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お腹を空かせてしまったら、
ごめんなさい
た。

で、きっとお腹が空くことでしょう（笑）
。

イベントにとって、食の意味とは、を考えて

庭に用意されたビュッフェにはスイーツのほか

みる。たとえば結婚式の料理で覚えているも

に、なんとラーメンまで塩梅よく揃っていて驚

のを…と思い起こしてみたら、親友の式で「塊

かされた。なぜ記憶に残っているかといえば、

んな風に参加者満足度を左右して、記憶に刻

日には「CARTERING LIVE TOKYO2019」

肉のロースでございます」とジューっと音を立

その２つとも、
「せっかくならばおいしいもの

むイベントの食シーンの価値を改めて考えて

で、
翌週の８月29日には
「BACKSTAGE2019」

てて大鍋をもつシェフがでてきた瞬間のハー

を食べたいよね！」
という全力な “ おもてなし ”

みる内容だ。

で、精一杯の “ おもてなし ” と “ らしさ ” で皆

ブのいい香りと塊のビジュアル、後輩の式で

が心打たれたのと、“ らしさ ” が感じられたか

どんな場所の、なんのメニューが印象深かっ

コースメニューの後に、サプライズで用意され

らだ。味へのこだわりや演出にたっぷりと、あ

たか、なぜそう思ったのか、読みながら改め

たビュッフェだ。さっとカーテンが開けられ中

りがとう、という思いや嗜好が盛り込まれてい

て記憶に残るシーンを追体験してもらうこと

今回の Food Design × Event 特集は、そ

月刊イベントマーケティングでは、８月 19

さまをお出迎えいたします。
４周年を終え、５年めの 49 号からも感謝と
ともにお届けしてスタートして参ります。
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コラボ

Food Design
× Event
フードデザイン×イベント

CBS ケータリング
シービーサービスが提供する
ケータリングサービス

岡本 猛氏
株式会社シービーサービス 代表取締役社長
井筒まい泉株式会社 代表取締役社長

×

飯野 樹生

社となり、外食事業部の時に買収交渉を担当
氏

していた私が代表をしています。2019 年１月

株式会社インフィールド 代表取締役社長
株式会社ＴＣフォーラム 代表取締役社長

には、まい泉がシービーサービスの事業継承
をして代表に就きました。これからケータリン
グ事業をさらに伸ばしていくことがいまのミッ
ションです。

食×空間 対談

キープが一般的。まだ居酒屋チェーンもいまの
ようになくて、パブが主流でめいめいが好みの

イベントの成果に ともに向き合うパートナー

── 飯野社長はキャリアのスタートが東急不

濃さで飲むスタイルでした。
「ジガーバー」は

動産で、
現在は会場施設運営のインフィールド、

メーカーとしてウイスキーのおいしい飲み方レ

ＴＣフォーラムの代表をされています。これま

イベントの食シーンは、参加者満足度を大き

── 岡本社長はキャリアのスタートがサント

シピをもって提案する、サントリー初のボラン

く左右する。近年ケータリングの需要は増え

リーと飲料メーカーですが、現在はケータリン

タリーチェーンの展開でした。

続けており、開催会場への評価にも影響する

グ事業のシービーサービスの代表もされてい

このときの経験からですが、飲食業で一番

重要なコンテンツとして定着してきたと言え

いるという流れはなく、私の場合は会議室運営

ます。飲食業に携わるようになったきっかけは

大事なことは、飲食店のコンセプトシートを

る。８月 19 日には、そんな現状をカタチに

についてはまったくはじめてで、2015 年から

あるのでしょうか

しっかりと作る事です。コンセプト→立地・物

した体験型イベント「CATERING LIVE

関わっています。遡ると 1982 年に東急不動産

岡本 飲食業へのきっか

TOKYO」の第２回がＡＰ新橋で開催され

けはサントリー時代に新

る。特集では、同イベントと完全コラボし、

規事業で携わった「ジ

最前線をいく当事者の声を収録。巻頭では、

ガーバー」です。サント

今年１月、ケータリング業界で話題になった

リーには 1980 年入社ですが、85 年に当時営

でのキャリアについて教えていただけますか
飯野 岡本社長のように、飲食でつながって

に入社して、最初の４年

事業開発で顧客目線に

間は札幌勤務で、当時よ
くすすきのでウイスキー
を飲んでいました（笑）
。

件条件→ターゲット→ポジショニング（利用動

その後、
東京に戻り、
20代半ばから15年リゾー

井筒まい泉のシービーサービス事業継承のワ

業本部長だった佐治信忠会長から「新しいウ

機）→サービス・オペレーション→メニュー・

ケを、シービーサービスの岡本猛代表取締役

ト開発事業に携わりました。東急不動産は総合

イスキーの飲み方を提案する店をつくれ」と号

商品→店内外環境→客単価→プロモーション。

社長ご本人に聞くとともに、東急グループの

生活産業ということで、いまでこそ幅広い産業

令がかかって、居酒屋価格で楽しめるショッ

というように各項目を明確にし、最終的にお客

貸し会議室運営会社２社であるインフィール

をバランスよく取り組んでいますが、当時は分

トバーをチームと開発しました。それまで毎年

様の満足度と付加価値のバランスをとる事で

ド、ＴＣフォーラムの両代表を務める飯野樹

譲業がかなりのボリュームを占めていて、まさに

売れ続けていたオールドの売上が落ち始めて、

商売として成り立つのです。

生氏に会場と食の関係性について聞く対談を

分譲屋、不動産屋というような開発会社でした。

若い人向けに提案する必要があったのです。

お届けする。（取材会場協力＝ＡＰ新橋、取材・文＝樋口陽子）

当時、外でウイスキーを飲む場合には、ボトル

その後、サントリーが 2008 年に井筒まい泉
（以下、まい泉）の事業継承をしてグループ会

そのなかで、新たな事業展開の一つが、ビルや
商業への展開と、リゾート業だったんです。

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 …

からの大事なお知らせ
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

BACKSTAGE
直前特集

次の８月２３日号で特集します

プログラムは …
食事は …

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！

よかった

ありがとうございます。

石原くん
伊藤さん
すごいじゃないか
よくやった！

モチベーションを
）
上げる（には …

私の出番も見てね♥
9 月 30 日 スポーツ マーケティング
10 月 31 日 映像がつくる新しいイベント
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）

【特集】

Event Marketing No.49 July 31,2019

われがどこまでできるのか。ひょっとしたらボ

ＡＰ新橋

3

たいと思っています。

リュームを求めるものもあれば、もっとセンス

いろいろな懇親シーンをみていると、たとえ

をよくしてほしい、ということもあると思いま

ば、商談をされたり、名刺交換をされたり、お

す。そういう要望に合わせたメニューを考えな

皿とグラスを持ちながらではなかなか円滑なコ

くてはいけません。自分自身、パーティなどへ

ミュニケーションとはなりづらいので、フィン

行くと、余るメニューというのはいつも決まっ

ガーフード中心のメニューにしたり、新入社員

ていると感じます。メインをつくりつつも、メ

の打ち上げであればがっつりメニューを用意す

各フロアのスペース構成によって特長に合った使い方ができる。

ニューを絞って、いいものを出すなどで食べ残

るけれど糖質は低いもの、といった時流に合わ

たとえば、３階はワンフロア 570㎡をイベントスペースに、４階は 350㎡のメイン会場と分科会・控室を

しを防ぐ、食品ロスを気にされる企業もありま

せた提案も必要です。会場運営だから、場だ

すので、会場担当者さんとも会話をしながら精

け提供するのではなく、連携して要望に応えて

度をあげていきたいですね。タッグを組むこと

いくことが重要で、そういう意味では同じ方向

で、新しい提案をお客様にできると考えていま

を向いてお仕事ができるパートナーであること

す。

を重視しています。

ＴＣフォーラムが運営する

新橋駅徒歩１分の貸し会議室

2018 年９月に開業した、新橋駅徒歩１
分の「ＡＰ新橋」は、３階〜５階の３フ
ロアの階層式貸し会議室。

組合せてカンファレンスに、５階は全室独立した集中環境で研修に、といったぐあいだ。
３フロア合わせて１つのイベント会場として使用するケースもふえており、今回「CATERING LIVE
TOKYO」でもＡＰ新橋１周年記念イベントとして、会場の使い方も体験できる企画となっている。

