

イベント主催者は多い。しかし Facebook の

強みである興味・関心によるターゲティング

は、自分のイベントにあったキーワードを設定

できないことも多い。そんな悩みを解決する

のが、イベント管理プラットフォームのイベン

トレジストが、提供する新たな集客サービス

「Facebook イベントレジストデータ拡張配信」

だ。

　イベントレジストが採用されている多くのイ

ベントのなかから、カテゴリーごとに分類され

た来場者の、性別・年代・興味関心・行動履

歴の共通項を抽出し、類似ユーザーをターゲッ

トにした Facebook 広告を配信する。イベン

トのカテゴリーは、マーケティング、環境・エ

ネルギー、飲食店経営など、ビジネス系 12、

テクノロジー系 14、マネー 5、ライフ11の詳

細に分類されており、ユーザーを絞り込んで

効率的な配信ができる。

　予算内で配信希望回数・人数に到達するよ

うに、カテゴリーごとに類似性を調整して運用

していく。出稿料は表示回数による CPM 課

金で、予算感は配信数とカテゴリーによって

異なる。例えば、ビジネス系イベントでの想定

配信設計は、４万人に各５回配信で２０万円

　ちかごろはティザー動画やイベントのイメー

ジ、主催者のメッセージなどの動画を、イベン

トの告知・集客で活用することが多くなってい

る。とくにモバイル端末用の、手軽に低コスト

で何本もつくれる動画制作サービスの需要は

伸びているようだ。

　展示会やイベントを手がける博展のグルー

プ企業スプラシアは、初期費用・月額費用な

しで、1 本 5 万円からの動画制作サービス「CM 

STUDIO」を提供開始した。

　不動産・医療・イベントといった “ 業界 ”、

会社紹介や採用といった“ 用途 ”、“ 秒数 ”、“画

角”を選びそれにあったテンプレートに、自社

で所有している写真・動画素材やテキストを

追加するほか、提携しているアマナイメージ

ズ、オーディオストックの写真・映像・音源も

使用して制作が可能だ。無料のナレーション

機能もある。テンプレートは得意分野が異な

る複数の映像制作会社と提携しており、人材

採用、会社紹介、イベントや展示会のアタッ

ク動画など実用性の高いものが揃っている。

今後も月に 50 種類のペースで追加していく。

　また、アシスタントモードでは、動画のテー

マ、長さ、画角など、会話形式で質問に答え

てロゴや写真素材をアップロードするだけで、

品質の高い動画広告を制作、およそ５分後に

はサンプルが見れるようになる。相応しい画

像がなければ、アシスタントが素材のなかか

ら適宜選んでくれる。動画の制作は何本でも

無料で、気に入ったものを購入する際に費用

が発生するため好みに合うものができるまで、

何度も試すこともできる。

　多くの映像を作成する企業にむけて月額プ

ランも用意されている。多くの動画広告を駆

使して、ターゲット別に個別のアプローチをす

るなど、多様な施策がうてそうだ。

程度、テクノロジー系で東京都の地域指定で

は 15 万配信で 20 万円程度、マネー系で女性

20 〜 30 代、東京に市域指定で 5 万配信で 10

万円といった、想定配信シミュレーションが可

能なので、相談してみよう。

　自分のイベントにあった集客のスタイルをみ

つけだそう。

来場者の特性でターゲティング 手軽な動画制作で魅力伝える
集客ツール① 集客ツール②イベントレジスト スプラシア

イベントレジスト株式会社

岸田 真由子さん

株式会社スプラシア
代表取締役社長
中島 優太さん
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——IR は国内にこ

