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「face to faceを科学する」 月刊イベントマーケティング

新たな価値を背負っている
　スマートフォンの Google アプリには、

Google Lens 機能がついていて、目の前に咲

いている変わった草花が「オオベニゴウカン」

だと教えてくれる。ちなみに、タヌキ似の飼い

猫でも試してみたところ、間違えずに長毛種

の猫のいずれかじゃないのと提案された。選

択肢に正解があったので信じてもよさそう。

　狸猫の話はともかく、目の前の「きれいなお

花」が「きれいなオオベニゴウカン」と言える

ようになることって大きい。知識の解像度が上

がって、記憶にも鮮明に残る。実行してはい

ないけれど、摘んで花瓶に活けたり、花冠を

つくったりと体験が付加されれば、単純に「お

花」と呼んでいたころに比べて、確実に好き

になっていると思う。いまだって、もう一度オ

オベニゴウカンをみつけたら、そばにいる友人

に花名を教えるくらいにはすでに好きになって

いる。

　今回は、イベントでの映像を特集した。イ

ベントの映像は、視覚的に対象を拡大して参

加者が視聴しやすい受け身なものばかりでは

なく、体験的に知覚して態度変容をするよう

な能動的なファクターとしてアップデータさ

れ、リアルを増幅させていた。

　そうそう、映像のつくり手ばかりが進化して

いる訳ではない。被写体だって自らグリーン

バックを背負ってアップデートしている時代。

肖像権と著作権を放棄して無料で写真を公開

するプロジェクト“フリー素材アイドル ” の

Mika ＋Rika は、現在 “グリーンバックアイ

ドル”として第２弾プロジェクトを始動中。そ

の活動は、カンヌライオンズ 2019 で評価され

Bronze 賞を受賞した。

　おめでとう、Mika＋Rika ちゃん！
（表紙モデル：グリーンバックアイドルMika+Rika＊８

ｐ参照）

今月の連載
ココロ動く！企画の舞台裏
#12 antenna*

北見 裕介さん
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特集
態度変容のある
映像体験
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Q. VR、AR、MR などが注目されて
いますが、「XR テクノロジー」はイベ
ント・ライブの体験をどう変えるので
しょうか？

　XR には２つの大きな方向性があります。

VRは遠隔地やある時点から、空間と時間を超

え、より臨場感があって、あたかもその場にい

るかのようなアプローチ。一方で、ARは現地

（リアル）の場をデジタルで情報補完・拡充す

るようなアプローチです。これまで通信会社

がリアルの場で通信を介し解決するものには、

どちらかといえば渋滞緩和などスマート化の

方向性がほとんどでした。現在、取り組んで

いるのは、５Ｇ時代のイベント・ライブの場。

XR テクノロジーを使ってどうお客さまが楽し

めるかに軸足を置いて実証実験を繰り返して

います。

Q.「キリンチャレンジカップ 2019」
では実際にどのようなフィードバック
があり、可能性がみえてきましたか

　「キリンチャレンジカップ2019」ARサッカー  

観戦ではタブレット付の観戦席を100 席用意

し＜視点ジャンプ＞＜スタッツゲーム＞＜AR

ゲーム＞といったコンテンツを提供しました。

視点ジャンプはどの位置からのカメラをどのタ

イミングでみたのか、といったログをとること

ができ、数値的根拠に基づいて次の施策を考

えるデータベースにしています。

　これらは toC 向けの施策提案となりますが、

チームやスタジアムなど、BtoB 視点でも収入

増といった課題解決に AR 技術は貢献できる

と考えています。例えば一緒に取り組ませて

いただいているキリン様の商品が AR 空間上

に浮いているという新たなタッチポイントをつ

くり、広告化する、といったイメージです。ス

タジアム内でのスポンサー看板は物理的な制

約がありますが、AR 技術ではいろんな場所

に露出することができます。

　AR でできるもう一つ重要なことは、スタジ

アムのような場所で難しいと言われてきた、お

客さま一人ひとりをコンテンツ利用をきっかけ

とした IDにより個としてとらえることが可能

になることです。そうすると、グーグルアナリ

ティクスのように、リアルの場での導線や何に

アクセスして来場したのかなど分析ができる

ようになるのです。

　実用段階の一つのポイントとなるのは５Ｇス

タートのタイミングですね。本格開始に向け、

スポーツはじめ、興行ライブ、またさまざまな

リアルコンテンツに可能性を感じています。リ

アルのキャパシティ問題を取り除くのがイン

ターネットであり、新規ファンの掘り起こしは

５Ｇを使った XR テクノロジーによるハイクオ

リティコンテンツになると思います。

KDDI 株式会社
ライフデザイン事業本部 　ライフデザイン事業企画本部
ビジネス統括部　部長
繁田 光平さん

メディアは、誰に、どうなってほしいか、という対象の態度変容を生み出す装置だ。イベントでいえば、イベント自体がメディ
アではあるが、そこで触れる映像は大きなファクターとなり、マインドにもフィジカルにも変化をもたらす。新しい技術、クリ
エイティブ、映像機器、サービスを生み出すひとと、そのひとの届ける情熱がいま、リアルをアップデートしている。