ちょうど平成に入る直前、会員制のリゾート

将来性が高いというお話がありましたが、実

か、ということが非常に重要でした。

ホテルをはじめることになり「東急ハーヴェス

── 会場運営者のお立場からみても、新しい

際、貸し会議室の利用は追い風で、年々、利

トクラブ」第一号店を蓼科で昭和 63 年に開業、

──さきほどケータリング事業の成長が岡本

食のご提案は求められているのでしょうか

用企業は増えています。稼働率も対前年で数

それが運営業に携わった初めての仕事でした。

社長のミッションということでしたが、将来性

飯野 岡本社長の仰ったお客様の要望をき

ポイント伸ばしている状況が続いているんで

それまで経験がなく、会員制のホテル事業は

については、どう捉えていますか

ちっと聞いて提供するという意味では、会場側

す。なかでも、
ケータリングは重要な要素となっ

どうしたらよいのだろう、サービスの本質って

岡本 2019 年１月にシービーサービスの事業

は非常に重い責任を担っていると思っていま

ていて、数字からいうと、大きなホールのある

なんだと当時、若手が集まって相当議論しまし

継承をしたのは、将来性を見込んでという点と

す。主催者さまとの最初の接点ですから。ど

「御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター」
、

た。たとえば、チェックイン一つでも、毎回お

まい泉で製造していない商品群・サービスと、

んな目的で、何を成果として考え、会場で懇親

「赤坂インターシティコンファレンス」でみる

越しの際に書いていただくと「会員なのにまだ

都内をカバーする配

覚えていないの？」となります。距離感をどう

送機能です。数字的

とるかに苦労しました。

にみても、シービー

そして、40 代以降はじつは、現在のイン

サービスは、ここ３

伸長するケータリング市場

と、全体の総取扱い高の 12
〜 13％はケータリングによる
ものです。比較的、中規模施
設を運営するＴＣフォーラム

フィールド、TC フォーラムを含めて、７社経

年ほど出張パーティ、いわゆる企業パーティで

会をされるのか、どのくらいお客様のご要望を

でも割合は下がりますが、それでも６〜７％の

験しています。リゾート業以外の会社もありま

のケータリングの売上が伸びていて、３年で２

把握ができるのかが大切だと認識しています。

取扱い高があり、前年からみると、10％ほど伸

したが、その会社の実態というか、現状がどう

倍になっています。

食事を提供されるのは、シービーサービスさ

びています。これからも使い方に慣れたお客

んなどのケータリング会社さんですが、結局、

様はさらにふえますし、貸し会議室利用自体が

で、どこにリソースとしての価値があって、何

また、まい泉にとってケータリングは主力事

をもって、どこにもっていけばいいのか、と考

業ではないのですが、ほかの事業に比べると

イベント全体に対する評価は、われわれ会場

膨らんでいるので、比率も上がってくるのでは

える訓練を、各社の経験のなかで自然にでき

伸び代があると感じています。全体売上の６

に帰属することがあります。あの会場で食べた

ないかと思います。

たのかなというところがあります。

割を占めるデパートのデパ地下での販売はす

あのフードメニューが美味しかったとなること

でに大手のデパートにはほとんど出店していま

に、われわれは関与していますので、しっかり

── ありがとうございました。岡本社長が登
壇する「CATERING LIVE TOKYO」の基調

── 新規事業の開発者という共通点がありま

すし、伸び代としては大きくはない。リテール

連携をとって、ご要望に合ったものをご提供し

講演も楽しみにしています。

すね

のスーパー卸は、自社で開拓するというよりは

岡本 「東急ハーヴェストクラブ」
のお話を伺っ

スーパー自体が増えないと伸びない事業です。

ていて思ったのは、業界の外から入るとお客

将来性という点でもっと言えば、ケータリン

様の立場になりやすい、ということです。本質

グの受け手側であるイベント主催者さんや会

に立ち返る話にも共感をもちました。いま、ま

場運営者さんがさらにレベルを上げていこうと

い泉でもシービーサービスでも「なぜ、それを

しているときだから、という点が大きいですね。

するのか」には必ず理由があるから、
「ただ昔

いくら美味しいものを提案します！と言ってい

から」ではない答えを持つようにと話していま

ても実際にサービスを使っていただくお客様が

す。

欲していないと届きません。

飯野 やっぱり、顧客目線なんですよね。そ

イベントの多様化とともに、食のご提案も

れと裁量。会員制ホテルの場合、現場の支配

変わっていくと思います。企業の顔として開催

人は常連のお客様がなにかあったときに、どう

するイベントや、社員を楽しくもてなすイベン

即興判断でいいサービスをオリジナルにできる

ト、いろんなパターンに合わせた提案をわれ

――「CATERING LIVE TOKYO」への期待
岡本 いまこそケータリングの付加価値を確立すべ

飯野 コーディネイターとしてハードルの高い要望

きとき。フードの質はもちろんですが、
例えばスタッ

を超えたとき、初めて引き出しがふえていくと考え

フの衣装からテーマに合わせた演出や、元サント

ています。お客様に訴えやすい要素がふえるのは楽

リーだからという訳ではありませんが、こだわりあ

しみ。ご自身のイベント以外をご存知なく、他を知

るドリンクなどについても追求した提案をしたいで

りたいというご要望もいただくので、われわれから

すね。

情報提供の場をつくって発信しいていくことで新た
なアイデアやご要望が生まれ、それに応えるご提案
ができる循環、きっかけづくりをしたいと思ってい
ます。

基調講演も

８月 19 日「CATERING LIVE TOKYO」には、岡本社長が
基調講演に登場！＞＞詳細は 4・5p へ
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Food Design × Event
のいま

