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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

Go,GoGo！
　17 万 5000 人以上の参加者を集め、テッ

ク系イベントでもっとも大規模と言われる

「CES」が１月にラスベガスで開催された。

その報告会は日本でもさまざまな切り口の

テーマで開催、共有されていて、現地に行け

なくてもトレンドとして見聞きすることがで

きる。

　イベマケ編集部が興味深かったのは、イベ

ント会社の視点から報告された CES で、表

紙の写真と本紙４ページに掲載している。一

般的には、出展物の一つひとつや潮流とし

てコンテンツにフォーカスがされるけれど、

もっと俯瞰して出展タイプなどの空間のつ

くり方、運営面などのひとの動き方からみ

た CES の話は、その場に置かないとわから

ない身体感覚と参加目線ではなく迎える側の

視点からのもので、これから大規模なイベン

トを控え、新たな企画を考えるイベンターに

とっても、気づきやアイデアが生まれていた。

イベントを主催・運営する側に立っている方

と話していると「イスをたった 30 ｃｍ近づ

けるだけでも、その場のコミュニケーション

が変わるのが面白い」「危険です！と警告す

るのに、太いロープより華奢な鎖のほうがひ

とは近づかないのよ」といったコミュニケー

ションデザインの工夫を聞くことがある。そ

れはあまり知られていないけれど、とても大

事なスキルで、そういうノウハウを体系立て

てまとめたいと思っている 2020 年です。

　イベントマーケティングはこの７月には５

周年を迎えることもあって、新しい取組み、

チャレンジをしていきますよ！ 2020 年もよ

ろしくお願いします。
（写真提供：前野伸幸さん＊4pレポート記事参照）

今月のインタビュー
こどもばんぱく主催者
中学生イベンター

中井 けんとさん
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特集
“ 応援する“って
なんだろうこどもの“ やりたい”表現する中学生イベンター
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2019年5月に開催された「BETAFPV Japan 
Cup」

～

応援する人、される人、その間を取り持つのがイベントや体験企画だ。
企画者へ開催の意図や効果を紐解くと、裏側には近くの人の未来を想う
気持ちや応援される人を周りで支える人まで含めた敬意があった。

ドローンレーサーに学ぶ
新興分野のロードマップ

魅せる 

つなぐ

昨年５月、「BETAFPV Japan Cup」が日
本で初開催され、ドローンレーサー・観覧者
含め200名ほどが集まった。日本チャンピ
オンdknbFPV（パイロット名）である後藤
純一さんが個人で企画、マイクロドローンメ
ーカー BETAFPVに掛け合い、共催という
形で展開。後続するドローンレーサーたち
の道をつくり、裾野を広く、層を厚くするた
めの試みで、ドローンレースという新興ス
ポーツを拡げようと開催した。

ドローンレースを個人で企画
　後藤さんは、スポンサー・会場交渉からレー

スのコース設計・施工、レース実況者や司会

者などのキャスティングに加え、当日はレー

スに使用するドローン機体の違反検査員にも

なり、多岐にわたって大会を盛り上げた。

　「今回のように主催者として大きく開催した

のは初です」（後藤さん）

　会場となったコミュニティスペース

“ 応援する ” ってなんだろう

後藤  純一さん
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楽しんでもらう
体験づくりで広がる効果

2018年からパ・リーグのオフィシャルスポ
ンサーになっているパーソル ホールディ
ングス株式会社（以下、パーソル）。グル
ープ経営戦略本部のプロモーション室で
は、さまざまな企画が立案されている。各
球団のファン心をくすぐり、共感が生まれ
るアイデアを、どのようなメッセージを込
めてつくっているのだろうか。「オフシー
ズンも大事なんです」と語るプロモーショ
ン室室長の櫻井直樹さんと渡邉昴志朗さ
んに、１月の企画内容を例に、想いや実際
の効果について教えていただいた。