れまでにない産業で

すが、MICE 以外に

もどういった切り口

での参入が考えられ

るんでしょうか

森嶋　IR 産業は IR

をエンジンとした新

しい街をつくるようなものです。新産

業を支えるプラットフォームとして、

日本の街づくりの最先端技術などが

集まる場でもあります。そういった意

味で、今回「第１回夢洲 次世代まち

づくりEXPO」を同時開催します。

　また、日本の食は、IR のなかでも

大きな集客コンテンツです。今回は

「［関西］外食ビジネスウィーク2019」

が同じインテックス大阪で 14日から

16日まで開催していますので、よい

マッチングが生まれたらと思ってい

ます。

【Interview】

設計・建築、宿泊・飲食、施設運営、

旅行、内装・インテリア、人材、エ

ンターテインメント・アミューズメン

ト、物流やイベント企画・興行など

多様な出展者が集まります。

　さらに、IR 産業は MICE に光を

灯すものと考えています。「IR 整備

法」では、中核施設の要件として10

㎡超の MICE 施設の設置を定め、大

阪府・市の発表している大阪 IR 構

想でも日本最大級の MICE 施設を有

すべきとしており、大舞台ができる。

人材も集まる。MICE 産業にとって

も大きなビジネスチャンスです。な

おかつ、これまでのように公設民営

型の箱モノではなく、民設民営型で

あることは大きなポイントです。これ

は同時に、海外 MICE 産業からの参

入で、デファクトスタンダードができ

るであろう激変の時でもあると言え

ます。

設整備法（IR 整備法）が国会で可決・

成立し、日本でも滞在型観光を実現

するためのカジノを含めた複合型観

光施設の整備が進んでいくことにな

ります。当初 3 箇所に限定される整

備区域がどこになるのかはまだわか

りませんが、立候補都市の中でも関

西・大阪は、人工島であり、2025 年

関西・大阪万博の開催予定地でもあ

る「夢洲（ゆめしま）」を候補地とし、

早くから IR（統合型リゾート）の誘

致に取り組んできていることから、

今回、初開催の場所としました。

——「第 1回［関西］統合型リゾー

ト産業展」の見所を教えてください

森嶋　一言でいえば７兆円弱の市場

と試算される IR 産業・マーケット

参入のきっかけがつかめることです。

具体的にはオペレータ７社などの IR

の商流の川上企業が出展するほか、

——IR（統合型リゾート）産業に特

化した専門展が５月15・16 日に初

開催されます。これまでの経緯、大

阪開催の理由を教えてください

森嶋　「第 1回［関西］統合型リゾー

ト産業展」は BtoB の専門産業展と

しては初開催ですが、じつは BtoC

の一般を含む MICE イベントを昨年

４月に「第１回関西 IRショーケース」

としてグランフロント大阪で、12 月

には「第１回北海道 IR（統合型リゾー

ト）ショーケース」としてアクセスサッ

ポロで開催してきました。

　ショーケースでは、報道などでカ

ジノに注目されることの多い IR の正

しい姿を知っていただくことを目的

に、一般の方向けにも展開していま

したが、今回は産業展というタイト

ル通り、２日間ともにビジネス向けの

商談展示会となります。

　昨年７月20日に、特定複合観光施

株式会社イノベント 執行役員 第２事業部長   森嶋 勝利 さん   

IR産業に特化した専門展が大阪で初開催
開催 直前！主催者インタビュー 第1回［関西］統合型リゾート産業展

７兆円弱といわれるIR 市場。IR 施設の開業は早くて 2024 年ごろと言われる。IR オペレーターとの提携など、企業参入が活発化しそうな 2019 年
にIR 産業に特化した専門展が大阪で初開催される。イノベントで同展責任者の森嶋勝利さんに初開催の経緯、見所について伺った。

「第 1 回［関西］統
合型リゾート産業展」

（5/15・16@ インテッ
クス大阪）ほか同時開
催展の会場配置

イベントを、もっとラクに、
　　もっと楽しくできるはず

いま、イベントバズールは、皆さまのお役に立つため、さらに見やすく、さらに情報
を増やして、生まれ変わろうとしています。

ただいま、リニューアル中
もう少々お待ちくださいhttp://eventbuzzle.com
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#11  株式会社スペースマーケット