基調講演①

CATERING LIVE TOKYO2019
見どころ

Food Quality Design

「ケータリングはイベントに付加価値を生む !?
〜まい泉代表が明かす空間と食との “ おいしい関係 ” とは」
今年１月にシービーサービスの事業継承しグ

株式会社シービーサービス

代表取締役社長 岡本

ループ化した井筒まい泉代表で、シービー

猛さん

サービスの代表も務める岡本猛代表取締役社
長と、都内コンファレンス施設の運営をする

株式会社インフィールド

インフィールドの執行役員中村仁氏。両氏に

執行役員

イベントの食＝ケータリングの付加価値を再
定義いただく。

基調講演②

中村 仁 さん

ファシリテーター：月刊イベントマーケティング
（株式会社 MICE 研究所）樋口陽子

Food Contents Design

「～もったいない～と～おすそ分け～の文化が導く
株式会社 Yuinchu（ユインチュ）
「食×イベント」のこの先。
」
代表取締役社長

3 〜 5 階の各フロアを映像でつなぐ双方向通信も体験提供

小野 正視さん

食ロスの問題をイベントのケータリングでも
“ イベント ” × “ フード ” の体験型イベント

ジとアイデアを得られるイベントとなりそう

「CATERING LIVE TOKYO 2019」が、８

だ。企業イベント担当者や企画・コーディネ
ロモーションしていく。

２回目となる今回は、①ディスプレー & 試
食、②トーク、③体験、④ケータリング相談

[CATERING LIVE TOKYO 2019]

を展開。昨年は、イベント業界 30 年のベテ

イベントコミュニケーションアイテムとし

日時：2019 年 8 月 19 日 ( 月 )
13:00-18:00（受付 12：30 ～）
会場：ＡＰ新橋
東京都港区新橋 1-12-9
A-PLACE 新橋駅前 3 階・4 階・5 階
（受付 5 階）
アクセス：JR「新橋駅」より徒歩 1 分
東京メトロ銀座線「新橋駅」 5 番出口
すぐ
入場：無料（※事前登録制）

て欠かせない「ケータリング」の新たなイメー

主催：会議室 .COM（アスノシステム株式会社）

ランからも「これほどしっかり試食できるイ
ベントはめずらしい。食事のシーンの演出も
しっかりディスプレーしていて、主催イベン
トの世界観とのイメージアップができた」な
ど、好評だった。

AP 新橋オープン 1 周年記念

ケータリング ライブ
トウキョウ

「イベント 」×「 フード」

ディスプレー＆試食

トーク

「
“ 見て 」
「 食べて 」
「 飲 んで 」次のケータリングどうします？”

体験
ケータリング相 談

主催：

入場 無 料・事前登 録 制

2019.8.19
Time. 13 : 00 ～18 : 00
Place. AP新橋

すしざんまい

（MON）

5番
出口

（受付12：30～）

銀座

線

銀座口

SL広場

ビッグエコー

新橋

駅

カラオケ館

J R「 新 橋 駅 」銀 座口から徒 歩１分

ニュー
新橋ビル

JR新橋駅

新しいケータリングを探しませんか？
イベントコミュニケーションアイテムとして欠 か せない「 ケータリング 」をテ ーマに
A P 新 橋 の 全 3フロアを使った「 体 験 型ケータリングイベント 」を今 年も開 催いたします！

基調講演①

イベントの"食"を再定義する～令和時代のケータリング～
今年１月にはシービーサービスの事業継承しグループ化した井筒まい泉代表でもあ
り、シービーサービスの代表も務める岡本猛代表取締役社長と、都内コンファレンス施
設の運営をするインフィールドの執行役員中村仁氏。両氏に食ビジネスからみたイベン
ト、イベントビジネスからみた食を語っていただくことで、イベントの食＝ケータリン
グの付加価値を再定義いただく。

株式会社シービーサービス
代表取締役社長 岡本 猛 氏
株式会社インフィールド
執行役員 中村 仁 氏
ファシリテーター：イベントマーケティング（株式会社MICE研究所）樋口陽子 氏

お申込み

Mo:take( モッテイク )
ブランドマネージャー

取組みを提示するヒントにもなりそう。

坂本 英文 さん

イト担当者、会場運営者などを対象に来場プ

月 19 日にＡＰ新橋で開催される。

Day.

考えるセッション。企業にとっては CSR の

基調講演②

コミュニケーションツールとしての食を考える
「体験型ケータリング」
株式会社Yuinchu（ユインチュ）

代表取締役 小野正視 氏
Mo:take事業部 Brand manager

坂本英文

氏

試食・メニュー提案

オリハラ（株 式会社ゴーン）／C’Sケータリングサービス株 式会社 ／株 式会社シー
ビーサ ービス／フォリクラッセ（ 株 式 会 社 P o i n t Wo r l d ）／株 式 会 社マックス
パート／モッテイク（株式会社 Yuinchu） 他 ※五十音順

https://www.kaigishitu.com/lp/c-live2019/
上記URLから、または右記二次元バーコードを読み取りお申込みください。

■お問合せ

seminar@kaigishitu.com
※回答にお時間いただく場合がございますことご了承ください。

■ 主 催：会 議 室 .C O M（ アスノシステム 株 式会 社） ■ 共 催：A P 新 橋（株 式会 社 T Cフォーラム） ■ 協力：株 式会 社インフィールド／イベントマーケティング（ 株 式 会 社 M I C E 研 究 所 ）

Meet Up

Food Communication Design

Meet Up コーナーでは、
Food Communication Design「 ビ ジ ネ ス
コミュニケーションの最適解、
『食』はリア

① IceBreak
～懇親会に笑いを添える！『このイベントに来て
よかった』を実現する Ice Break 実践編～

ルの場でこそ映えるもの！」をテーマに①
IceBreak、② Meet Up の２部構成で展開。
② Meet Up
～出展社と来場者のスピークアウト。お腹と想いはケータリングで
いっぱいになるはずだ…スペシャル！～ ラストワンディシュ付き

guest guide : Funbest 代表

矢島 伸男さん

【特集】
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実行委員会
主催

出展ブランド紹介

共催

協力

11 ブランド ( ※ 7 月 23 日現在 )
試食・ディスプレイ・ケータリング相談
CATERING LIVE TOKYO 2019

アポルテケータリングサービス

サンケイ会館ケータリング

ニラックスケータリングサービス

フィンガーフードを中心とした華やかなパーティ

お客様の「お腹も心も満たすケータリング」を目

おいしさ、華やかさはもちろんの事、お客様のご

料理をご用意いたします。小規模パーティから各

指しご予算・会合の趣旨・年齢層・男女比など

要望等取入れ、各種オプションやオリジナル提案

国駐日大使館のレセプション、大イベント等、様々

を踏まえた上で最適なプランをご提案。完全オー

が出来ますので、
是非、
ご相談くださいませ。関東・

様々なシチュエーションに合わせ「おいしい体験」

なシーンでご利用いただいております。お料理だ

ダーメイドスタイルで希望を叶える！貴方のワガ

関西地区でご対応可能です。会場では、一番人気

を届けるというコンセプトのもと、ケータリング

けでなく全てをプロデュースいたします。
（㈱ア

ママお聞かせください。( ㈱サンケイ会館 担当：

の 5,000 円コースを展示しご試食もご用意してお

サービス「Mo:take（モッテイク）
」を提供しま

ポルテフードファクトリー 担当：高橋 Tel：044-

佐々木 Tel：03-6284-4501)

ります。( ニラックス㈱ 担当：ニラックス予約セ

す。
（㈱ Yuinchu 担当：坂本英文 Tel：03-6408-

ンター 長多・大滝

9085）

712-0022）

ケータリングサービスおり原

Tel：0120-0141-81)