ファンからの

ありがとう

パーソル ホールディングス株式会社
グループ経営戦略本部プロモーション室
室長櫻井直樹さん（左）と渡邉昴志朗さん

体験価値の提供を企画に
　１月15日に募集を開始した企画「“フリー

RUNS（フリーランス）” 挑戦者大募集」（現

在は募集終了）は、ユニークな体験をファン

に届けようと考えられたものだ。春季キャンプ

限定の企画として、パ・リーグ球団を代表す

る選手たちの練習相手となり、さまざまな形で

グランドを駆け回り、汗を流そう、というもの。

各球団と選手契約を結ぶ権利をもつことにち

なんで、FA 移籍体験企画と表現した。多様

な働き方を応援する意味合いに加え、総合人

材サービスのパーソルを想起してもらう狙い

がある。選ばれると賞金１万円、サイングッズ

とキャンプ地までの交通費・宿泊費の全額支

給の権利を獲る。

「サイングッズなども貴重なモノですが、渡し

て終わりではなく、体験価値を提供すること

にポイントを置いています」（櫻井さん）

　実際に昨年実施したパリーグ企画では「中

村剛也選手＆山川穂高選手の HR キャッ

チバイト」をする体験を提供。その模様は

YouTube の ( パーソル パ・リーグ TV 公式 )

