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ＩＲのできる場所が決まるのは、まだこれか
らだけれど、展示会後、どうしてもみておきた
くて、大阪でのＩＲ候補地である夢洲に立ち
寄った（表紙写真）
。

今号４−５ページで紹介したＩＲ（統合型リ

香港の展示会・イベント施設での経験もあ

ントなどの MICE 以外の要素もコミュニティ

いまは物流拠点として大型トラックが往来す

ゾート）の産業展示会。一番の収穫は、ＩＲ

る彼から「ビジネスマンにとって MICE 施設

やハブのマネジメントには必要なんだよ、と

るこの場所は、2025 年の関西・大阪万博予定

が要素の足し算ではなく、相互作用する掛け

は必要だけれど、施設さえあればよいというこ

言っているかのように感じた。

地でもある。

算であることを学んだことだ。

とではない」という言葉を聞くと、つくってい

MICE プランナーにとっては、単 独の

モノだけでなく、多くのひと・アイデア・出

気づかせてくれたのは、ＩＲオペレーターと

るのが施設ではなく、ＩＲという大きな屋根の

MICE 施設とＩＲ内の MICE 施設では、プロ

会いの国際拠点として、驚くような建築物、空

して出展していたメルコリゾーツ＆エンターテ

下でコミュニティや、イノベーティブな発想を

グラムの順番や構成に違いを出すなど、場所

間が立ち上がるのを妄想しながら、新産業の

インメントの MICE 事業統括アレン・ハーさ

育むアイデアハブをつくっている、そんな印象

ならではのアレンジのしがいがあるところかも

生まれる前夜にいるような、ざわざわとした気

んだった。

だ。そのため、たとえば食やエンターテインメ

しれない。

持ちになった。
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エンゲージメント高める
社内イベントづくり

決する（図１）
。ブレイブソフトの社内イベント
で効果を計測した結果、ペーパーレス化、スキ
マ時間の活用、過去の投稿の閲覧などの機能を
活用することで、年間の紙コストが 200 万円削
減。イベント参加率 20％アップ。満足度が 22
ポイントアップの 89％、Push 開封率 50％に向

ブランドと顧客の深く良好な関係を構築し、Win-Win で双方向なコミュニケーションをつくる、エンゲージメント・マー
ケティング。関係構築は顧客との間だけでなく、企業とスタッフ、スタッフ同士の間にも重要だろう。個の力からチー
ムで戦う組織をつくるための、社内イベントを活用したエンゲージメント向上の手法について学ぼう。

上、アンケート回答率も 96％に。待機時間は 1
分に減少した。インタラクティブなコミュニケー
ションが満足度につながっている。
オフラインのイベントならではの、高いエン
ゲージメントと、アプリによる継続的なコミュ