Mo:take( モッテイク )
「食」という体験に、もっと自由で、無限のアイデ
アを。

C’
S ケータリングサービス

FUORICLASSE

六本木ヒルズクラブ

その日に作ったシェフおすすめの料理をご試食頂

薫り高い挽きたてのコーヒーで美味しいブレイク

ミシュランの星を持つレストランで腕を振るい、

会員制クラブならではの、
質の高いサービスを数々

けます。食べて頂ければ、おり原の人気の理由が

タイムを。自社焙煎のスペシャルティコーヒーを

渡欧修行したシェフ・二戸が率いる新進系ケータ

のお料理と共にご提供致します。お料理、お飲物

わかります！パーティ以外も餅つきやＢＢＱなど

会場でミル挽きドリップいたします。イベントコ

リング。宝飾品のようなフィンガーフードは、ま

のサービスの他、VIP のサービスや進行ヘルプ、

もあり、お客様のイベントに寄り添うサービスの

ンセプトに合わせたドリンクなど何でもご相談く

るでアート作品。お問い合わせへの素早いレス

クロークまでフルサービスでサポートしています。
会場では、カクテル・フィンガーフード中心に提

ご提案させていただきます。
（㈱ゴーン 担当：村

ださい。癒しの休憩時間をコーディネートいたし

ポンスや、数十種類ものバラエティ豊かなテー

越 Tel：03-6457-5195）

ます。
（C’S ケータリングサービス㈱ 担当：上野

ブルコーディネートにも定評がある。
（㈱ Point

供します。
（六本木ヒルズクラブ 担当：木下康

雄大 Tel：03-6271-0881）

World 担当：木村昭哉 Tel：070-6472-5360）

雄 Tel： 03-6406-6077）

顧客招待イベントなど…、イベントそのものの成
功をケータリングを通してサポートします。
今回のケータリングライブでは、
「City Night」
」

CITABRIACATERING

CBS ケータリング

マックスパートケータリング
FUORICLASSE

「私たちに関わる全ての人たちを幸せにする」を合

No と言わない、をモットーに日本一を目指して

言葉に、
様々シチュエーションに合わせてラグジュ

いるケータリング企業です。お料理だけではなく、

アリー且つ幅広い対応力でパーティのお手伝いを

イベント性にも特化しておりますので幹事様必

『空間から料理する。
』
ミシュランの星を持つレストランで腕を振るい、
ホテルが手掛けるケータリングだからこその、料
渡欧修行したシェフ・二戸が率いる新進系ケータ

させていただいております。

見！！幅広い対応力に自信があります。会場では

何かお困りごとがございましたらお声掛けくださ

ローストビーフ握りと創作寿司、パティシエ特製

い。
（㈱ CITABRIA 担当：村田晃洋 Tel：03-

の焼き菓子をご試食いただきます。
（㈱シービーサー

6204-2245）

ビス 担当：藤原 大樹 Tel：03-5631-9530）

理のクオリティはもちろん、コンセプトに沿った
リング。宝飾品のようなフィンガーフードは、ま
会場作りで最高のパーティーを演出します。料理・
るでアート作品。お問い合わせへの素早いレス
ドリンクを運ぶだけ、会場装飾するだけではござ
ポンスや、数十種類ものバラエティ豊かなテー
いません。士気を上げたいキックオフ、感謝の気
ブルコーディネートにも定評がある。
（㈱ Point
持ちを伝えたい周年行事、新商品を売りだしたい
World
担当：木村昭哉 Tel：070-6472-5360）

をテーマに煌びやかなビュッフェ台、最先端の料
理でお迎えします。
参加人数 50 名 ~4000 名まで大小様々な実績をも
とに、皆様の作りたいパーティーの形を実現しま
す。会場探し、お料理、演出・企画のご提案、当
日運営まで、パーティーのトータルコーディネー
トはぜひマックスパートにお任せください。
（㈱
マックスパート 担当：鎗田忠司 Tel：03-62621091）
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ギフト・ショーへの

開催 直前！主催者 Information

第 88 回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋 2019

西・南・青海３展示棟使用で初の開催
「第 88 回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋 2019」は、東京ビッグサイトの既存西展示棟・新設南展示棟・仮設青

【専用アニメ動画を作成！】
青海・西・南会場に迷わずアクセス
できるよう、ビジネスガイド社では
無料会場巡回バスのお知らせ動画を
公開している

海展示棟の３つの会場での開催となる。そのため、主催者のビジネスガイド社ではさまざまな工夫をこらして対応をしている。
約 3,000 社
（同時開催展含む）
の出展社にとってもブースへの集客にひと工夫が必要な回となりそうだ。来場者も迷わぬように、
改めて事前情報を集め来場計画を立ててほしい。

交通アクセス・導線確保で

バイヤーの商談環境を整える

https://eqm.page.link/dXyU

展示棟（73,520㎡）を使用し、9 月 3

棟横（西展示棟裏）までの無料会場

「女性のためのテーマビレッジ お

内はもとより、世界から有名なブラン

日から 6 日の 4 日間、
「心地よい暮ら

巡回バスも５分間隔で運行する（所

しゃれ雑貨ワールド」
「美と健康ビ

ドやキャラクターが集結し、
「ライセ

しの提案」をテーマに開催される。

要時間５分）
。また、会場間の運行だ

レッジ」
「生活雑貨ビレッジ」

ンスアウト」を目的とした専門性の高
い商談が期待できる。

「第 88 回東京インターナショナル・

会場が３箇所になること、西展示

けではなく、東京駅八重洲南口から

西展示棟 3・4 ホールと青海展示棟

ギフト・ショー秋 2019（以下東京ギ

棟と南展示棟から青海展示棟へはひ

徒歩５分「鍛冶橋駐車場」からの無

「ホームファッショングッズビレッジ」

フト・ショー）
」は、東京ビッグサイ

と駅分距離があることから、青海展

料送迎バスを用意し、東京駅と青海

ト全館の西展示棟・南展示棟・青海

示棟から東京ビッグサイト・南展示

展示棟間も無料直行バスを４～７分

「パーソナルギフト・マイルーム・マイ

間隔で運行する。流通バイヤーの交

グッズ」
、
「キャラクター・ライセンス・

通アクセス利便性や来場者導線の確

エンターテインメント」

保、滞留時間を長くするための対応

青海展示棟

南展示棟 1 ～ 4 ホール

同時開催展「第 26 回グルメ＆ダイ
ニングスタイルショー秋 2019」には
過去最大の 200 社が出展。企画展で

「LIFE × DESIGN」

だ。

＜サポート企業の声＞

これらのカテゴリーは、専門分野の流

ラスベガス開催イベント
ギフト・ショー内初開催

米国ラスベガスの開催
イベント「ライセンシ
ング・エキスポ」がギ
フトショー内で初開催
となる

通バイヤー達にとって、目指す商材
探しのために構成されたもの。

今回の東京ギフト・ショーは、広

今回は、米国ラスベガスで開催さ

大な会場を 8 カテゴリー・49 フェア

れている世界最大のライセンスイベ

で構成する。

ント「ライセンシングエキスポジャパ

西展示棟 1・2 ホール / アトリウム

ン」がギフト・ショー内で初開催。国

東京ビッグサイト

第 43 回のギフト・ショーのお手伝いを、
初めてさせて頂いてから、20 年を超え
る長きにわたって、お付き合いをさせ
て頂いております。
その期間を振り返ってみると、多くの
育っていった社員の顔を思い出すと共
に、ビジネスガイド社様のご指示のも

南展示棟 が７月１日 OPEN
新たに計 20,000 ㎡の展示ホール
が利用可能に！
株式会社 東京ビッグサイト
ウェブサイト http://www.bigsight.jp/
音声案内
03-5530-1100