イベント・ライブの参加体験は劇的に変化している。「キリンチャレンジカップ 2019」において、
３月に「AR サッカー観戦」、６月に「VR 体験イベント」など、次世代技術「５Ｇ×ＸＲテクノ
ロジー」を活用した新たな観戦体験を提供し拡大に向けて取り組んでいるＫＤＤＩの繁田光平さ
んに、その可能性と展望を聞いた。

態度変容のある映像体験

           ＫＤＤＩ「５Ｇ × ＸＲテクノロジー」

現地の臨場感＋αで新しいリアル体験へ
TREND

Web 記事
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Q. 映像制作のコンセプトは？

映像は画面という枠にはおさまらなくなってい

る。照明の光も含め、空間すべてを創造する

ことが、弊社だからこそ出来る空間演出表現

だと考え、それをカタチにしました。

Q. 制作の進め方は

初めに簡単な出展のレクチャーをうけ、翌

日には３Ｄのブースイメージ（写真１、２）

を展開。スピード感が大事で、詳細はとも

かく、動線を考慮し、訴求したいものを配

置。映像の場所にはイメージを貼り、人物

を配置、その視点でブースを見て廻れるよ

う、頭の中にあるイメージと紐づけながら

制作しました。

Q. 普通は平面図を書きますよね

ビジュアル化することで明確にゴールを共有

でき、各担当者が迷わずに業務を進められ、

制作の初速があがります。「こんな感じじゃ

なくて…」ということが最終段階でおきるこ

ともありません。高機能メディアサーバー

「disguise（ディスガイズ）」を使えば、リア

ルタイムエフェクトを使用した演出内容もビ

ジュアライズされた状態で確認できます。

Q. すべて福本さんの意図通りに進む？

３D のブースイメージは、各要素が個別に動

くのではなく、全体で一つの空間にするために

つくったものです。「私がしたいのはコレ」と

一方的に考えを押し付けるのではなく、各セ

クションの担当者が、修正点や、技術的なア

ドバイス、意見を出し合い、プランをアップデー

トしました。そのタイミングで私はプランナー

からアートディレクターにシフトします。

Q．ブース内で連携するんですね

　１つの時間の流れに加えて、フレーム単位

の横の関係性が重要なコンテンツですので、

ブース内の各要素を秒刻みにした進行台本を

共有しました。一覧で確認しながら各担当者

は自分のセクションを仕上げていきます。同時

に、全体のイメージは私の方で管理、制作し

ているのでそれぞれに素材を展開します。

Q．今後つくりたい映像空間は

今回、デジタルステージと日本舞踊を融合さ

せ、さらに VR に展開するという試みを行い

ました。これからVRに求められるインタラク

ティブ要素は、まだ多く世にでていないのが

現状。次世代通信環境の未来と共に、動向の

気になる分野ですね。映像を中心とした空間

演出はもとより、その中で “リアルとバーチャ

ルを繋ぐ ” 面白い表現を生み出せる様、日々

考えています。ソフトとハード両方を持ち合わ

せる弊社のチームワークのみせどころです。

タケナカ・シムディレクト
「第 5 回 先端デジタルテクノロジー展　自社出展ブース」

デジタルステージと映像空間

株式会社タケナカ　制作部
VISUALOGIC 

クリエイティブディレクター

福本 和睦さん

Web 記事に
動画も

企画概要
 “ 映像会社タケナカ” の印象が強いシンユニティグループが、映像を中心とした空間づくりの取
組みを訴求するために、先端テクノロジーに出展。“リアルとバーチャルを繋ぐ ”をテーマに、映
像制作、LED、VR、インタラクティブなど多様な要素を組み合わせて、一つの空間をつくりだした。

使用機材：LED（曲面、ボックス、フロア、バー）／ムービングライト／透過型有機 EL ディスプレイ／ホ
ログラム／顔認証システム／センサリング／ VR ／ Join Visual（参加型演出パッケージ）

クリエイターの企画書①

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

65

100％

電力
処理能力
需要

展示会場以外の電気工事がで
きる事をもっとアピールした
方がいいんじゃないの？

最近はスポーツイベントでの
工事も増えてきました。
映像が映るとついつい観客の
方と一緒に興奮しちゃいます

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
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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