CASE01

社内イベントもデジタル時代へ

イベントアプリで可視化
そのままデジタル社内報に

ニケーションが、施策の効果の継続性と参加意
る Live 投票と Live Q&A は、ブラウザベース

識を向上し、業績アップや従業員満足度向上に

でダウンロード不要で利用できるサービスだが、

つながるという。スマホアプリが、社内イベン

ダウンロード障壁の少ない社内用アプリであれ

トの新しいカタチを生みそうだ。

イベントとアプリを連携させることで、それら

ば、アプリ内のイベントコンテンツ

の課題を解決できるサービスがはじまった。

として API 連携することで、さら

社内イベントの開催自体が目的化してしまう

イベントに特化したアプリ「eventos」を提

に参加しやすくなる。また、イベン

と、やりとげたことで満足してしまい、次の日

供するブレイブソフトは、30 年にわたり企業の

ト実施後の継続的なコミュニケー

からまたいつもと同じ日常がはじまってしまう。

イベント運営を支援し年間 400 件ものプロジェ

ションを支援することで、課題を解

イベントの目的である、参加者の成長、チー

クトをてがけるニューズベースと連携。

ム力の向上は、イベント当日だけの研修やワー

社内ブログ、SNS、社内ポータルなどオンラ

クショップだけでは身につかない。継続的訓練

インの施策をアプリに集約。また、社内報と１

や職場での実践が必要。従業員のエンゲージメ

on1 面談についてはオフラインとオンラインの

ント向上には働く側と企業側の考え方のギャッ

双方を融合した新しいコンテンツを提供する。

プを知ることと、それを解決するための施策、
実施後の結果測定を行わなければならない。

セミナー講師への質問をお願いします！

●図１
LiveQ&A：イベントのインタラクティブ性を向上する。早押しにも応用できる。

今日のセミナーは満足頂けましたか？

社内イベントにアプリを活用することで、情
報の集約、Push 通知による適切なタイミング

事前のヒアリングや紙ベースのアンケートで

での全体への周知、インタラクティブなコミュ

は、回答率もあがらず、イベント担当者の業務

ニケーション、匿名アンケートなどにより、情

負担も大きい。また匿名性が担保されないため、

報収集量の増加、イベント施策の効果を拡

ィ」
「タイミング」
「コミュニケーション」を感覚的でなくきち

本音の意見を聞き取るのは難しい。そこで社内

充・継続させられる。ブレイブソフトが提供す

づいたニューズベースの提案思想）

エンゲージメントを高め業績につなげるには、
「コミュニテ
んとマネジメントすること
（Tモデルという独自理論に基
Live 投票：匿名で意見や要望が投稿できるで、忌憚のない意見交換の場に。0

記念品は
何にしようか

挨拶は

タレント
呼ぶ？

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

え …
は，
はい

会場は

いったい何から
はじめれば …

そうだ

イベントの
プロを探そう！

はい！
わかりました

伊藤さん。

〜〜という訳で

イベントを一緒に

会社を探そう。

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

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！

よかった

ありがとうございます。
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●図 3 イベント後には、チーム意識、本音が言える、

●図 2 イベント開催前のステータス

ビジョン／ミッション

目標への貢献意欲が向上した。

チーム意識
安全な場
信頼関係

リーダーシップ
当事者意識

自信と本気

チーム目標達成への
貢献意欲

ビジョン／ミッション

チーム意識
安全な場
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CASE03

幹部会議で感情分析

信頼関係

リーダーシップ
当事者意識

自信と本気

チーム目標達成への
貢献意欲

扮装するカードマスター、独特の雰囲気をか
ゲームを楽しむには演出にこ
だわること。カードマスターは
舞台役者が演じる。

CASE02

振り切った演出がカギ！

もしだす音響、それでいて短時間で手際よく
１ゲームを終わらせること」だという。舞台
役者や多彩な特技と高いコミュニケーション
能力をもつ 100 名弱の登録メンバーを抱え
る同社ならではの、演出のこだわりと円滑な
進行でチーム力向上をサポートしている。