【Info/News】

交通アクセス

Event Marketing No.49 July 31,2019

Venue Infomation

7

南展示棟が開業

― 東京ビッグサイト

7 月 1 日に東京ビッグサイト南展
示棟が開業した。2016 年の東新展
示棟（東 7・8 ホール）
、今年 4 月
の青海展示棟に続く東京ビッグサイ
トの新施設だ。青海展示棟は来年
11 月までの仮設だが、南展示棟は
常設となる。
3 日には南展示棟で初の展示会と
して「インターフェックス Week」
、
翌週には「FOOMA JAPAN 2019
（国際食品工業展）
」が開催された。

は、恒例の " 農業と地域をデザインで

食卓を地域のフード＆ドリンクで彩る

変える "「FARMSTEAD EXPO」
、

"「PARTY FOOD 展」
、農林水産

南展示棟は総展示面積 2 万 m2 で、

" ごはんの魅力を眠らせない "「ごは

省が認定する振興山村の珠玉の逸品

1F と 4F の 2 層構造。各フロアに

んフェス ®For buyers」
、" 酔う " か

が集まる「山の恵みマッチング 2019」

は面積 5,000m2 の展示ホールが 2

ら " 選ぶ " 楽しさへ進化した「クラフ

も展開し、ワンランク上の集いのシー

つ。間仕切りの開放で 1 万 m2 にな

ト ブリュワリーズ＆ディスティラリー

ンを豊かに演出する地域ブランドや

る。各ホールには主催者事務室 1 室

ズ（醸造＆蒸留所）展」
、" 人の集う

プレミアムフードが多数集結する。

と 4 室以上の商談室が付帯する。

トラックヤードからの南展示棟全景

1 階部分（南 1･2 ホール）は天井
高 12m で床荷重は５t/㎡、4 階部

サクラインターナショナル
とに作り上げた日本一の外装・誘導
サインのデザイン・製作・施工をは
じめ４万㎡を超える質の高い木工シ
ステムパネルをご要望頂いたことで、
社内で商品開発をし、完成したスマ
パーパネル ® を第 73 回より使用さ
せて頂く等、当社にとってエポックメ

イキングのタイミングには必ずビジ
ネスガイド社様がおられました。今
後も社員一同一丸となって、ギフト・
ショーのサポートをしっかりとさせ
て頂きます。長年のご愛顧を感謝さ
せていただきます。

分（南 3･4 ホール）は天井高 13 〜

天井トラスには木材を採用し優しいデザ
インに

南展示棟の位置関係

18 ｍで床荷重２t/㎡となっている。

円。会議棟と南展示棟を結ぶ連絡通

木材を使用したほか、海岸沿いにな

床仕上げは、コンクリートでアン

路を新たに設置。西展示棟の 1F と

る連絡通路とコンコースは、海の眺

4F からもアクセスできる。

望や壁面緑化屋上緑化と公園の緑が

カーボルトの打設が可能。電気用メ

立体駐車場も併設しており、約

インピット各ホール 6 本、給排水
機械用メインピット 1 階各ホール 5

350 台の車枠を有している。

利用料金は各ホール 1 日 190 万

の外光を取り入れ、来場者をつつみ

南展示棟の特長は、環境と調和し

こむ。屋根には 800kw の太陽光発

た優しいデザインと設計。展示ホー

電設備を取り入れるなと環境に配慮

ルの天井トラスとコンコース壁面に

した設計となっている。

本、4 階各ホール 4 本。サブピット
は各ホール 2 本備える。

一体となった景観、スリット窓から

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！

＜事業内容＞

・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

＜会社概要＞
社 名
設 立
資本金
売 上
代表者
従業員
事務所

ジャパンレントオール株式会社
1976年4月10日
2億6400万円
グループ売上33億 (平成30年度)
代表取締役 加護 洋一
85名(グループ 125名)
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

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

ー ま ず は お 気 軽 にご 連 絡 くだ さ い！ー

0120-880-688

info@japan-rent-all.com
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New Assignment

家具でイベントに付加価値を
様々なイベントに、チェアをはじめ高級感のある家具を提供し、場の雰囲気をつくり人
と人の知の交流、エンターテイメントを支えているモニック。今年 7 月に佐藤欽哉さん
が専務から代表取締役社長に就任。新しい舵取りを迎えた同社のいまと未来について、
社長就任にあたっての抱負や意気込みもうかがった。
モニック株式会社
代表取締役社長