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

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。

4 【特集】

Q. 開発の背景とコンセプトは

　SPACE LIGHT SHUTTLE は東京 2020

の機運が高まる中、スポーツの観戦だけでな

く、「新しいスポーツ体験」に着目し開発した

インスタレーションです。『既存の体験をアイ

デアとテクノロジーで今までにない体験へと

発展させる』をコンセプトに、他の競技に無

Q. 制作のコンセプトとデザイン意図は

　EVO Japan 2018 の決勝大会は、米国開催

同様の盛り上がりと選手と観客との一体感を

だすために、入場を客席の間の花道を通るよ

うにするなど、レイアウトに工夫が必要でした。

　映像づくりの工夫としては、700 インチの

スーパーワイドスクリーンを採用しました。

い特徴を持つバドミントンを選びました。

Q. デザインの意図とは
　ビジュアルは、バドミントンという親しみ

やすい題材と、SF 的な近未来感のバランス

を重視しました。また、「どんな場所でも体

験できる」ことを理解してもらうため、体験

会では投影した街は渋谷の街をソースにして

ゲームの画面や、映像配信の画面は 16:9 な

のですが、それよりだいぶ横長になっていて、

両サイドに選手の表情や対戦成績などのデー

タを、シチューエーションごとに切り替えて表

示しました。

Q. 横長だと没入感があるからですか

それもありますが、ゲーム大会でなく、

いるものの、あえて写実的にはせずに解像度

を落としています。もちろん、すべてを弊社

で構築しているため自由にカスタマイズでき

ます。

Q. 表現の技術について

　素振りしたり、光のシャトルを打つと音、光、

振動が連動するオリジナルデバイス（ラケット）

を開発。自在に動く7 台のムービングライトが

交差する位置とタイミングを見極め、ラケット

を振り抜きます。すると、柱の 4 隅に取り付

けられたモーションキャプチャーがラケットの

角度、位置情報を読み取り、いかに光のシャ

トルを芯でとらえたか、さらにはインパクト時

のスピード、方向などを瞬時にセンシングしま

す。そこからリアルタイムで軌道を描画し、対

戦相手に向けて光のシャトルが都市を駆け抜

けていきます。

　すべての機器を連動させ、さらには対戦さ

せるという複雑なプログラミングはもちろん、

ムービングライトが交差する位置を打つとシャ

トルが飛んでいくという動きを実現するため、

実際に 3D バーチャルシステムを組んでシャト

ルを配置するという点の実現のために、ムー

ビングライトとラケットの関係性を構築し計算

することがポイントとなります。

eSportsとして認識してもらうには、選手が主

役でないといけない、という我々の想いを実

現する狙いの方が大きかったですね。会場の

熱気と一体感が必要なのも同じ理由だと思い

ます。

Q.eSports は特殊な現場ですか

　競技なので選手のプレイに影響を及ぼさな

いよう映像が遅延しないように気をつかいま

すね。特に格闘ゲームは瞬間の反応が勝負な

ので、1フレームの違いも大きな影響を及ぼし

ます。また、主人公目線でプレイする射撃系

のゲームでは、潜んでいる敵を早く発見する

ことが重要ですので、陰影など細かい描写を

しっかり再現しなければなりません。

Q. 必要な映像スキルも違うのですか

　ゲーム機の映像信号はメーカーによって異

なりますし、インターネット配信、会場演出用

と、さまざまな映像信号が混在するので、変

換・分配が必要で通常の映像制作とは違う

eSportsならではの知識と経験が必要になりま

す。

　2019 年は、カメラやゲーム映像などすべて

の映像を一度配信側に集約してから、会場用

の映像を戻してもらう方式をとりました。これ

は配信ソフトの進化で合成やスイッチングの

作業幅が広がったため可能になったのですが、

その分信号の制約も多くなり、慎重な取り扱

いが必要でした。

　最近は配信ソフトも進化していて、オペレー

ター一人で多くの事ができる反面、我々のよう

な映像オペレートチームが、多数・多様な映

像信号が混在する入力・出力管理をすること

で、このような新しい形のイベントが成立する

のだと強く感じました。

クリエイターの企画書③ IMG SRC「SPACE LIGHT SHUTTLE」

ヒビノメディアテクニカル「EVO Japan 2018/2019」

時空間を超えインタラクティブに

eSports 流の映像演出

企画概要
SPACE LIGHT SHUTTLEは、新しいバトミントン
体験として、都市間でラリーするという構想のイン
スタレーション。体験者はラケットを持ってコートに
入り、光のシャトルを見極めスマッシュを打つ。対
戦相手は離れた場所にいる誰か。東京 VS ニュー
ヨークなど、通信環境さえあればどんなに離れた場
所でも、対戦可能。プレイ後に判定結果や最高速
度が表示される。QRコードからスマッシュの瞬間
の写真も入手できる。なお、対戦相手をリアルタ
イムで映像信号化し、表示することができるので、
離れた場所の相手も身近に感じることができる。

使用機材：スクリーン／スピーカー／ムービングライト
／トラッキングシステム（モーションキャプチャー）／音、
光（LED）、振動を搭載したオリジナルデバイス（ラケット）
／カメラ／モニター

企画概要
ラスベガスで開催されている世界
最大級の格闘系 e-Sports イベント

「Evolution Championship Series
（EVO）」が昨年 EVO Japan（エヴォ・
ジャパン）として日本上陸。世界配
信や、イベント会場内の演出、取
材メディア映えと３つの異なる絵づ
くりを意識した映像設計が行われ
た。