インドア花見×企業イベントの可能性

10日に行われた「インドア花見でコーヒーマリアー
ジュ体験！supported by UCCドリップポッド」

EMARF の活用を視野に入れ、パナソニッ
ク、カインズ、カヤック、リビタ、LIFULL、
富山県南砺市との連携も発表された

図●「インドア花見でコーヒーマリアージュ体験！
        supported by UCC ドリップポッド」で企業とのコラボ事例展開も

　マーケティング施策を再考している方に
お届けするコーナー。キュレーションアプリ
antenna*に掲載されたイベント企画仕掛け人の
先輩に「なぜイベント？」「効果は？」と素朴な
疑問を聞いていきます。

＊　　　　＊　　　　＊
　UCCドリップポッド、スペースマーケット、

antenna*は一緒に、原宿のレンタルスペース
で「インドア花見でコーヒーマリアージュ体験！
supported by UCCドリップポッド」を開催し
た。コラボ開催・イベント企画の意図とは。

Ｑ . コラボレーションした意図は

　パーティー利用や撮影スタジオ等での用途以

外にも、「企業様がイベント会場として使う」と
いうレンタルスペース利用の可能性を広げたい
と考えていました。今回、シーズンに合わせた

「インドア花見」というテーマと相性が良い「コー
ヒー」「コーヒーマシン」というプロダクトを持
つUCCドリップポッドさんにも協力してもらい、
共同開催を行うに至りました。

Ｑ . 今回のイベントの体験設計ポイン
トを教えてください

　季節の特集テーマとして掲げた「インドア花
見」。そのポイントは、従来のお花見とくらべて「お
酒の有無を問わずホームパーティーのように楽し
める」点や、お母様方から需要の多い「お子様
が走り回っても目が届く」という点、そして「天候・
気温・花粉に左右されない」点です。同じく「外
だと香りがわかりにくい」等という理由から、屋
内で楽しむのが最適なコーヒーとは、利点が一
致しました。また今回の会場では、花見らしい
空間設計をデザイナーが行っています。写真撮
影も楽しめる装飾・演出が施された空間を提供

することで、より高い効果を発揮できる、良い例
になったのではと思います。

Ｑ . 参加者の皆さんの反応はいかがで
したか

　今回の参加者のみなさんは、積極的で、「しっ
かりこの空間を楽しもう」という姿勢を強く持つ
方が多い印象でした。先生に質問したり、初対
面同士の方で交流していたり。また、イベント
中の写真を撮っている方が非常に多かったので、
空間演出の面でも成功した実感を持てました。

Ｑ. 体験型イベントの価値とは

　企業の方がファンの方と濃くしっかりとした
コミュニケーションを取る場として、屋内スペー
スは最適だと思います。世界観の構築がしやす
く、閉じられた場所で直接的な関わりのできる場、
という点が強みになるためです。ただ、レンタ
ルスペースだと参加人数規模が小さいという課
題があるので、メディアとしてのリーチ力をもつ
antenna*さんと共同で「トレンド感」のある発
信を組み合わせることで、今後も展開できれば
と考えています。

倉橋 愛里さん
株式会社スペース
マーケット
ビジネス開発部

インドア花見
（スペースマーケットが場を提供）

コーヒーマリアージュ体験
（UCCドリップポッドで体験を提供）

トレンド情報として配信（antenna* で発信）

社内イベントも
  インタラクティブ

次の5月31 日号で特集します

6 月 30 日　映像・照明・音響、イベント演出の最先端
7 月 31 日　イベントのケータリング
8 月 24 日　BACKSTAGE 直前
9 月 30 日　スポーツ マーケティング
10 月 31 日 体験価値を可視化する