佐藤 欽哉

まに好評をいただき、売上も大きく

扱ってくれるという期待もあります。

伸びたので、次号以降もどんどん新

「レンタル商品だからしかたがない」

め、一般的なレンタルカタログとは

しい挑戦ができました。いま思えば

とお客さまに思わせないことが、私

異なるデザインを考えました。

よく自由にやらせてくれたなと感謝

たちのサービスなのです。

表紙は、Vol.3 は美術館のような
さわやかなイメージ、Vol.4 は岸壁

さん

にチェアを置いた幻想的なイメージ、
Vol.5 は岐阜県関市板取の通称「モ

することになりました。

しています。

モニック品質を支える
メンテナンス体制

変わらないために
変わり続ける
モニックらしさ。それを考えるの

ネの池」を題材にしています。モニッ

エンドユーザーにわかりやすいカ

クの家具の美しさや高級感のある品

タログづくりと同様に、サービスの

品質の良い家具。お客さま目線の

揃えを、皆様に意識してもらうため

特長となっているのが「エンドユー

提案。面白いカタログ。お客さまが

に、芸術性を取り入れたのです。

ザーが安心できる品質管理」です。

期待するモニックであるためには、

巻頭には、さまざまなテーマの空

家具の知識活かし
レンタル業を担当

MONIC RENTAL CATALOG Vol.5

業界最高レベルのメンテナンスを

間づくりのなかにモニックの家具を

支えているのは、社員、アルバイト、

が私の仕事かもしれません。

常に新しいことに挑戦し、変わり続
けないといけません。

いま思えば、この段階からものを

配置する、シーン提案のページが続

そして 6 人のシルバー人材です。年

貸して終わりではなく、設置・施工

きます。装飾や施工のプロには、製

配の方のお仕事はまじめで丁寧で、

なく、お客さまの近くにあるもので

私は室内設計の専門学校で、店舗

まで行う高付加価値なサービスを意

品写真やスペックを伝えた方がいい

メンテナンスに最適。モニックの重

す。現場や営業に行く時にも、お客

設計を学んだあと、父親が経営する

識していたのかもしれませんね。右

かもしれませんが、イベントを主催

要な戦力です。

さまがなにを求めているか、とあち

内装会社に入り、レストランや店舗

も左もわからないまま、とりあえず

されている方にとっては、来場者つ

弊社の品質チェックは、基準が厳

を収集する努力とセンスが重要です。
レンタル業の資産は豊富な在庫、

新しいアイデアは自分の頭の中で

こちにヒントがあるので、その情報

の図面をひいたり、家具製作・設置・

在庫品を並べてカタログをつくり、

まりエンドユーザーにどのような世

しくて一目ではどこが悪いのかわか

施工などをしたりしていました。

営業をしたのですが、最初はなかな

界観を提供できるのか、といったイ

らないものもはじいています。
「それ

28 歳のときに当時から仕事でお付

か結果につながりませんでした。お

メージを伝えた方が効果的だと思っ

ぐらいは大目に…」と思うこともあり

と考えがちですが、もっとも大切な

き合いがあった芝田（弘氏＝前社長・

客さまには「商品がこれだけでしか

ています。イベントそのものが参加

ますが、基準は一度緩めてしまうと

のは人なのです。そのためにはスキ

現相談役）に誘われてモニックに入

なくてどうするの？」
、
「ポイントがわ

者に非日常を提供するという意味あ

なかなか元には戻せないので、きち

ルの育成だけでなく、仕事を楽しく

社。2 年目にモニックがレンタルの事

からない」といった否定的な言葉ば

いがあり、私どもは家具を中心とし

んとやってもらっています。

やりがいを感じてもらう環境づくり、

業を開始することになり、私がその

かりでした。しかし、在庫ありきの

た空間づくりでその実現をお手伝い

担当になりました。

カタログでなく、顧客目線の提案を

しているということです。

モニックがレンタル事業を開始し

に伝えることも必要ですね。
モニックは開業以来お客さまに育

ベイザメをフレームにおさめるため、

こともありますが、家具を大切に長

ててもらい成長してきました。お陰

石川県の「のとじま水族館」でロケー

く使うという習慣が、品質に繋がっ

様で大規模なイベントや高い付加価

入できそうだ、と自信が湧いてきま

ションを行うなど、会社の総力をあ

ていると私は思います。

値が求められる仕事にも対応できる

した。

げて制作しています。

カタログづくりにかける

芝田に「こんなにしてしまって大丈
夫？」と心配されましたが、お客さ

水族館のシーンは魚類最大のジン

たきっかけは、本業である家具卸業

家具の知識を活かした品揃えとメン

で在庫が多かった輸入家具の使い

テナンスを実施すれば、後発でも参

途を考えようということでした。特
注家具を手がけるなど家具の知識も
あったので、その経験が活かせるか
計などが専門だった私が営業も担当

あり、張地の張替えも自社で行って

レンタル業の魅力を就職活動中の方

おります。買い換えた方が効率的な

すること。また、弊社の強みである

なとは思っていましたが、工事や設

もともとが家具卸業ということも

カタログのデザインは差別化のた

Vol.3 の制作時には、当時社長の

運送時にも養生をしっかりとして

ようになりました。今後も挑戦を続

います。家具が壊れないためですが、

け、モニックにしかできない仕事を

私たちが大切に扱っているところを

ふやし、皆さまのお役にたてるよう

お客さまが見れば、現場でも丁寧に

努力してまいります。

【対談】

―
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イベント進化論 その１

JAPAN PACK 2019 の場合

展示会にアプリが新たな付加価値を
（一社）日本包装機械工業会 事務局次長
㈱ブレイブソフト イベントス副事業部長

阿部 公拓 さん
岡 慶彦 さん

5 月に開催された JAPAN PACK2019 の出展者説明会は、出展手続きの説明に加
えて、アプリやマッチングやオンライン案内状など、IT サービスに関する説明に多くの
時間を割いていた。同展のデジタル化について、主催者とアプリ提供企業の両者にうか
がった。

デジタル化は命題

いのですが、実際に使ってみると便利ですよ
ね。必要な情報をすぐ調べられるし情報更新

しい情報を提供できます。

── JAPAN PACK はどのような展示会で

も早い。

阿部 印刷物の締切を意識せずにプログラム

すか

岡 展示会の光景というと、たくさんの資料

づくりにも時間が掛けられます。

── テクノロジーの導入には障壁も多いの

阿部 包装機械とその周辺技術が集まる専門展

を抱えながらガイドブックをチェックしている

岡 アプリは情報の質を高める効果もありま

ではありませんか

として、今回で 32 回目の開催となります。近

来場者の姿が浮かびますが、海外の会場では

す。ウェブ検索は、広告や SEO 対策を施した

阿部 工業会の関係委員会で岡さんにアプリ

年は、
製造工程のライン化が進んだこともあり、

スマホを片手に、という方が多いですよね。

ページが上位に表示されますが、アプリはセ

の内容や効用を説明していただいたことも大

前工程である食品加工、後工程の梱包・集積・

アプリ１つあれば、道案内、来場登録からマッ

グメントされた特定のユーザーに情報を送れ

きかったですね。

検査機器の出展も増え、生産ラインの自動化

チングまですべてできますからね。

ます。内容も事務局や出展企業からの信頼性

岡 そういう機会をいただくことはなかなかな

の高い情報しか流れません。

いので、力がはいりました。委員の皆様は常

システムも多く出展されています。機材の信

営業案件化が可能です。

展示会の参加体験・出展意義が
変わる

阿部 情報の質は内容だけでなく、読む人に

に情報発信について議論されていて、アプリ

マッチしているかが重要ですよね。

についても、すぐにご理解いただけました。

ラインに多様な機械が含まれるので、出展者

── どのような施策をされていますか

── ほかにもアプリ導入のメリットは

── アプリ導入をはじめデジタル化の目指

どうしの横のつながりも重要です。

阿部 「デジタルインビテーション」という名

岡 プッシュ通知は展示会主催者様に新しい

すところは

称で案内状を PDF にして、内容の追記や、

マネタイズを提供できるかもしれません。

岡 展示会には、主催者、出展者、来場者、

── リアルの場の特長を活かした JAPAN

郵送に加えてメールで送れるようにしました。

阿部 出展者様の集客・出展効果が向上する

スポンサーという４つのステークホルダーがい

PACK で、デジタル化を進めるのはなぜです

マッチングソフト「EventHub」の導入で会

新しいサービスメニューという位置づけです。

ますが、情報共有によってそれぞれをつなぐ

か

場内での交流を促進します。なかでも期待し

岡 セミナー開始のアラートや会場までの誘

ことで商談機会の創出や出会いをアプリがつ

岡 出展者説明会でお時間をいただき、弊社

ているのが、公式アプリ「JP アプリ」です。

導などタイムリーな情報発信でリッチな来場

なぐ機能をはたせると信じています。

体験を提供します。

阿部 工業会の存在意義は、業界発展に寄与

頼性重視や工場ごとのオーダーメイドである
ことから、会場ではじっくりと商談する来場者
が多く、本気度が高い展示会です。また生産

で開発したアプリの説明や出展成果を向上す
る活用法をお話しさせていただきました。

── JP アプリはどのようなものですか

阿部 プレスの皆さまへの情報発信も強化し

すること。それは会員企業だけでなく、業界

阿部 IT の展示会になったわけではないん

岡 展示会アプリ制作のノウハウを結集した

たいと考えています。会期中に予定外の発表

全体、機器導入されるユーザー様、これから

ですけど、たしかに今年はデジタルシフトが

弊社の「eventos」を使って「JP アプリ」を

があっても、取材中の方に集まってもらうこと

業界を支えてくれる学生の方々への情報発信

JAPAN PACK の大きなトピックスだと思い

提供させていただいております。

もできそうです。

によってつなげることが欠かせません。工業

ます。

阿部 アプリ導入にはいろいろな期待があり

岡 出展企業にとって、アプリは BtoB マー

会の機関紙もデジタル化して情報量・発信頻

ますが、まずは集客のための情報発信です。

ケティングのツールとしても利用できます。包

度をあげることができました。展示会というリ

── デジタル化で目指すのものは

岡 現在メールの開封率が下がり、未読が溜

装機械に関心が深く機器導入見込みが高いと

アルの場の活用についても、デジタル化した

阿部 ProPak AsiaやPACK EXPO International

まっている人も多いです。一方アプリはプッ

いうフィルタリングや、その方たちに向けてコ

情報発信は大きなメリットがあると考えていま

など海外の包装機械の展示会に行くことが多

シュ通知が可能で、スマホユーザーに随時新

アな情報を提供していく、見込み客の育成・

す。

10

【PR企画】
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研修・合宿の施設選びを
スペックから成果マッチングへ