ウェラブルデバイスで
集中度 自分事化がわかる

「グループは、ただの人の集まり、チーム

NEC では、半期に一度の幹部会議（300 人

となって解決し、お互いの意外な面を発見し

とは同じ目標をもった集まり」と話す松宮さ

弱規模）で 2018 下期、2019 上期と二期連続

ながら、理解を深めていく。

んは、強いチームの条件として①全員がゴー

して自社開発の「感情分析ソリューション」を

自社の新入社員研修でも実施し、その結果

ルを理解し目標に向けて楽しむ②意見の衝突

導入した。ウェアラブルデバイスやクラウドを

インナーイベントは、定例だから開催する

を日本チームビルディング協会が提供する

を恐れない③互いの長所・短所を認めあい敬

活用し、人の生体情報を可視化、脈拍から生

というのでは参加モチベーションは上がらな

チームステータス診断で効果測定を行ったと

意をもって接する④達成意欲が高い⑤各自が

体情報により感情の状態判定を行うもの。幹

い。そうならないように前提づくりが求めら

ころ、
「仲良しローパフォーマーチーム（25

責任をはたしやりがいを感じる。⑥チームの

部会議では経営方針の浸透力強化施策として

れるようになった。

カードゲームで
チームビルディング

点）
」から「仲良しポテンシャルチーム（32

社会的役割を理解、などをあげ、チームビル

取り組み、ある事業部の例では、エンゲージメ

社員満足度・幸福度の向上を通じて企業を

点）
」へランクアップしたという。とくにポ

ディングを含めた社内イベントづくりを支援

ントサーベイの役職別のスコアと事業遂行方針

サポートし「元気な会社をつくる」プロジェ

イントが伸びたのがチーム意識、本音がい

する。また、組織の幸福度を増進させる専門

説明会での役職別の集中度に相関関係が見ら

クトを推進するイベントレンジャーズでは、

える場づくり、目標への貢献意欲だった（図

家ＣＨＯ（チーフ・ハピネス・オフィサー）

れ、経営方針の理解がエンゲージメントに寄与

2･3 参照）
。ゲームだけでなく効果測定を行

育成にも力を注いでいる。

する結果が確認された。どのプログラム／話

「カードゲームでチームビルディング」とい
うコンテンツを提供している。
アイスブレイク用に「ベストアクト」
、定

うことで、達成度合いが実感できて、目標達
成意欲をより高めることができるという。

管理職だけでなく、すべてのビジネスマン

題の集中度が高い、どの層（管理職／実務者

に、個の力ではなくチームのパフォーマンス

など）がテーマに自分事になっているかを定量

番の
「人狼」
、
チームワークが求められる
「コー

社長の松宮洋昌さんは、
「カードゲームに

を最大化するスキルが求められているいま、

的に可視化することで、プログラム構成や組織

ドネーム」といったさまざまなカードゲーム

没頭して楽しむには、
形から入ることが大切。

社内イベントや研修にもチームビルディング

開発の PDCA について、属人的感覚値では無

を通じて、次々と迫りくる課題をチーム一丸

職場を離れた西洋風の異空間と、舞台役者が

が欠かせない要素になっているようだ。

く FACT データを元に議論できる。
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新産業 IRの胎動感じる

R Ex
Japan I

po

2019 年 5 月 15・16 日、インテックス大阪で「第 1 回［関西］統合型リゾート産業展」が開催され

Interview

メルコリゾーツ &
エンターテインメント

た。昨年の IR 整備法成立、公布で、３か所を上限に IR 区域がこれから認定されいよいよ IR という新
しい産業が生まれる。その胎動を感じる会場。早くから誘致に取り組んできた大阪での産業展初開催に
は、世界の IR オペレータ７社が顔を揃えた。また、BtoB のビジネスチャンスを求め、集客システム
を扱うメーカー、警備会社、VR アトラクション開発会社、そして MICE 企画・運営会社などが出展。
IR ビジネスの幕開けを取材した。

※インタビュー動画は６月上旬配信
アレン・ハーさん

MICE 事業統括

Interview 日本 MGM リゾーツ

ケビン・サリバンさん

日本 IR 開発担当
シニアバイス・プレジデント

Q1. 特徴は
・エンターテインメント
・エクスペリエンス（体験を重視）
・クオリティー

Interview シーザーズ・エンターテインメント

Q2.MICE の位置づけは

Q2.MICE の位置づけは

IR 事業にとって最も重要な構成要素の
一つであるといっても過言ではないの
が MICE 事業です。MICE がなければ
平日に IR 施設に遊びに来る方も少ない
のが現状。365 日どこもひとで溢れ、
常に稼働率の高いビジネスが MICE に
よって成功しています。稼働率と収益
性を担保する上で MICE は重要な役割
を担っていると考えます。

長年、IR はホテルとカジノの組合せで
考えられてきましたが、カジノは全体
収入の 35％。MICE を含めた非カジ
ノが残りを占めます。また、MICE と
一般観光は補完関係の価値があります。
ワールドクラスの集客が日本政府から
の宿題ですが MICE 誘致による提案を
考えています。

Q3. 展示会での目的は
４つの目的があります。ひとつは、
MGM のご紹介、２つめは大阪の皆さ
まから学ばせていただく、３つめは IR
についての情報提供と認知の向上、４
つめは私どもの「大阪マニフェスト」
の宣言です。“ 大阪ファースト ” を掲げ
ている IR オペレータは MGM リゾーツ
のみ。私たちは、大阪の皆さまが何を
求め、必要とし、どんな未来を望んで
いらっしゃるのか、ご意見を伺いたい
と思っています。

スティーブン・タイトさん

国際開発

社長

Q1. 特徴は
・世界トップクラスのオペレーション実績
・ユニークな体験

Interview

ウィン・リゾーツ・ジャパン

Q1. 特徴は
・企業文化
・責任あるゲーミングに対する意識向上
の取組み
・カスタマーリレーションマネジメント

Q3. 展示会での目的は
15 年間、ずっと日本進出を考えてきま
した。いま、IR 法案が通り、さまざま
な条例ができて、これからが BtoB の
ビジネスチャンス。潜在的なパートナー
やコミュニティの方々とお会いし、持っ
ている知識、また皆さんが考えている
意見を共有して、IR ビジネスの経験が
ない方とも一緒にパートナーを組める
好機と捉えています。