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）　　

インタラクティブな私

からの大事なお知らせ

　VUILD( 株 )（神奈川県川崎市／

秋吉浩気代表取締役）は、4 月11日

から、家具づくりをすべての人に解

放するサービス「EMARF（エマー

フ）」の正式運用を開始した。

　EMARF は、ユーザーがオンライ

ン上で好きな家具のテンプレートを

選び、自分の部屋や身体にあったサ

イズに調整することで、オリジナル

家具を出力することができるサービ

ス。完成した製品を受け取るだけで

はなく、工房へ出向き、設計した家

具を工房オーナーのサポートのもと

完成させることもできる。

　家具のデザインをゼロからする必

要がなく、CAD のスキルも必要ない。

サービス開始時は、棚、スツール、机、

椅子の 4 種類のデザインテンプレー

トを用意している。

　たとえば、スタートアップのフェス

ティバル「Slush Tokyo2017」では

VUILDがメインステージの背景とな

る構造物を設計・製作した実績もあ

り、今後、イベントでの木工加工に

も可能性がありそうだ。

家具づくりの自由化で広がる !? 木工加工
― EMARF（エマーフ）

子の2万ルーメン８Kプロジェクター

「INSIGHT Laser 8K」で投影し、

精細で迫力のある映像を楽しめた。

　デルタ電子は 4 月16日、富士ソ

フトアキバプラザで 8Kドキュメン

タリー 作 品「Water with Life in 

Taiwan」の上映会を開催した。

　同作品はデルタ電子ファウンデー

ションとNHK エンタープライズが制

作した 45 分におよぶ８K 高解像度映

像の環境ドキュメンタリー作品。  

　同作品の編集版「水とめぐる四季」

は NHK BS ８K チャンネルで放送

されているが、今回はアキバシアター

の 320 インチスクリーンにデルタ電

8K 作品をシアター上映
―― デルタ電子

制作の裏側についても語られた
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統合リゾートという新産業の開始と
同時に、ディーラーという新しい職
種も誕生する。育成を手がける日本
カジノスクール校長の大岩根成悦さ
んに話をうかがった。