PacificLeague TV チャンネルで 197 万回以

上再生されている（2020 年 1月22日時点）。

　キャンプ地で垣間見る選手の表情にも親近

感があるなどのコメントがみられ、コアファン

のみならず幅広く共感を生む内容になったの

だという。

　体験は映像として２次コンテンツとなる。応

募時点の話題創出、企画実施中のメディア露

出に加え、その後の映像コンテンツの SNS 拡

散が生まれる。Twitter でのタイムリーな投

稿はシェアされやすく、Google 広告などのオ

ンライン広告よりも露出効果は高いという。

スポーツのもつ波及力
　パ・リーグのオフィシャルスポンサーとなっ

たのは、テンプスタッフ、インテリジェンスな

どを統合してパーソルとなった２年目の頃。ア

ルバイトから転職、派遣など、多様な人材サー

ビスを扱うパーソルとしては、幅広い世代へ

の訴求を考え、スポーツのなかで昔から老若

男女に親しまれている野球に決まった。

「パ・リーグの “ パ ”と、パーソルの “ パ ” の

響きの親和性も理由の一つであることは裏話

ですけれど ( 笑 )」（渡邉さん）

　櫻井さんも渡邉さんも、担当してみて、パ・

リーグファンの熱量を肌で感じ、ファンの方の

歓喜する姿は自分のよろこびにつながってい

るから仕事が楽しい、と話し、スポーツのもつ

一体感が魅力だという。オフィシャルスポン

サーとして、さまざまな指標での効果測定もし

ており、調査によるとパ・リーグを協賛してい

ることを知っている人のパーソルへの好感度

は知らない人よりも30 ポイント上がったとい

う実質的な結果もでている。

「球団選手への応援ももちろんですが、その裏

のみえないところでファングッズや飲食販売、

場内アナウンス、データアナリストなど、たく

さんの“はたらく”があって球団が運営されて

いることを知ってほしいでですし、総合人材

サービスとしてはスタッフの方々含めて、応援

していきたいですね。実際に少しずつ事業と

してもスポーツ業界で働くことへの支援にもつ

ながっています」と櫻井さんは話す。

「TUNNEL TOKYO」では常設の LED ディ

スプレイをコースに活用。ドローンからの映

像では、コース半ばのトンネルをくぐり抜け

る際のスピード感が LED の映像演出でより

増幅、観客を興奮させた（2pQR コードの

YouTube 映像参照）。　また、レース展開を

可視化する映像システム「MAD SYSTEM」

（写真）は、「観客にもわかりやすく楽しんで

もらえた」と魅せることを意識した空間づく

りで展開している。

産業とつなぎ
レーサーのキャリア設計も

　後藤さんがこうした大会を主催するのは、

もう一つ理由がある。将来的にドローンレー

サーを目指す、スキルが高いレーサーの発掘

機会をつくるため。というのも、後藤さんの

周囲には、高いスキルを持ちつつも、次の展

望がもてずにいるチームメンバーやドローン

仲間がいる。また、スキルを培うのに要する

飛行時間や、費やした機体・部品への投資も

あることを知っているだけに、もったいない

と感じていたからだ。

　実際、国内ドローンレースでは賞金なしの

ケースもあり、優勝賞金は 20 万円程度が相場

だそう。毎回コンスタントに優勝できるわけ

ではもちろんない。海外のレースでは国内に

比べ賞金額が高くなるが、渡航・滞在費で支

出も高くなってしまうなど、ドローンレーサー

１本で生きていくには厳しい状況だ。

　後藤さんも 30 歳を超えて、IT エンジニア

からドローンの世界に転身した後、同じよう

に悩んだ時期があった。スキルを活かせる場

が、ドローンレーサーのキャリア設計に不足

している。

　一方で、ドローンはウェディング撮影や観

光地でのプロモーション動画、ミュージック

ビデオと空撮技術が幅広い業界で活用されて

おり、後藤さんはその先駆者でもある。最近は、

空撮以外に、点検や測量用途で大学機関や企

業からの相談を受け、一つひとつ実績を重ね、

ドローンと産業との架け橋となっている。若

いドローンレーサーにスキルに応じて割り当

てて、活動の場を広げるきっかけをつくって

いる。

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
2020年12月21日（月）

虎ノ門ヒルズフォーラム  

http://backstage.tours

BACKSTAGE 実行委員会
（イベントレジスト（株）/月刊イベントマーケティング/（株）ホットスケープ）

スポンサー募集開始！
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　1 月7日から1 月10日まで米ネバ