使用機材：スーパーワイド 700 インチ・
スクリーン／ 3 万ルーメンのプロジェク
タ2 台／ LED パネル／フロア LED

株式会社イメージソース
プロデューサー

加藤 雄也さん

ヒビノメディアテクニカル株式会社

野沢 圭さん

Web 記事に動画も

Web 記事

クリエイターの企画書②
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リッチな
体験を

提供する

映像機器・サービス
ノウハウ・事例

インスタ映えする３LCD
5月に東京スカイツリーで開催された

「RAINBOW SWEETS LANDはバルーンアートと映像コン
テンツが融合したフォトジェニック」なイベント。プロジェクター

『EB-L1000シリーズ』、『EB-L600シリーズ』（エプソン）は、
3LCD方式の採用でレインボーノイズが出ず、SNS映する鮮
やかな写真が撮れる。

高精細が3Dで活きる
2視点立体映像の同時表示により、仮想空間に2人で入り込
み、それぞれの角度から同じものをみて、デザインについて話あ
ったり、多様なコミュニケーションができる。これを可能にしてい
るのが『UDX-4K』（パルコ）だ。240khzというハイフレーム
レートを２つにわけ120Khzで別々の映像を映し出す。高輝
度、高解像度で明るい場所で大画面で映せるのも用途が拡
がりそうだ。

ドバイ万博の夜を彩る
2020年ドバイ万博の3エリアの中心部となるアルワスル・プラザのイ
ルミネーションなどに、クリスティ・デジタル・システムズが、4万ルーメンの

『D4K40-RGB』 など250台を超えるレーザープロジェクターを提供す
る。特長的なデザインのドームに130メートルに渡り映像を投影。いま
から空撮の映像が楽しみだ。

音を光や振動で伝える
音を振動と光に変換し特徴をユーザ
に伝えるデバイス『Ontenna』（富
士通）が7月1日からイベント用サービ
スとして提供開始する。本体のレンタ
ル、システム環境構築、イベントでの
運用サービスが提供され30台で日
額20万円（税別）から。

Web会議にもう少し臨場感があ
れば…」とWebより対面を選んで
しまうこともあるが、そんな感覚を
視覚的に解消してくれるのが、『イ
ンタラクティビジョン®』（スノーピ
ークビジネスソリューションズ）だ。
サイズが大きく空間同士をつなぐ
ようで、距離感もぐっと近くに。

8Kで水の質感を
NHKの8Kチャンネルで話題の「水とめぐる四季」は、台湾のデルタ電子グル
ープとNHKエンタープライズが制作したドキュメンタリー作品「Water with 
Life in Taiwan」の編集版。4月には富士ソフトアキバプラザで上映会が実
施され、８K解像度、25000ルーメンのプロジェクター『INSIGHT LASER 
８K』（デルタ電子）で320インチスクリーンに映し出される高精細映像に参加
者は息を飲んだ。