石川 これまで研修は新入社員研修
や管理職研修とキャリアアップ・ス
キルアップなど、階層別にマトリクス
的なものが多かったのですが、最近
は目的に応じて役職関係なくコーチ

https://co-mit.jp

ング、ビジョンメイクの研修をする
など内容が変わってきています。そ
うすると、その研修内容に合う施設

２社インタビュー

が必要になってくる。また、働き方

会議室 .COM × ホスピタリティエージェント

改革を背景に、従業員のロイヤリティ
向上などこれまで選ばれなかった高

楠 徹平さん（アスノシステム株式会社 Web ビジネス部）、
石川 朋哉さん（株式会社ホスピタリティエージェント マーケティング部）

級志向のホテルで新入社員研修をし
たり、施設選びも多様化してきてい
情報や付帯備品主体です。
「CO-MIT」

るんです。

今年４月からプレオープン中

昨今、従来の ” 日帰り ” 都市型施設の

た。研修に力を入れているほかの業

は研修ができる会場の情報に加えて、

の研修・合宿施設検索サイト

ご紹介に加えて、
“宿泊”や”リゾート”

界にもこのノウハウを広げて、知って

宿泊と食事、また近隣エリアの情報

バーベキュー、グランピングなどの

「CO − MIT（コミット）
」
。国

というキーワードもカバーしていきた

いただくという意味で Web 戦略に着

など、多くの情報をわかりやすく整理

組合せも問合せがふえています。

内最大級の貸し会場検索サイト

いと検討していたところ、2018 年の

手する段階から相談をしていました。

して掲載する必要がありましたので、

ホテル＋アトラクション、ホテル＋

「会議室 .COM」を運営するア

夏に、企業の研修・合宿専業のエー

楠 ノウハウ公開を自社サイト内

専門的な目線での情報の精査が必要

──「CO-MIT」の目指す方向性は

スノシステムと、施設選びのス

ジェントであるホスピタリティエー

で単独で展開されるよりも、コラボ

になります。

楠 「CO-MIT」は９月にはグランド

ペシャリスト「ホスピタリティ

ジェントのマーケティング部で Web

し、一つのサービスとして提供した

石川 ホテルの Web サイトは個人向

オープンの予定です。
「CO-MIT」と

エージェント」がコラボし制作・

戦略をスタートされるというお話を伺

ほうがシナジーを生むのではないか

けサイトが主流で、研修ユーザー用

は、CO には共同という意味、MIT

運営している。毎週議論を重ね

い、お互いの課題感などを共有して

と考えました。単純に研修・合宿施

に法人向けページがない場合も少な

は Meeting/Incentive Travel/

新しいサイトづくりに知見を共

いったところがきっかけですね。

設選びの情報サイトから、選び方ま

くありません。
「CO-MIT」はそんな

Training Camp の頭文字を取って

有しているという楠徹平さんと、

石川 ホスピタリティエージェント

で提案できる付加価値を加えたサー

ホテルの MICE 向けページを作成す

石川朋哉さんにお話を伺った。

は、研修やイベントに特化した施設

ビスにすることができる、と「CO −

る感覚。リゾート施設の平日稼働率の

つくった造語です。
「参加者全員が満
足を持ち帰れる」そんな研修・合宿

手配・運営業務をする会社で、大手

MIT」が立ち上がったんです。

アップを提案するという目的もありま

できる施設をご紹介して、目的にマッ

す。集客に困っている旅館・ホテルの

チした施設の選び方も伝えていける

販促にも寄与していきたいですね。

ようなサイトを目指しています。コ

──コラボのきっかけは

クライアントと経営戦略ベースで研修

楠 例えば「オフサイトミーティング」

や付随する会議を年間で手配してい

──「CO-MIT」は、
「会議室 .COM」

や「チームビルディング」というトレ

ます。そのためお客様とのパイプが

とも構成などは変わるのでしょうか

ンドキーワードに見られるように、企

太いことが強みですが、よりマーケッ

楠 「会議室 .COM」の場合は、会

──研修に旅館を活用するなど、場

業の会議や研修ニーズが多様化する

トを広げたいという課題もありまし

場選びに特化しているのでスペック

所は多様化していますか

ミュニケーション価値の見直しをさ
れているような企業さまにご利用い
ただきたいですね。

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

料

ら無

今な

掲載社・サービス・イベント告知

募集中

http://eventbuzzle.com

【News/Report】

日本経済新聞社の子会社化へ

―― イベントレジスト

イベント運 営 者向けのオンラ

2014 年 4 月の資本・業務提携以降、

イン イベント プラットフォーム

協業を進めてきたが、今回の提携強

「EventRegist（イベントレジスト）
」

化により、高い成長が期待されるイ

を展開するイベントレジスト株式会社

ベント関連のデジタルマーケティング

（本社：東京都渋谷区、代表取締役：

分野で、包括的な新サービス開発へ

ヒラヤマコウスケ）は、株式会社日本

の取り組みを加速していく。

経済新聞社（本社：東京都千代田区、

また、同日に新しいブランドロゴを発

代表取締役社長：岡田直敏）による

表している。

パディ・コスグレイブ氏来日

８年で７万人超え

世界３位のテックイベント
７月１日、
「Web Summit 創始者
「Web Summit 創始者兼 CEO 来日イベント」でのパディー・コスグレイブ氏

た。

済新聞社の子会社となったことを、７

11

Web Summit 創始者

兼 CEO 来日イベント」が開催され

当社株式の追加取得を通じ、日本経

「Web Summit」はテクノロジーの
新ロゴ

月１日付けで発表した。

Event Marketing No.49 July 31,2019

オンライン配信も

――SoftBank World 2019

７月 18 日・19 日、ザ・プリンス パー

２日間で、76 セッション、展示ブー

クタワー東京で「SoftBank World

スは 86 ブースを展開した。セッショ

2019」が開催された。

ンはライブ・オンライン配信も。

「テクノロジーコラボレーションで、

ソフトバンクブースでは、竹芝プロ

世界を変えていこう。
」をテーマに、

ジェクトのデータのリアルタイム活用
についてのデモが行われた。

ビジネスカンファレンスで、過去に
は、ポルトガル首相や国連事務総長

政府と 10 年契約を締結し参加者が

口コミから広がったのが成長の要素

などがスピーカーとして登壇するな

７万人となった。

の一つ」とし、加えて「イベントは
昔からあるもの。でも、ソフトウェ

ど、“ ギークなダボス会議 ” とも言
われている。特筆すべきは、その成
長スピードだ。たった 8 年で CES、

急成長の秘密は

口コミとアプリ

アを入れて拡大しているところはな
かった」と他イベントとの違いにつ

Mobile World Congress に次ぐ世

来日イベントで、パディ・コスグレ

いても触れた。Web Summit の社

界３位の規模のテックイベントに

イブさんは、
「Web Summit とは何

員の半数はデータサイエンティス

なった。参加者は 170 カ国以上から

か」という問いに、
「テクノロジー

ト。なかでも自社開発されたアプリ

７万人が集まる。

業界に精通している本物を集めてコ