ダ州ラスベガスで開催された「CES 

2020（以下、CES）」。

　今回、CES に初参加した前野伸

幸さんは第８回 ホットスケープ Biz 

セミナーとして「イベント会社から

見た CES 報告会」を 1 月 20 日に実

施。日本にこれから開発・運営され

る IR 施設での MICE 会場の使い方

や大型イベントの運営の仕方といっ

た視点で、現地で感じた内容をイベ

ント関係者に共有した。

出展者の展示タイプ
　出展ブースは、スタートアップの

ゾーンでは国別に構成してレイアウ

トされており、大企業でも新事業は

小さな小間で出展。大規模ブースで

は、各社 LED ディスプレイを多用

したデザインが目を引いた。

 ホール内の一般的な展示ブース以

外に、日本では少ないケースとして、

アマゾンなど、１社が中規模会場を

貸し切り、エントランスを造作した

タイプの出展も。それ以上に存在感

を示していたと話すのが、グーグル

による屋外でのパビリオンタイプの

展示だ。グーグルでは会場前を走

るモノレールの車体をラッピングで

ジャック。また、日本でも参考にな

るのではと紹介したのは、レストラ

ンを貸切にしてメディア対応に仕立

てた例だ（写真１）。

大規模会場の運営面
　「CES」は、TechEast エリア（ラ

スベガス・コンベンション・セン

ター）、TechWest エリア（サンズ）、

TechSouth エリア（アリアホテル）

の３エリア、総面積約 27 万㎡と広

大で、エリア間の距離もあり、バス

やモノレールでの移動となる（図）。

メインの移動は連結型で 150-200 人

を輸送するシャトルバス。そのほか、

ゴルフカートでのユニークな移動

サービスも展開され、歩き疲れた際

にはありがたいサービスだったよう

だ。

　また、CES での移動に重宝した

のはアプリで、特にマップは自分の

位置も表示されて現在地を把握。複

層階の会場もレベルごとにスムーズ

に切り替えもできる。アプリでは参

加者同士のコネクション、バスの運

行チェック、ライブ配信などを活用

したという。そのため、スマートフォ

ン用の充電マシーンは多くの場所に

設置、午後は使用中の赤いランプが

たくさん光っていたという。

　こうしたテクノロジー活用もある

一方で、「ASK ME」という旗を掲

げたヘルプスタッフは体感で 300 名

は至るところにいたこと（写真２）、

参加証バッチの受取は 20 箇所以上

設置され、空港でも受け取れたこと

のほか、カジノ内にも CES インフォ

メーションが用意されていたことな

ど、ラスベガスの街が CES 一色に

染まるほどの大規模イベントならで

はの運営ポイントが紹介された。

― 第８回 ホットスケープ Biz セミナー「イベント会社から見た CES 報告会」
大規模イベントの展示手法と運営まれ 

写真１：レストランを貸切にし、エントランスを装飾したブランディング例。右は通常
営業時のレストラン

写真 2：CES 会場のいたるところに配置されているヘルプスタッフ。たすきや旗の
ASK ME がわかりやすい

図 :CES は３エリアで展開される

　また、前野さんは、同じ

ラスベガサスで開催された

企業カンファレンス「AWS 

re:Invent」を視察した経

験から、その違いを考察。

食事の場づくりについての

考え方を提案したほか、こ

れから IR ができようとし

ている日本として、海外の

イベントに参加して思うこ

と、海外との誘致合戦での

重要ポイントも展開した。

＊カンファレンスとの違い

や IR への提言は、イベマ

ケ web 版に掲載セミナーで報告する前野伸幸さん

　東京オリンピックの選考レースにも

なっている「2020 年 ASTC アジア

トライアスロン選手権」（4/24 〜 26、

広島県廿日市市）のボランティア200

名（一般 / キッズ / 通訳 / 救護）の

募集締切が 2 月28日までとなってい

る。なお、本紙では、同選手権に関

連する産学官連携シリーズ企画を３

月号／５月号で掲載予定。

ボランティア募集締切迫る
−ASTC アジアトライアスロン選手権

2 月のセミナー・イベント

次号予告 2020 年 2 月28日発行

＜特集＞  空間ディスプレイ

4 日　
虎ノ門ヒルズフォーラム内覧会
2020 １DAY イベント

＠虎ノ門ヒルズフォーラム
5 日　
東京都 MICE シンポジウム 2020

＠東京都江戸東京博物館
5 〜 7 日
第 89 回東京インターナショナル
ギフト・ショー春 2020

＠東京ビッグサイト
5・６日
ResorTech Okinawa（リゾテック・
オキナワ）おきなわ国際 IT 見本市

@ 沖縄コンベンションセンター
　

第 7 回 イベント総合 EXPO ／
Japan マーケティング Week 春

＠幕張メッセ
12 日　
ソラシティカンファレンス 2020
〜スポーツを遊ぼうスペシャル〜

＠ソラシティカンファレンスセンター
13・14 日
イベント JAPAN2020

＠東京ビッグサイト
19・20 日
サステナブル・ブランド国際会議
2020 横浜          ＠パシフィコ横浜
   
20 日　
第 1 回 横浜グローバル MICE
フォーラム         ＠パシフィコ横浜

25 日　
編集長に叱られる＃ 06

＠虎ノ門ヒルズ＃ CAFE105 
TORANOMON

26 日
第 29 回国際 MICE エキスポ
IME2020 

＠東京国際フォーラム

イベンター・マーケター向け
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サクラインターナショナル

　The Global MICE Producer と

自社を位置づけ、数多くの海外拠点