クリス・ゴードンさん

代表

Q1. 特徴は
・デザイン（美しさ、
イノベーティブであること、
機能性に優れていること）
・チーム
・カスタマーサービス

ン

【レポート】

Q2.MICE の位置づけは
MICE には充実した会議施設が必要で
すが、施設さえあればよいということ
ではありません。ビジネスマンは、会
議で意見交換をし、人間関係を深め、
新しいイノベーションを生みます。そ
のためには、創造力を促すスペースも
重要。つまり、会議後、イベント後の
リラックスした環境こそ人間関係を深
めるのだと考えています。

Q3. 展示会での目的は
わたしたちのキーワードはコラボレー
ションです。国際的なビジネスコミュ
ニティと現地のローカルコミュニティ
をつなぐことがわれわれの大きな使命
と思っています。できるだけ多くの方と
パートナーシップを組んで、両方 WinWin な関係にしていきたいと思ってい
ます。

Q2.MICE の位置づけは
IR のなかでも MICE は本質的な要素で
あると考えています。MICEはIRにとっ
て、レストラン、ホテル、ゲーミング、
劇場などに大きなビジネスを呼び込み
ます。同時に地域にとっても同様です。
IR 施設だけでなく、地域にとっても大
きなプラスになると思います。

Q3. 展示会での目的は
２つの目的があります。ひとつは、な
るべく多くの方にウィンというブランド
を紹介すること。２つめは、学ぶこと
です。どういったやり方が日本にとっ
てベストなのか、どういった会社があっ
て、どんな企業が私たちとベストマッ
チなのか。本展示会では非常に有意義
な時間を過ごしました。

Q2.MICE の位置づけは

Interview

ギャラクシーエンター
テインメントジャパン

マカオでは IR オペレータとして 2011
年５月に開業、現在は第三期目の工事
で巨大な MICE 施設を数年以内にオー
プンする予定です。IR 施設の強みであ
るワンストップでの展開は、日本にお
いても MICE オーガナイザーにとって
利便性が高いものと考えています。

Q3. 展示会での目的は

岡部 智さん
総支配人

Q1. 特徴は
・マカオ最大の IR オペレータであること
・非常に強靭な財務体質を誇っていること
・ソーシャルライセンスを重要な位置づけ
として考えていること

ギャラクシー・エンターテインメント
ジャパンとしては、今回の展示会は大
規模に展開しています。大きなチャン
スと捉えており、ギャラクシーをいろ
んな方に知っていただくことが最大の
目的です。ビジネスパートナーになりう
る方との接点をつくる機会とも考えて
います。

ビジネスチャンスは多様
Global MICE Producer として出展
した「サクラインターナショナル」の
ブースでは、eSports のデモを実施（写
真上）
。プロのプレイヤー、実況による
eSports イベントの企画・運営力をプ
レゼンテーションした。ブースアテンド
は同社所属のバイリンガルスタッフが
対応。海外の事業者に、イベント運営
及び施工、内装、警備、人材派遣、会
場管理など、MICE 全体をサポートす
る同社のサービスを熱心に紹介する姿
が見られた。
誰もが毎日のように食べたくなる
ラーメンを作る「どうとんぼり神座」は、
実際に “ おいしいラーメン ” を会場で提
供。長蛇の列ができていた（写真中央）
。
「セントラル警備保障」は警備ロボッ
トをブース内で巡回させた（写真下）
。
IR の要素の多様さと裾野の広さを感じ
る内容となった。