 海外で実施される映像関連の展示

会には 2 月欧州で ISE、６月米国

で Infocomm が開催されており、日

本映像機器レンタル協会の皆さんと

一緒に、毎年参加しています。ISE

は新商品の技術を見せる展示会、

Infocomm はブラッシュアップ・製

品化され商談、という印象です。

　LED パネルの世界市場のほとん

どは現在、中国製品が占めています。

そのなかで高品質・高サービスを提

供する企業から低価格で勝負する

メーカーと多層化が進んでいます

　LED パネルでもっとも高精細だっ

たのは、レイヤード社の 0.6mmピッ

チの製品で、54 インチのパネルでハ

イビジョン 1 枚分の画素数をだして

いました。小型パネルのデジタルサ

イネージモニターが LEDに変わる時

代が来るのかもしれません。

　日本企業ではパナソニックがマル

チディスプレイ、モニター、プロジェ

クター、カメラなど eSports に必要

な機器を取りまとめた eSports の

パッケージを提案出品していました。

予選会場などではこういうソリュー

ションがあると、便利ですね。

　毎年映像の展示会を見ていると、

表示機の高精細化が進んでいること

がよくわかります。８K・16Kを超え、

人間の目で認識できない領域技術の

意味を問うむきもありますが、映像

の使い方を考えると、さらなる進化

には需要があると思います。

　たとえば様々なイベントにおいて

LED 映像演出が大画面、高解像度

になり、同一ピッチでは粒子が荒く

なります。最近、より話題の ROI （関

心領域）の機能は、引きの映像を切

り貼りして、ワイプのように演者の

表情をステージ映像に組込む、複数

カメラの撮影と同じことができます。

リモートカメラや人工知能、画像認

識などと融合して、無人の撮影現場

の実現など、映像の仕事が大きく変

わりそうです。

　イベントで映像によるリッチな体

験提供には、ハイフレーム化と遅延

減少の進化に期待しています。

　そして、極度に高度化したこれか

らの技術進化を活かすには、演出面

の工夫も必要ですので、イベント主

催の方との技術情報の共有が欠かせ

ないと考えています。

　NHK 放送技術研究所が、5 月 30

日から 4日間「技研公開 2019」を開

催した。８Kコンテンツの視聴体験

のほか、今回のテーマ“ワクからはみ

出せ、未来のメディア”のとおり、テ

レビ放送を超えた、さまざまな未来の

映像メディアの姿が展示されていた。

「2030 〜 40 年ごろのメディア技術」、

「AR を活用したテレビ視聴スタイ

ル」、「ネットｘデータｘIoT が連携

するメディア技術」、「スポーツ映像

の状況理解技術」の４つの展示項目

で展開した。

　「AR を活用したテレビ視聴スタイ

ル」の展示は、「チコちゃんに叱られ

る」のチコちゃんや「みんなで筋肉

体操」の武田真治さんが、画面から

飛び出して、自分の直ぐそばにいる

ような映像体験ができた。テレビの

映像とは別にインターネットで出演

者の３D 映像とタイムスタンプを受

信するしくみだ。

　「IP 番組制作設備のクラウド化」

も展示されていた。映像スイッチャー

のソフトをクラウド上に設置、リモー

ト撮影、機器共有、フレーム変換、

CG 合成を行う。複数の中継現場や

調整室で素材の共有も可能になる。

　「視点に追従するインテグラル 3D

映像」は、特殊なメガネを使わずに

３D 体験できるシステム。見る側の

視点を瞳位置検出カメラでセンサリ

ングして、その角度にあわせた立体

映像をうつしだす。3D 映像の広視

域化（81.4 度 - 従来比 3.3 倍）と高

品質化（従来比約 2 倍）を実現した。

　平日は映像のプロ向けに、講演や

デモが行われ、休日は家族連れで賑

わっていて、さまざまな層に次世代

のメディアのあり方を提示した。

シーマ 常務取締役 石丸 隆さん

今や中国製 LEDがワールドワイドスタンダー
ドとなり高精細化と大画面化など様々な用途に
応えていける、今後も伸びしろのあるソリュー
ション

ドーム型ディスプレイやヘッドマウントディス
プレイなど新しい視聴方法とデバイスも提案

ボルダリング選手のモーションをキャプチャー
し、リアルタイムにデジタル映像化する

© Adrian Smith + Gordon Gill Architecture

EB-L1000

UDX-4K

D4K40-RGB INSIGHT LASER 8K

Web会議の距離を縮める

REPORT ① シーマ
「Infocomm」「ISE」

映像機器のいまとこれから
REPORT ② イベマケ編集部

「NHK 技研公開 2019」

テレビのワクからはみ出す

LGブース
透過型ディスプレイの雄。
設備やレンタルでも考えていける商材で今
後の解像度向上にも期待したい商品

パナソニックブース： eSportsを構築する
システムソリューション！今後国内でもシ
ステムパッケージが必要な時が来ることを
予感させる提案だった
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#12  （最終回 ）antenna*

体験企画をはじめて企画するときに
乗り越える壁

『DECENCIA ＜ ＞ antenna* 冬のお肌のお手入れ体験講
座』のケースでは、メインプロモーションと同時並行で体験
企画を実施。体験企画の前後で記事配信をした（#08 株式
会社DECENCIAで紹介）

図● antenna* 北見さんが提案する体験企画の実施タイミング

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？」の素朴な疑問を連載
してきましたが、今回が最終回！

＊　　　　＊　　　　＊
　1 年連載を続けたなかで、どのように企
画を提案・実施してきたかを、スマホアプリ
antenna*の広報・北見裕介さんが思考のポイ
ントを大公開します。

Ｑ. 体験型の企画のはじめ方は

　近年、スマートフォンを代表とするデジタル広

告への予算シフトはありますが、宣伝・広報部
門のデジタル広告担当者さんからはどうしても
認知フェイズにおいてインパクトを出せない、何
か消費者に商品・サービスを実際に試してもら
えるタッチポイントをつくりたい、という話をよく
聞きます。
　ただ、様 な々壁を感じてなかなか実施に踏み
出せないというのが現状です。その時の課題は

「費用対効果」「実施体制」「実施タイミング」に
あることが多く、そこを解決することが大事です。

Ｑ.費用対効果の考え方について

　広告予算から捻出する場合に、１リーチ単価

と、体験価値のバランスをどこで折り合わせる
か、です。多くの人に体験して欲しいと考え数
百から数千人に届けようとすると、それに合わ
せてスペース・費用が増えます。
　そして問題なのは、ちゃんと商品理解してい
るスタッフの確保です。消費者に商品を体験し
てもらう、ということは、その場で商品を説明す
る知識と度胸も必要です。来場人数が増えると
それに合わせてスタッフ数も増えてしまい、実
施ハードルが上がってしまいます。
　私は、まずは十数人の小規模から、気をはり
すぎないところからをお勧めしています。そこ
からリーチを拡大するのであれば、イベントをレ
ポートとしてまとめて広告配信することで、施策
の代用・疑似体験の配信ができると考えていま
す。