では参加者のみならず、スピーカー、

「Web Summit」のはじまりは、

ミュニティつくりたかった」と創設

スポンサー、出展者、スタッフ全員

「RPA（ロボティック・プロセス・オー

2009 年。今回来日したパディー・

の動機を語った。スタートアップが

が登録されている。そして全参加

トメーション）
」
「クラウド」などのテ

コスグレイブさんを中心に 3 名の

効率的に投資家に会える場所にも

者が自由にアプリ上で繋がることが

クノロジー領域において進化するビ

アイルランド人がアイルランドで発

なっている。
実際に100ビリオンユー

できる。アプリ内アクティビティを

ジネスや新しい働き方の事例、また、

足し、初回の参加者は 400 名だっ

ロの投資が会期中に行われ注目を集

すべて自社データとして保有し、解

た。2014 年には北米、アジアに進

めた。

「IoT」
「AI（人工知能）
」
「ロボット」

「2020 年春に本格的に商用化される

また、
「短期間での急成長の理由」

析、次のイベントに活かしていると

第 5 世代移動通信システム（5G）の

出。2017 年には現在のポルトガル・

ネットワークを活用した取り組みなど

リスボンへと開催地を移し、参加者

については、
「秘密だよ」としなが

「Web Summit2019」は 11 月４日

は５万人に。2018 年にポルトガル

らも「マーケティング的な観点では

から７日、リスボンで開催する。

を紹介。

基調講演に登壇した孫正義氏

いう。
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今年も開催
MICE 参事官に平泉氏
観光庁は 7 月 9 日、人事を発表。
MICE 推進担当の参事官に平泉洋氏
が就任した。

体験型マーケティングに学び、出会う１日

「BACKSTAGE2019」スピーカー第二弾

海外映像展の視察報告
日本映像機材レンタル協会
（JVRA）

公式サイト

は 7 月19 日に、ホテルイースト21 東京
で業務担当責任者会議を実施。会員
社の近況報告やメーカー会員の製品展
示のほか、2 月の ISE（オランダ）6 月
の infocomm（米国）の視察ツアー参
加者のパネルディスカッションなどが行

中山 義隆 さん
石垣市
市長

われた。

渡邉 賢一 さん

XPJP
代表取締役
エクスペリエンス・デザイナー

村石 怜菜 さん

playground
プロダクトマネージャー

牧嶋 琢実 さん
ニューバランスジャパン
Sr. Manager

島袋 孝一 さん
ヤプリ
コミュニティマネージャー
マーケティングスペシャリスト

VR 施設マザリアが開業
サンシャインシティ内にバンダイナム
コアミューズメントの新 VR 体験施設
「MAZARIA」がオープン。パックマ
ンやガンダムなど、アニメやゲームの世
界に入り込むさまざまなVR 体験がで

井口 皓太 さん

世界
代表取締役

きる。

イベンター・マーケター向け

8 月のセミナー・イベント
2日
Bigbeat LIVE

＠東京ミッドタウン日比谷 BASE Q

3・4 日
Maker Faire Tokyo 2019

＠東京ビッグサイト

5日
編集長に叱られる！ 05

＠虎ノ門ヒルズフォーラム

STAND UP FESTIVAL

＠東京ビッグサイト 会議棟前広場

8日
日経 統合型リゾートフォーラム大阪
＠ザ・リッツ・カールトン大阪

19 日
CATERING LIVE TOKYO 2019

＠ AP 新橋

29 日
BACKSTAGE2019

＠虎ノ門ヒルズフォーラム

次号予告 ５０号は８月２３日発行
＜特集＞
BACKSTAGE2019 の歩き方

服部 滋樹 さん

graf 代表
クリエイティブディレクター

８月 29 日、虎ノ門ヒルズフォーラ
ムで開催する「BACKSTAGE2019」
は、スピーカー第二弾を発表した。
「SDG’s 思考でいく 〜アイランダー
サミット石垣の可能性（仮）
」のセッ

山根 シボル さん

人間
アイデアマン

グ業務全般を担当する牧嶋琢実さん、

吉田 貴紀 さん
BYTHREE
クリエイティブディレクター
BYTHREE inc

齋藤 精一 さん
Rhizomatiks
Creative Director
Technical Director

秦 アンディ英之 さん
Rhizomatiks
ONE Champioinship
代表取締役社長

貴紀さんの４名とで大阪ローカル、街

中心に拡大してきた総合格闘技団体

ヤプリにマーケティングスペシャリス

づくり、デザイン、若者等様々な視点

ONE Championship。日本を最重要

トとして参画している島袋孝一さんが

から “ 万博 ” を考える内容となる。

市場として、どのような取り組みをお

登壇する。
「今の時代の国際博覧会を大阪視点

「アジア最大のマーシャル・アー

こなっているのか？今後のビジョンに

ツ 団 体 ONE Championship の 日

ついて、舞台裏を紹介する。10 月 13

ションでは、石垣市市長の中山義隆

から考える」のセッションでは、大阪

本における野望」のセッションには、

日に日本で行われる記念すべき 100

さんを迎え、XPJP 代表取締役でエ

はそれに何を期待し、世界に何を発

ONE Champioinship 代表取締役社

回大会の最新情報もキャッチアップで

クスペリエンス・デザイナーの渡邉賢

信すべきで、我々はどの様に関わっ

長の秦アンディ英之さん自らが登壇。

きそうだ。

一さんがモデレート。10 月３日から６

ていくべきなのか？を Rhizomatiks

シンガポールで誕生し、東南アジアを

日の４日間、石垣市主催で開催される

で、ミラノエキスポ日本館シアター

「the islander summit ishigaki」の

コンテンツディレクター、ドバイ万博

内容が明かされる。ほかにゲストが参

日本館クリエイティブアドバイザー

加する予定も。

などを歴任した齋藤精一さんをモデ

「イベントでの貴重な接点を、継続

レータに、世界の代表取締役で映像

的なファンにしていくためには？」の

デザイナー / ディレクター / クリエイ

セッションでは、エンターテイメン

ティブディレクターの井口皓太さん、

ト業界に新しいライブ体験を提供す

graf 代表で、クリエイティブディレク

る playground のプロダクトマネー

ターの服部滋樹さん、人間代表取締

ジャー村石怜菜さん、ニューバラン

役でアイデアマンの山根シボルさん、

スジャパンで EC ビジネスの統括と

BYTHREE でクリエイティブディレ

共に、CRM、デジタルマーケティン

クター、BYTHREE inc. 代表の吉田

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＊ 8/9 までの「EARLY BIRD」期間中は 8000 円）
月刊イベントマーケティングでは「編集長に叱られる！#05 −ヒラヤマさんに
聞く、#backstage19 の歩き方−」を開催。BACKSTAGE 実行委員長ヒラ
ヤマコウスケさんほか、スピーカーの方々から直接、見どころ、聴きどころの
事前情報を収集できる。
BACKSTAGE 事前申込み者は参加無料。
参加を迷っている方には、お得な情報も！

スポンサー募集開始
体験型マーケティング に学び、出会う１日
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。

応募フォーム