presentation

ラスベガス・サンズ

ゲンティン・
シンガポール

オペレータ講演で、タナシェビッチ
氏は、ほかのオペレータと同様、
「統
合型リゾートはカジノではない」こ
とを冒頭にメッセージし、統合型リ
ゾートは「ゲーミング以外の要素の
導入により経済の多様化」する問
イベマケ題の解決策であり、
カラー広告 「経済的効果は
W119ｍｍ×H173.5ｍｍ
広範な業界に波及し有効な経済の触媒」
で経済の促進剤であり、
「成功した IR
はホスト都市のグローバルな地位とブ
ランドを引き立てる」もので、
「MBS
ジョージ・タナシェビッチさん
ラスベガス・サンズ グローバル開発 マネージン
では 650 以上の職種で１万人以上が働
タン・ヒーテックさん
グ・ダイレクターで マリーナベイサンズ 代表執
く」雇用創出を生むもの、と解説した。
ゲンティン・シンガポール 代表取締役社長のタ
行役 兼 CEO の ジョージ・タナシェビッチ 氏。
サンズは
1990
年、サンズ・エキス
ン・ヒーテック氏。オペレータ講演では「統合
オペレータ講演では「大阪に、世界で最も成功す
ポ & コンベンションセンターを建設、
型リゾートから始まるグローバルディスティネー
る統合型リゾートを」をテーマにプレゼンした
ションへの変貌の旅」をテーマにプレゼンした
99 年に隣に統合型施設ザ・ベネチア
ンを開業し、ラスベガスの MICE 変革
を進めた。マカオ、シンガポールでも
多くのイベントをホストしている。

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

5

出展ブース

presentation

イベントを、もっとラクに、
もっと楽しくできるはず

http://eventbuzzle.com

Event Marketing No.47 May 31,2019

タン・ヒーテック氏は、講演の冒頭、
関西 IR を成功に導くパートナーシップ
として５つのポイントを提案。
「持続可
能な統合型リゾートの開発を行うこと」
「魅力的な都市に変貌をとげる原動力と
なること」
「地元コミュニティとの長期
的なパートナーシップを築くこと」
「地
元の労働力の質を高めスキルアップさ
せること」
「包括的な社会セーフガード
を実践すること」を掲げている。
30 年以上に渡るグローバル実績をも
ち、2010 年にはシンガポールにリゾー
ト・ワールド・セントーサを開業。今
年発表した拡張計画では、MICE 施設
や海洋館、自動運転交通システムなど、
16 万 4000㎡を拡張工事し、初期開発
から合わせ 50 万 7000㎡、１兆円超
の開発になる、と持続可能な開発実績
をアピールした。

6
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ました。

#11 MooRER

Ｑ . イベントでの KPI 設定について

オープニングイベントの熱量をメディアに

認知度アップや話題作り、という観点のほか
に、店舗オープンからの３か月という非常に大切

マーケティング施策を再考している方に

の日本初旗艦店の
「MooRER
MooRER
（ムーレー）

お届けするコーナー。キュレーションアプリ

＜ ＞ antenna* オープニングイベント」を開催

antenna* に掲載されたイベント企画仕掛け人の

した。コラボ開催・イベント企画の意図とは。

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。

Ｑ . オープニングイベントの企画意図は

な時期において、本国からの期待も高い中、売

西村 わかなさん

コロネット株式会社
営業本部 マーケティン
グ部門 広報部 部長

日と、オープンからの３か月間の売上目標は別に

の店舗オープンとあって、時期的に、認知度アッ

でき、大変良い結果を得ることができました。

上の目標は高く設定されていました。イベント当
置いていましたが、結果的には目標は大きく達成

プやバズを起こしたいという部分のみならず、

MooRER というブランドに、自国イタリアに

売上面においても絶対に妥協できない面があり

コロネット株式会社では、antenna* ととも

次ぐ世界で 2 番目に出店する場所として選ばれ

ました。そこで、結果的に認知を上げることが

にイタリアのラグジュアリーアウターブランド

たのが、日本・銀座でした。そういった背景で

集客や売上向上への近道に繋がるのでは？とい

＊

＊

＊

図●「MooRER ＜ ＞ antenna* オープニングイベント」で体験と組み合わ
せた記事配信

Ｑ . イベント
（体験型マーケティング）
から出てくる価値をどう感じておら
れますか

うことで、イベントを実施する形で、前後のデジ

実際に商品を手に取っていただけること、お

タル中心の記事の公開も含め、プロモーション

店の雰囲気を体感していただけることは大きな

を行うことになりました。

価値だと思います。広告では触れることもでき

Ｑ . イベント全体の構成ポイントを教

えてください

ないけれど、実際に触れれば物の良さがわかる
ので。あとは、結構重厚な作りで入りづらい雰
囲気の当店でも、イベントであれば皆さん心の

第 1 部トークショー、第２部干場さん着こな

壁を超えて入って来ていただけるので、店内の

し術の披露といった構成で展開しました。今回

こだわりも感じていただくことができ、良かった

登壇をお願いした千場義雅さんは、講談社の

と思います。

イベント後

イベント前

イベント当日

FORZA STYLE 編集長であり、大変ファンが
多い方です。その方が、元々 MooRER を本当
に好きで。ベストマッチな人選として、お願い
しました。コートを扱う秋口の時期で、特にコー
ディネートが立ちづらいにも関わらず、ほぼ原稿
もないなか、ご自身のコーディネートで魅せてい