Ｑ.実施タイミングをどうするか 

　広告予算を投下するプロモーション実施時期
は、商品の新発売時に行うというのがセオリー
です。ただ、そこはプロモーション要素が充実
していることが多いです。

　ですので、あえて商品発売とタイミングをず
らして実施してはどうでしょうか。例えば、新発
売数週間後や、定番商品の訴求という場面です。
テレビCMなどの動画等の訴求ですでに認知さ
れている商品を、実際にさわる・体験すること
で購入への態度変容につながります。
　また、このタイミングのイベントを写真・動画
などの広告素材として使うことで、テレビCM
のクリエイティブ摩耗による効果低減からの脱
却にも繋がります。特にWeb 広告では広告接
触回数を考えると素材の入れ替えができること
で、効果をより上げられる可能性が出てきます。

＊　　　　＊　　　　＊
　１年連載とともに、さまざまな方と一緒にイベ
ントを行ってきたことで、私自身もたくさん学び
がありました。連載は終わりますが、これからも
さまざまな商品・サービスを広めるイベントがで
きればと思っています！

北見　裕介
株式会社グライダーアソシエイツ
コーポレートブランドマネジメント室長

SNS 広告等に写真・動画利用

メインプロモーション

体験レポート

時間

イベント

【Series】

イベントを、もっとラクに、
　　もっと楽しくできるはず

主催者の方々には、イベント参加者を満足させることに集中して欲しい。そんな想い
から生まれた、イベント主催者向け情報サイトが「イベントバズール」です。
イベント会場、集客ツール、運営サービス、ケータリング、などなどイベント開催に
欠かせない情報を、ワンストップでチェックできるサイトを目指しています。

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

掲載社・サービス・イベント告知　募集中

http://eventbuzzle.com

今なら無
料

＜会社概要＞
社　名　ジャパンレントオール株式会社
設　立　1976年4月10日
資本金　2億6400万円
売　上　グループ売上33億(平成30年度)

代表者　代表取締役　加護 洋一
従業員　85名(グループ　125名)
事務所　本  社　兵庫県神戸市西区玉津町高津橋467-1

他　関東支社・関西支社・東京営業本部・名古屋支店・京都支店・神戸支店・福岡支店

経験者・フォークリフト免許取得者・中型免許取得者、優遇！！

大募集！・展示会基礎 /ブース設営
・各種イベント会場設営
・スポーツイベント会場設営
・選挙開票所 /試験会場
・学園祭 /市民区民祭り
・音楽イベント/フェス会場設営

＜事業内容＞

ーまずはお気軽にご連絡ください！ー

http://www.japan-rent-all.com/

info@japan-rent-all.com
0120-880-688
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口に、九州の魅力を発信した。ビュー

ティー・ショーでは「九州ビュー

ティー」と題して、ジャパンコスメ

ティックセンターと協力し、“九州発”