卒業生 4 人から
6000 人の人材目指す
　1999 年に石原慎太郎都知事のカ

ジノ構想、2002 年の都庁で開催され

た模擬カジノなどをみて、2004 年に

開校しました。法案があがっては消

えを繰り返した15 年の間には卒業生

が 4 人しかいなかった年もありました

が、法案が成立したいま、在校生は

100 人ほどになっています。

　しかし、IR施設３か所がシンガポー

ルと同じ規模だと仮定すると、ゲー

ムフロアだけで 6,000 人ほどが必要

になります。これまでの卒業生を累積

しても800 人ほどなので、雇用促進

のために原則日本人で運営するには、

開業見込みの 2025 年までに急ピッチ

で育成が必要になります。

ディーラーは
ホスピタリティ業
　よく、ルーレットで狙った目に落と

す方法を教えていると勘違いされる

のですが、誰かにわざと勝たせるよ

うな不正を防ぐためディーラーの所

作は細かく決められています。

　実際に求められる能力は、正確に

早くミスなくゲームを進行すること

と、ホスピタリティです。カジノは控

除率が低い多売薄利なゲームが多い

ので、プレイの回転を早くし、かつお

客様に快適に長い時間楽しく遊んで

いただかないといけないのです。

　そのほか、ゲームのルール、カジ

ノの歴史、カジノ英会話、接客、ギャ

ンブル依存症についてなど、座学で

も多くのことを学んでもらいます。大

きな金額が飛び交うカジノで働くた

めには、厳しい信用調査をクリアしな

ければなりません。技術や知識以外

のことも身につけてもらいます。

　後発である日本の IR を世界最高

品質にするために重要な、お客様へ

の対応もするディーラーのホスピタリ

ティを育成するのが私たちの役目だ

と思っています。

　そのなかに日本的な文化をおりこ

んで、IRをきっかけに日本の素晴ら

しさが世界に伝播するようになるとい

いですね。

人 材 育 成

世界最高の IR 実現に人材の力を
日本カジノスクール校長		大岩根	成悦さん

　今年の新入社員は東京と大阪採用

合わせて15 人。国籍と個性豊かな新

戦力が参入し、さらなる同社の飛躍

にむけて体制が整った。

　展示会や MICE イベントの運営サ

ポートや出展企業の支援を行うサク

ラインターナショナルは 4 月2日、今

年 1 月に東京都江東区木場に移転し

た同社の東京本部オフィスで入社式

を開催した。

　妙代金幸社長や牧さき子社長室長

のほか各取締役の訓示、同社の海外

事務所やパートナー企業など世界中

からの祝辞と激励のメッセージも寄

せられた。

期待の新人 15 人が入社
―― サクラインターナショナル

妙代社長の訓示に聞き入る１５人

　4 月 4 日 の Global Meeting 

Industry Day(GMID) に MPI 

Japan チャプターが参加した。各国

の MICE 関係者とオンラインで交流

したほか、会場を提供した DMO 東

京丸の内の藤井宏章氏がプレゼン、

菅優子氏は EMEC19 報告を行った。

　POOL 代表中村友哉氏は、参加者

にフェイスペイントを施した。

MICE 活用に向け議論海外プランナーと繋がる１日

大岩根成悦さん（日本カジノスクール東京校にて）

世界 MICE 産業に発信
—MPI Japan　GMID

　観光庁が MICE × ICT 事業の

調査成果報告会を実施。AI、ICT、

XR、ロボット、IoT、センシング、

次世代ネットワークなどのテクノロ

ジートレンドと日本 MICE の競争力

強化や差別化の手法について、スター

トアップ企業 5 社とMICE 有識者を

交え議論した。弊社からは代表の田

中が参加。取材を通じて得た知見を

語った。

ICT で MICE 強化
—観光庁　

「　　   　　　」
垂直な人間関係をいかに取り払い、
水平な関係になるか
お笑い芸人オシエルズ / 日本即興コメディ協会代表　
矢島ノブ雄さん

　「編集長に叱られる #03」（3/29）

では、お笑い芸人オシエルズで日本

即興コメディ協会 代表の矢島ノブ雄

さんをゲストに、イベントの場づく

りのための心理的安全性のメソッド

やイベントという生の場を思い切り

楽しむために大事なことをお聞きし

ました。

　１人で飛び入り参加しても居心地

がいい、初めてでも主役のような気

分になる、といったようなイベント

をつくるために主催者や参加者が心

がけることについて聞くことで、イ

ベントの場づくりを学びました。

消しゴム教教祖とゲーム
　矢島さんは開始早々、即興コメ

ディというものがどんな手法なのか、

ペーパーズというインプロを実演し

てくれました。まずは参加者に「10

年前の自分に向けたメッセージ」を

書くようにと小さい紙とペンを渡し

ます。その紙は２つ折りにし伏せて

「編集長に叱られる」とは

「編集長に叱られる」というイベン

トは、本紙イベントマーケティン

グ編集長の樋口が、気になるゲス

トをお招きする公開インタビュー

イベント。

　「イベントの未来をつくる105

人」のコミュニティと共催で、月

に１回のペースで開催しています。

「イベントの未来をつくる105 人」

では、このイベントのほかに、地

域創生をテーマにした専門性ある

イベント「LOCAL Meetup」や、

経営者から話を聞く「CxO105 人

カイギ」など、シリーズで数多く

のイベントが実施中です。詳細は、

Facebookページをご覧ください。

集めておきます。次に、設定となる

お題を２つその場で募りました。参