イベント前後に antenna* というデジタルメディアへの定期的な記事露出で

ただき、
内側から湧き出るブランドへの愛の力で、

継続的に記事を公開。

MooRER の良さを惜しみなく発信していただけ

＊曲線は情報接触のイメージ

遊びの集合知で地域創生

昨年 10 月 17 日に開催された「MooRER ＜ ＞
antenna* オープニングイベント」

カップルも企業もハッピーに
― プレイライフ

―― IWAI OMOTESANDO

オーダーメイドの結婚式を提供す

“ 遊びの未来をつくる ” をテーマ

信まで行う。英語、中国語、韓国語

るクレイジーウェディングが、はじ

に、
全国 200 人以上の遊びプロデュー

なども対応しており、インバウンド

めての自社ブランドの会場「IWAI

サーによる各地の遊び体験をプラン

促進策としても活用されている。

化、ウェブサイト「PLAY LIFE」

OMOTESANDO」をグランドオー

フルエンサーが取材旅行を実施。首

サービスを提供するプレイライフ。

都圏の若い女性向けに五島列島の食

もお祝いする。
今後自社ブランドの会場を 3 拠点
に拡充していくという。

プン。婚礼だけでなく企業イベントへ

九州観光推進機構の事例ではイン

による情報提供、コーディネートの

ソッドを提供。結婚式と同様に法人

の貸出しも開始した。
流しそうめんも新たな遊びの提案の一
つだ

“ 人と人とのつながり ” という建築
コンセプトで会場は設計された。右

いま注目されているのは、地域創生・

事をしながらのセミナー実施や旅行

観光プロモーション支援の案件だ。

プランづくりのワークショップも行

代表の佐藤太一氏は、遊びのプロ

脳（感情）と左脳（論理）を融合し

各地域の観光資源や魅力を 20 〜 30

い、PLAY LIFE の 記 事 が 4.6 万

デュースと情報提供の次は、一緒に

たコンサルティングとクリエイティブ

歳代の若者の視点でモデルコ−スの

PV と記事視聴時間約 3000 時間と、

遊ぶ仲間をみつけるマッチングを考

ノウハウで、理想の組織カルチャー

策定、プラン化、実行支援、情報発

目標を上回る成果を出した。

えている、と語った。

づくりを支援するセレブレーションメ

すでに大手企業の社内イベントの実績
もある

からの大事なお知らせ

映像・照 明・音 響、
イベント 演 出の最先端

次の6月 30 日号で特集します

スポットライト浴びてます
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
11 月 30 日 DMO IR 地域を活性化するイベント
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）
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体験を言語化し共有する

イベンター・マーケター向け

6 月のセミナー・イベント

― BACKSTAGE 2019 開催決定

2019 年８月 29 日、虎ノ門ヒルズ

体の体験型マーケティングの実務者

フォーラムで「BACKSTAGE2019」

から検討者までが集まり、参加者同

が開催される。主催はイベントレジス

士のネットワーキングができるイベン

ト、ホットスケープと月刊イベントマー

トとして開催。2016 年にスタートし、

ケティングで組織する実行委員会。

今年で４回目となる。

4・5 日
インターネット・マーケティング
フォーラム東京

＠ ANA インターコンチネンタルホテル
東京

5日
Inside Sales Conference 2019

＠虎ノ門ヒルズフォーラム

体験型マーケティングの効果や価値

ファレンスにおける企画・運営・演出

カンファレンスでは、表舞台に姿を

のインサイトなど、普段聞けない舞台

の提案の場ともなっている。

会う１日』
をテーマに、
カンファレンス、

出す機会の少ない仕掛け人がステー

裏を知ることができるのが見所となっ

体験型展示を展開。BACKSTAGE

ジに立ち、イベントや体験型マーケ

ている。

は、BtoC、BtoB のイベント主催者

ティングのコンセプトメイキングやブ

やプロモーション企画者、コミュニ

ランディングストーリーを語る。

『体験型マーケティングに学び、出

ティ運営者など、企業、団体、自治

イベンターやマーケターの考える

出展者支援のデジタル化進む

―― JAPAN PACK 2019

7

カンファレンスのセッションスピー
カーや体験型展示の内容は、順次発

また、毎年チャレンジを続けるセッ
ションステージ演出および空間デザ
インも注目されており、ビジネスカン

表していく。
入場料が半額となる超早割チケッ

5〜7日
電子機器トータルソリューション展
2019

＠東京ビッグサイト

---------------------------------------------------------6日
編集長に叱られる #04
未来予報さんに聞く、
SXSW アフターストーリー