のコスメやヘルスケア商品を展示。

同時に「九州ビューティーアワード」

を開催して大賞を選出している。

　今後、９月上旬には東京で「第 88

回 東京インターナショナル・ギフト・

ショー秋 2019」「東京インターナショ

ナル・ギフト･ ショー秋 2019 第 6

回 LIFE×DESIGN」が、９月下旬

には大阪で「第 61 回 大阪インター

ナショナル・ギフト・ショー 2019」

が開催される。

サンシャインシティ・
コンベンションセンター
文化会館（東京・池袋）へ
　また、今年は「インターナショナ

ルプレミアム・インセンティブショー」

が 10 月で 60 回となる記念ショーと

なる。

　「第 60 回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

2019」は、10 月16日から18日の３

日間、会場は前回と場所を移し、サ

ンシャインシティ・コンベンションセ

ンター文化会館で開催する。販売促

進、オリジナル開発商品、企業ギフ

ト、マーケティングの専門展で、来

場者はノベルティや販促ツールを使

用、採用する法人ユーザー、広告会社・

エージェントを中心に百貨店法人外

商部、大型店舗マネージャー等、セー

ルスプロモーション活動に携わる層

が多いのが特徴だ。

  今回は、第 60 回 SPツール & イン

センティブ展、第 47 回店舗演出展、

販促支援展、広告商材展、第 11 回

イベント販促展、印刷販促展、オリ

ジナル食品&飲食品コーナーに加え、

特別展示としてフェアトレードコー

ヒー、ボタニカル商材といった SDG

ｓの取組み商材を対象に「サステナ

ブル・ノベルティコーナー」を展開。

　出展料金は１小間（間口 3.0m×

奥行 2.0×高さ2.7 ｍ）36 万円（税抜）

で、木工システムパネル３面、パラ

ペット、社名板、カーペット、折りた

たみ椅子２脚が込み。出展申込締切

は８月２日までとなっている。

　なお、60 回を記念し、出展者ら関

係者が集う「懇親パーティ」をサン

シャイン水族館で行う。

九州の地域資源活用にも
スポット
　日本最大級の専門見本市・展示会

「ギフト・ショー」の主催者であるビ

ジネスガイド社では、今年３月に京

都でのギフト・ショー初開催など、

地域展開も早くから手がけてきた。

今年６月から10 月までも、福岡・東

京・大阪の３地域で「ギフト・ショー」

を展開する。

　６月６日から８日にマリンメッ

セ福岡で行われたばかりの「第 15

回 福岡インターナショナル・ギフ

ト・ショー 2019（FIGS）」には、同

時開催の ｢第 8 回福岡国際ビュー

ティー・ショー 2019（FIBS）」を含

め、29,300 人が来場した。福岡では

土曜日も開催し、一般の来場も展開

している。

　今回は、九州の地域資源の活用や

取り組みの事業にスポットを当て、

九州の魅力を再発見、活性化につ

なげる企画をギフトショー、ビュー

ティー・ショーにて展開。ギフト・

ショーでは「九州モノコトフェア」で、

九州の食・技・旅・インバウンド向

けのお土産品と４カテゴリーを切り

PICK UP 福岡ギフト・ショー地域の魅力発信
10 月販促専門展は出展締切せまる

―― ビジネスガイド社
　日本イベント産業振興協会（JACE)

は 6 月12日、第 5 回 JACE イベン

トアワード表彰式を行った。

　日本イベント大賞は、臨済宗建

仁寺派 大本山建仁寺と hakuhodo-

VRAR がてがけた「MRミュージア

ム in 京都」が選ばれた。国宝「風

神雷神図屏風」を題材に HoloLens

通して、３D で技術をもちいてその

場にいるかのような体験と絵画にま

　サッポロビールは、６日６日、創業

の地・北海道を舞台に「挑戦者」と「応

援者」をつなぐコミュニティをつくり、

新しい価値を生み出す共創活動とす

る取組み「ほっとけないどう」を始

動した。6 月 7 日から、挑戦者が掲

げるプロジェクトにファンディングで

きるシステム「カンパイ☆ファンディ

ング」をスタート。

　「カンパイ☆ファンディング」では、

ほっとけないどう公認のお店「ほっ

とけない BAR」や対象

のイベントで、みんなが

飲んだドリンク代の半分

つわるストーリをエンターテイメント

性高いコンテンツにしあげた。伝統

とテクノロジーの融合がいま求めら

れている Cool Japan とマッチする

点も高く評価された。

　イベント業務管理士の投票によっ

て選ばれるイベントプロフェッショナ

ル賞は、講談社、電通などがてがけ

た「MOVE　生きものになれる展」

が受賞。

が挑戦者の PROJECT の支援金に

なる、という仕組み。１杯のドリンク

からも応援することができる。

　ほっとけないどうでは、毎月ピッ

チイベントを実施、応援プロジェク

トを発表し、ファンディング、Web

や SNS による広報や交流スペース、

コミュニティ「DO! 民（ドゥーミン）」

を通じて新しい挑戦をするなら北海

道！を目指し、新たな挑戦を応援す

る。

「カンパイ☆ファンディング」発表
―― サッポロビール

「MR ミュージアム in 京都」が
日本イベント大賞に

―― 日本イベント産業振興協会

イベントの
          ケータリング

次の7月31 日号で特集します

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
12 月 28 日 2019 年イベント振り返り

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）　　

私は食べても太らない

からの大事なお知らせ

日本イベント大賞は、臨済宗建仁寺派 大本山建仁寺とhakuhodo-VRARがてがけた「MRミュージア
ム in 京都」に

「九州ビューティーアワード」

「九州モノコトフェア」

６月６日の発表会。記者発表の場
では「カンパイ☆ファンディング」
体験会が実施された

「インターナショナルプレミアム・
インセンティブショー」の前回のよ
うす

サンシャイン水族館での
「懇親パーティ」イメージ

福岡ギフト・ショーに 29,300 人来場

60回記念ショーは会場変更
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　８月29日、虎ノ門ヒルズフォーラ