加者が気の向くままバラバラに答え

て、矢島さんは「消しゴム教の教

祖」という役に決定。すると、スイッ

チが入ったように矢島さんは怪しい

教祖となり消しゴムを 10 万円で売

るという説法がはじまりました。さ

きほど集めておいた紙を無作為に開

き、話しに織り込んでいきます。す

ると 10 年後の自分へのメッセージ

だったはずの言葉は、お告げのよう

に聞こえるほど。大きな笑い声とと

もにインプロという体験に感嘆した

参加者からは拍手が起こりました。

　また、矢島さんは企業研修や学校

でも実施しているというアイスブレ

イクのゲームを紹介。２人１組ペア

になって、じゃんけんをしてあいこ

になったら同じことを考えてた！と

いうことでイエーイとハイタッチを

するというもの。次に３人１組でも

トライして、さらに盛り上がってい

ました。

心理的安全性のメソッド
　これはイベントの自由性をどのよ

うに設計するか？を伝えるためのも

の。矢島さんは「イベントの目的は

そのイベントへの参加を通して自分

が変わることが一番の価値」と話し

ます。イエーイと身体的接触も伴っ

てひとと関わることで、相手のアイ

デアを受け入れやすくする仕掛けが

含まれているのだそうです。

　こうしたイベント場づくりのため

の心理的安全性のメソッドを多く披

露してくれた矢島さん、そのなかで

も印象に残ったのは、「垂直な人間

関係をいかに取り払い、水平な関係

になるか」ということ。

　そのためには、イベント運営での

留意点として「失敗をオープンにで

きることがすべて」、「観客と関わる」、

「いじるスキを見せる」という３つの

ポイントを伝えてくれました。

矢島ノブ雄さん

３回目は叱らせてもらえました

シンプルなアイスブレークにも仕
掛けが

イベント運営で留意すべき３つ

×
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副編タナカリポート

　UFI のデジタルイノベーション委

員会の 3 人が登壇。展示会のテクノ

ロジーに関する設問について、スピー

カー 2 人が反対の立場で意見をたた

かわせた。設問発表時の参加者の意

見が、議論の後にどう変わるかをリア

ルタイムで見ながら進行した。

――AI が展示会産業を短期間で劇
的に変えるか
Stephan　他の業界ではすでに刷

新はおきている。一日の行動予定を

AI が提案し、人間は承認するだけ。

提案のなかに展示会が入るように努力

しないと。

Gunnar　AI 導入の問題点は過剰

な期待。AIに展示会の準備と実施を

完璧にやってもらい、人間は遊んでい

ればいい、とはならないでしょう。

――展示会企業は優秀な IT 人材を
確保できるか
Stephan　GAFAや金融と比較し、

技術者が活躍する場は少なく予算も

低い、それ以上に深刻なのは文化。

カスタマーエクスペリエンスを最重要

視している産業と比べて、イノベー

ションが起きづらい。そういう環境に

優秀な人材は集まりづらい。

Gunnar　自分たちを過小評価して

いる。テクノロジーを駆使して会場内

や会場に行くまでに心地よい体験を

提供している展示会は多くMPS（仕

事満足度 ) が高い見本市企業もある。

そのベストプラクティスを標準化して

いけばいい。ゲートに長い行列ができ

ていても、予算がないからやらなくて

いい、という習慣を変えていくことか

らはじめればいい。

――GDPR（EU で昨年 5 月に発
効したの個人情報保護法）の影響は？
Stephan　個人情報を守ることは重

要だが、ユーザーは個別化されたパー

ソナルな体験を求めており、そこでの

イノベーションやクリエイティビティ

が阻害される。アイデアを生むには自

由が必要なので、他地域に遅れをとる

のでは。

Gunnar　事業者のビジネスに制限

がかかるというが、アドブロックをす

るユーザーが増えているなか、一斉

に同じメッセージを送るのではなく、

ユーザーのニーズを正確に把握して

期待通りのコンテンツをおくることで

コミュニケーションが活性化される。

GDPR の規制下でビジネスする経験

は資産となるだろう。
※全文は弊社ウェブサイトに掲載

講演タイトル	 デジタル・ディベート
モデレーター	 Matthias	Tesi	Baur 氏、
スピーカー	 Stephan	Forseilles 氏、Gunnar	Heinrich氏

5 月のセミナー・イベント

次号予告  47 号は 5月３１日発行

＜特集＞
社内イベントもインタラクティブ

15・16 日
第１回【関西】統合型リゾート産業展

＠インテックス大阪

22・23 日名古屋　30・31日大阪
デジタルイノベーション 2019
＠吹上ホール（名古屋）、グランフロント

大阪（大阪）
22 〜 25日
Marketing Agenda 2019

＠ロイヤルホテル 沖縄残波岬
28・29 日
Commerce Summit One to One

＠ホテル＆リゾーツ南房総
29・30 日
イーコマースフェア 2019 大阪

＠マイドームおおさか
29 〜 31日 
ワイヤレスジャパン

＠東京ビッグサイト

イベンター・マーケター向け

＜訂正とお詫び＞
　3 月31日発行の本紙 45 号 8 面に掲載し
た図面に誤りがありました。紙面では「Aich 
Sky Expo」となっておりましたが、正しくは「Aichi 
Sky Expo」です。ここに深くお詫びし、訂正さ
せていただきます。弊社ウェブサイトで修正した
PDFを配信しておりますので、ご参照、ダウンロー
ドしてください。