トの発売期間は 6 月 30 日まで。

人事戦略の最先端を発信

―― Japan HR Tech Conference

＠虎ノ門ヒルズフォーラム

----------------------------------------------10 〜 12 日
ガートナー データ & アナリティク
ス サミット 2019

＠東京コンファレンスセンター・品川

12 〜 14 日
Interop Tokyo 2019

包装機器・資材の総 合 展示会

に入り出展者登録、③プッシュ通知

人事・採用関連のイベント「Japan

「JAPAN PACK 2019」が幕張メッ

機能、④マップと連携したアプリ内

HR Tech Conference」が 7 月 5 日、

セで10月29日から4日間開催される。

広告など、出展者・来場者双方の利

六本木アカデミーヒルズで開催され

AWS Summit Tokyo 2019

5 月10 日時点の出展申込み状況は、

便性を向上し、有料広告は主催者の

る。テーマは「テクノロジーと最先端

13 日
マーケターキャリア協会プロジェク
ト発表会

368 社、2206 小間。最終的には前回

新しいビジネスモデルにもなる。

＠幕張メッセ

の知見を活用し、
自社の “HR 世界観 ”
をアップデートする」
。Think HR

向、業界の壁を超えたネットワーク、

同展ではデジタル技術を取り入

2030 として、日本経営における HR

共創型のセッションづくりなどが特長

れ、出展者と来場者のコミュニケー

の考え方、人事戦略を最新のもに進

となっている。

と同様の規模になりそうだ。

ションを支援している。
「JP アプリ

化する必要性を感じている業界トッ

-JAPAN PACK 公式アプリ -」は、

プの HR パーソンが出会い、集う場。

村上臣氏、エン・ジャパンの寺田輝

イベントに特化したアプリプラット

最先端の HR について発信される。

之氏などの登壇が決まっている。

フォーム「eventos」を利用したもの。
①開催概要などの情報集約、②お気

現在の課題解決や最適化ではなく、
新しい価値を創造するための未来志

＠幕張メッセ

リンクトイン・ジャパン日本代表の

参加費は一般パス 1 万円、VIP パ
スは 2 万円となっている。

＠ BOOK LAB TOKYO

19 〜 21 日
販促・マーケティング総合展【夏】

＠東京ビッグサイト

28・29 日
2019 年 G20 大阪サミット

＠インテックス大阪

次号予告 48 号は 6 月 30 日発行
＜特集＞
イベントの映像
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優秀賞８作品を発表

―― 第５回 JACE イベントアワード

（一社）日本イベント産業振興協会

務管理士による事前の WEB 投票得

（JACE）は、
「第５回 JACE イベン

票数に加え、選考委員により「最優

トアワード」の優秀賞（部門賞）を発

秀賞 経済産業大臣賞（日本イベント

表。171 のイベントから 8 作品が選ば

大賞）
」が選定され６月 12 日に発表、

れた。全国約 2400 人のイベント業

表彰される。

expo study meeting vol.02

「クリエイターが考える 2025 未来社会のデザイン」
イベントレポ

＜優秀賞（部門賞）8作品＞ ※【】内は主催者名
○時空超越美術賞：
「MRミュージアム in 京都」
【臨済宗建仁寺派 大本山建仁寺
hakuhodo-VRAR 】