ムで開催する「BACKSTAGE2019」

はスピーカー第一弾を発表した。

　マスからデジタルまで、オンライ

ンとオフラインを横断する総合的な

コミュニケーションデザインが求め

られるようになったマーケティング。

BACKSTAGEはライブ・イベントに

特化し『体験型マーケティングに学び、

出会う１日』をテーマにしたビジネス

カンファレンスだ。日頃は表に顔を出

す機会の少ない舞台裏の仕掛け人に

スポットを当て、最新の BtoC/BtoB

のイベントの本質や裏側のストーリー

を語る場となっている。

　第一弾のスピーカー発表では、東

京オリンピック・パラリンピック競技

大会組織委員会でイノベーション推

進室のエンゲージメント企画担当部長

を務める天野春果さんが登壇。イン

フォバーン取締役 COOの田中凖也さ

んと2020 年の壮大なプランを語る。

　コミュニティ活用の文脈では、フ

ジテックCIO/CDOの友岡賢二さん、

パルコ 執行役グループデジタル推進

室担当でパルコデジタルマーケティン

グ 取締役の林直孝さんが、「ビジネ

スも人生もグロースさせる　コミュニ

ティマーケティング」の著者でパラレ

レルマーケターの小島英揮さんと登壇

する。

　そして、イベントと街の新しい取

組みを紐解くとして、複合型フェス

ティバルを展開する国内４フェスティ

バルの実行委員長を迎える。札幌

「NoMaps」から伊藤博之さん、東

京「YouGoEx」から中村伊知哉さん、

神戸「078」から藤井信忠さん、福岡

「明星和楽」から松口健司さん。

　また、すでにセッション内容も明ら

かになってきており、ソニー・ミュー

ジックレーベルズの梶望さんは「新技

術がもたらす新たな音楽体験と音楽

業界の未来」をテーマに登壇。サブ

スク化が進む音楽業界のマーケティン

グ手法、新技術による音楽体験を宇

多田ヒカルのツアーVRコンテンツな

どの事例から音楽体験ビジネスの可

能性を探る内容となる。

　恒例のプロレスセッションには、今

年、女子プロレスラーが参戦。アイス

リボンから、藤本つかさ選手、雪妃真

矢選手を迎え、ネットからリアルへ集

客支援を手がけるリアルクロスの山口

義徳さんと「今、女子プロレスが熱

い！異色コラボ施策で新たな集客マー

ケティング（仮）」のセッションを展開。

場外乱闘も！？

　今後も続 と々スピーカー、セッショ

ン内容が発表される予定だ。

2019 .8.29
TORANOMON HILLS FORUM
http://backstage.tours

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

体験型マーケティングに学び、出会う１日

「BACKSTAGE2019」スピーカー第一弾

開催概要
名 称：	BACKSTAGE	2019
日 時：	2019年８月29日（木）
会 場 :		虎ノ門ヒルズフォーラム	5F（東京都港区虎ノ門1−23−3）
主催：BACKSTAGE実行委員会
入場：有料、事前登録制（8/10〜28まで販売の「STANDARD」チケッ
トは１万円＊7/1〜8/9までのEARLY	BIRD期間中は8000円）

天野 春果 さん
東京オリンピック・パラリンピック
競技大会組織委員会
イノベーション推進室
エンゲージメント企画担当部長

友岡 賢二 さん
フジテック
CIO/CDO

林 直孝 さん
パルコ 執行役 
グループデジタル推進室担当
パルコデジタルマーケティング 
取締役

藤本 つかさ さん
アイスリボン
女子プロレスラー

雪妃 真矢 さん
アイスリボン
女子プロレスラー

梶 望 さん
ソニー・ミュージックレーベルズ
部長

伊藤 博之 さん
クリプトン・フューチャー・メディア 
代表取締役
No Maps 実行委員会 委員長

中村 伊知哉 さん
CiP 協議会  理事長
慶應義塾大学 教授

藤井 信忠 さん
神戸大学 准教授
神戸大学大学院システム情報学
研究科 准教授

松口 健司 さん
明星和楽実行委員会
実行委員長

月刊イベントマーケティング読者限定で、20 名様にチケット30％OFFキャ
ンペーンを実施します。emnews@event-marketing.co.jp
へ「チケット応募」と件名に明記の上、本文に「氏名」「企業・団体名」「所属
部署」「役職」「関心あるテーマ・登壇者」を記入し送信ください。追ってご連
絡いたします。また、複数名で参加を検討の方は、企業団体割引を受付けてい
ます。先のメールアドレスまでご連絡ください。

今年も開催

7 月のセミナー・イベント
２日
SORACOM Discovery 2019

@ グランドプリンスホテル新高輪
国際館パミール

17 日
ECzine Day 2019 Summer

@ 浅草橋ヒューリックホール
18・19 日
SoftBank World 2019

@ ザ・プリンス パークタワー東京

20 日〜 10 月 14 日
構造展 - 構造家のデザインと思考 -

＠建築倉庫ミュージアム

イベンター・マーケター向け

次号予告  49 号は7月31日発行

＜特集＞
イベントのケータリング

　 双 子 のフリー 素 材 アイド ル
Mika+Rikaとして、2014 年にフリー
素材プロジェクトを開始。1,000 点以
上の画像を無料でダウンロード・加
工利用できるサイトを立ち上げ、月間
30 万ダウンロードを記録、1,000 社も
の企業の広告素材として活躍してい
る。今年２月にはフリー素材プロジェ
クトの第二弾として、いつでもどこで
もフリー素材を生成する『グリーン
バックアイドル』に生まれ変わった。
　プロジェクト第二弾では、「イ
メージしている画角やポーズのフ
リー素材を探し出すのが大変！」と
いう制作者の悩みを解消するため、
Mika+Rika が “グリーンバック”を
背負ってアイドル活動に取り組んで
いる。
　「グリーンバックアイドル Mika+Rika」

（英語表記：Green Screen Actresses）
は、カンヌの広告祭『カンヌライオン
ズ 2019』 で Bronze 賞（Social ＆
Influencer 部門）を受賞。

［表 紙 の ひと］

双子のフリー素材アイドル改め
『グリーンバックアイドル』

Mika+Rikaさん
公式サイト