　４月３日、フジテレビ本社オフィ

スタワー 22 階フォーラムで「seek

∞ SXSW2019 報告会」が開催され

た。

　「seek ∞（シーク）」は、昨年４

月にスタートしたニュースメディア

「FNN.jp プライムオンライン（FNN.

jp）」の１周年を記念して行われた

トークイベント。SXSW2019（３/

８〜17@米国テキサス州オースティ

ン）では、FNN.jp が経産省主催の

日本館「The New Japan Islands」

のメディアパートナーになっている

ことから、統括プロデューサーの経

産省宇留賀敬一さん、統括ディレク

ターを担当したメディアアーティス

トの落合陽一さんが制作ストーリー

や現地での反響を語った（写真）。

また、第１部では SXSW に携わっ

た企業のキーパーソンや文化人が登

壇し、それぞれの SXSW での経験

と体験から得た新たな視点などを共

有した。

　第１部で印象的だったのは、初の

単独出展で話題になったシチズン時

計オープンイノベーション推進室の

取組みを語った大石正樹さん、山﨑

翔太さんの「企業でイノベーション

を起こすには」。SXSWへの出展は、

半年前の開発段階での決断で、プロ

ジェクト社内認知度もバラバラだっ

たが、出展後外部評価が高まり、内

部の抵抗分子も協力的になった。外

の風が中にも影響を与える、という

ことを活用すべき、と大企業でのイ

ノベーション推進のヒントとなるよ

うな体験談を話した。

　seek ∞では参加者同士のコミュ

SXSW での体験から新たな視点を共有
　　   　　　　― seek∞ SXSW2019 報告会

ニケーションを通じて未来を探求す

る場を提供する、としてネットワー

キングを用意。第２部からはライト

ニングトーク形式で「AI はクリエ

イティブ職の仕事を奪わない」（岡

本侑子さん）など６名が独自のテー

マでショートプレゼンを行った。

　「seek ∞」では今後も最新のテク

ノロジー情報など、さまざまなテー

マでトークイベントを展開してい

く。

　4 月4日、東京 2020 組織委員会は、

東京 2020 大会の公式文化プログラ

ム「東京 2020NIPPON フェスティ

バル」のキャッチフレーズ“Blooming 

of Culture　文化は、出会いから花

開く。”を発表した。

　合わせて主催プログラム４事業の

企画とコンセプト映像も公開した。

　キックオフイベントは、歌舞伎俳優

の市川海老蔵さんとオペラ歌手のプ

ラシド・ドミンゴさんが共演。

　開幕直前イベントは、踊りや歌を

通して交流する場を創出する。

　パラリンピック開幕直前イベント

は、障がいのある人や LGBTなど多

様な人々がアートやパフォーマンス活

動を展開。企画・制作はクリエイティ

ブディレクターの小橋賢児さん。

　東北復興イベントは、東北・東京

を舞台とした文化プログラムをキャ

ラバン展開。クリエイティブディレク

ションは箭内道彦さんが務める。

箭内道彦氏、小橋賢児氏らが参画
―― 東京 2020NIPPON フェスティバル

キャッチフレーズを手に
東京2020NIPPONフェ
スティバル組織委員会の
面々

「seek ∞ SXSW2019 報告会」

「デジタルデータの活用は十分でない」という
設問に、反対意見が出せなかった両氏はハグ

読者Profile

大手メーカーマーケター 製薬会社
ミーティングプランナー

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

▶  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

▶  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
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FREE PAPER

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。

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。

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。

 UFI Asia Pacific Conference 2019

デジタルが左右する
展示会産業のゆくえ