◯扇子ビリティー賞：
「Sense Your Aroma Gallery」
【ライオン（株）
】

服部：さっきの「コンビニがナース

山根：でも、窓口がないですもんね。

ステーションに」っていう話なんて、

山崎：どんどん参加型に変えていっ

まり、スタートした「expo study

5 年前ならそんな仮説が本当に形に

た方がいいと思うんですけどね。愛

meeting」
。大阪のデザイン事務所

なるなんて思ってもみなかったけど、

知万博はそれがうまくいったケース

「株式会社バイスリー」
、同じく大阪

今は実際に計画が練られて実施もさ

なんですけど。素人の方がたくさん

の Web コンテンツ制作会社「株式

れ始めている状況でしょ。デザイナー

集まって、最終的に環境に対するそ

会社人間」の 2 社が主催するこちら

にとって「未来はどういう風になる

れぞれの意識がものすごく変わった

2025 年の国際 博 覧 会（ 以 下 万
博）が大阪で開催されることが決

◯アオウミガメの涙賞：
「
『 OGASAWARA 50 COLORS 』
小笠原 色いろ展」
【小笠原諸島返還50周年記念事業実行委員会】

◯イベントで復元賞：
「第24回春姫道中」

【特定非営利活動法人 本丸ネッ
トワーク】

の勉強会では、クリエイティブ業界

だろうか」と仮説を立てることって

んですよね。まさにこの勉強会でも

を牽引するゲストや参加者とともに、

すごく大事だと思うんですよね。そ

参加型を実行していると思いますよ。

未来に向けた取り組みについて語り

れと社会のムーブメントがマッチす

山根：僕たちも今回初めて万博につ

合っている。

る瞬間がきっとあるはずなんです。

いて勉強してみて、どんどん頭が良

吉田：昔と今で行政のあり方や関わ

くなってるような気がします。

ステップにて第 2 回目となる「expo

り方に変化はありますか？

一同：
（笑）

study meeting vol.02」 が 開 催 さ

服部：きっとこういう場にも興味を

服部：山崎くんは社会課題をどうやっ

れた。今回は、地域再生やコミュニ

持って来られてると思いますよ。

て発見してるんだろうっていつも

ティデザインに精通した服部滋樹氏

山根：山崎さんは行政との関わりも

思っていて。

2019 年 4 月 12 日、心斎橋ビッグ

◯音感アップデート賞：
落合陽一×日本フィル プロジェクト
（Vol.1
耳で聴かない音楽会 Vol.2 変態する音
楽会）
」

◯あかりひとづくり賞：
「燈籠祭」
【紀北町燈籠祭実行委員会】

【
（公財）日本フィルハーモニー交響楽団】

◯アーバンスポーツ賞：
「CHIMERA GAMES」
【 CHIMERA プロジェクト 実行委員会
（一社）CHIMERA Union）
】

◯こども共感賞：
「MOVE 生きものになれる展」
【 MOVE 生きものになれる展 製作委員会】

深いと思うんですけど、有識者会議

山崎：誰か偉い人が教えることを見

表）が登壇。
「クリエイターが考える

の雰囲気はどんな感じなんですか？

たり聞いたりするより、普通の人が

2025 未来社会のデザイン」をテーマ

山崎：ちゃんとした感じですよ。万

集まって、調べて、発表してみるこ

に、街づくりの観点から万博を考え

博に反対だった僕を呼ぶぐらいです

とが課題発見に繋がっていくんだと

る内容となった。ここでは、第 2 部

から。反対というのは、今の時代「最

思います。そしてそれを繰り返して

（graf 代表）
、山崎亮氏（studio-L 代

から紹介。第２部では服部氏・山崎

先端を見せる万博」みたいなものは

いくうちに、進め方・考え方という

氏が主催者の山根氏（人間）
、吉田氏

もうだめで「僕らが超長寿社会で何

プロセスの部分がクリエイティブに

（バイスリー）や参加者からの質問に

をしているのか」を示すくらいしか

なっていく。そういうチームがいろ

答える形で「万博とコミュニケーショ

成り立たない、というのが僕の意見

んなところにできていくのが、万博

ンデザイン」をテーマに話した。

だったんですが、そういう発言も全

にとっても非常に重要だと思います。

―万博を背負う行政の今

部議事録に載せるし、公開もしてい

服部：未来の輪郭みたいなものを多

山根：第 1 部では海外の事例だった

るし、健全だと思います。

角的に見ることが大事ですよね。こ

り最新の AI 技術だったり、いろん

──参加型のアクションで変える

の勉強会もそんな風に成長していく

なお話をしていただきましたが、行

吉田：今日来てくださってる方は僕

よう、今後も期待しています。

政はどんな取り組みをしているんで

らと同じく、万博に関わるきっかけ

しょう？

がないか模索しているんです。

第１部の内容はこちら

体験型マーケティング に学び、出会う１日
2019 .8.29
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