と多言語スタッフが、グローバルに

MICE の企画・運営・装飾 サービス

を展開するサクラインターナショナ

ル。「今回は eSports の取組みを『ひ

ろげる つながる 世界へ』をコンセプ

トに展開します。ロゴも新しくなった

弊社の可能性を確かめに来てくださ

い！」（西山茉実さん）。創業以来 50

年かけて培ったイベント企画・運営・

装飾のノウハウを武器に顧客が抱

える悩みを解決する。

ブース企画・装飾・運営はすべて

入社１〜２年の若手社員が担当。 

新たな時代を切り開くフレッシュ

さも取り入れた展示となる。「“ お

客さまと共に、次の時代の MICE

を創出する”をモットーに、当日は、

サクラインターナショナルの若手社

員が皆さまと綿密なヒアリングを行

い、新たな MICE 事業を創出するた

めのご提案をいたします！」（黒澤永

さん）

こうじばん マイ・ブロック事業部

　プラスチック敷板メーカーの㈱こ

うじばんは、ブロックを積み重ねる

だけで家具や建物までつくれる「マ

イ・ブロック」を出展。インスタ映え

する空間も短期間で設営できるため、

イベント主催者に好評だ。

　30cm x 15cm x 15cm のフルサ

イズのほか 1/2、1/4 のサイズ展開と

14 色のカラーバリエーションを用意。

東京造形美術

　洗練された空間デザインを提案し、

毎年同展で新規顧客獲得してきた東

京造形美術。今年は既存顧客を中心

に新たに導入した「beMatrix」を出

展。工具不要で短時間で施工できる

ことに加えて、豊富なモジュールや

木工と組合せることで高いデザイン

性も同時に実現する。

　そしてもっとも重要なのが環境配

慮だ。繰り返し使用可能なことに加

えて、アルミ製でリサイクルがしや

すい。海外企業との取引が多い東京

造形美術は、顧客企業に SDGｓへ

の貢献が求められる。ブースをつく

るのではなく、クライアントの課題を

解決するのが同社のスタンスだ。

スポーツ スペシャルを遊ぼう！

￥4,000
《14：30～22：00》

ぜんぶ参加 !
sola city Hall・Terrace Room

お食事・飲み放題付き2 月 12 日 水曜日

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

66

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

2 月 5 日から 7 日の 3 日間、イベントの企画、機材、会場、グッズなどが出展されるイベントの総合展「第
7 回イベント総合 EXPO」が幕張メッセで開催される。多数のイベント関連企業がブースを構えるなか、
イベントマーケティング編集部注目の出展者を紹介する。

イベント総合 EXPO

新人社員が企画・施工・運営を インスタ映えを短時間でつくる

beMatrix お披露目

出展ブースでは西山さんと（左）
黒澤さん（右）もアテンドする

今年の見どころ

子どものころに遊んだブロックのよ

うに、自分の好みの色や形を考えな

がら組立てできる手軽さが印象的だ

が、1ブロック１kgと

軽量かつ耐荷重２t と

安全性もたかく、大型

の施工にも対応する。

販売のほかレンタルに

も対応している。
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2020

2020

★「イベントJAPAN2020」特別セミナー開催
会場　「イベントJAPAN2020」会場内特設セミナー会場　入場料　無料(先着80名　事前申込状況により当日受付も可)事前申込未牛込はこち
らから https://eventregist.com/e/eventjapan2020   ※出演者、内容は変更になる場合があります。

イベントと食品ロスを考える
国際連合食糧農業機関　駐日連絡事務所　所長　ンブリ・チャールズ・ボリコ氏   
農林水産省　食料産業局 バイオマス循環資源課　
食品産業環境対策室　室長　野島　昌浩氏  
目白大学メディア学部　特任教授／JEVAイベント総合研究所　所長　 岡星　竜美氏

子供向イベント運営における安全安心について
(一社)日本エア遊具安全普及協会　代表理事　栗橋　寿氏

「熱中症対策の新しいカタチ」最先端の屋外冷房で真夏のイベントを快適に！
三協エアテック株式会社　業務部部長　尾子　信一氏

２/13(木)
11:30～
12:40

1３:30～
1４:０0

２/14(金)
11:30～
12:３0

2月13日
2月14日

2020

木
金

東京ビッグサイト  青海展示棟  Aホール

入場無料（名刺をご持参ください）

10：00～18:00
10：00～17:00

2020 
2020年  2月13日  2月14日

13 

木 金名刺をご持参ください名刺をご持参ください

最新の「集客」「販促」「イベントツール」の商談会

『集客、販促、イベントの新時代』に向けて

イベント総合EXPO
イベント JAPANで
ついにお披露目 !

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。

掲載社・サービス・イベント告知　募集中

http://eventbuzzle.com

今なら無
料

遊具、映像、集客、演出のツールが一堂に
―― イベント JAPAN2020

　最新の集客・販促・イベントツールの

商談会「イベントJAPAN2020」が 2

月13日、東京ビッグサイト青海展示棟

Aホールで開催される。

　集客・販促システム、アミューズメント・

アトラクションツール、映像・音響、スポー

ツ関連、特殊効果、設営・展示装飾な

どイベントに関連する機器やツールの展

示・商談が行われる。2日間の来場者

数は1万人の見込み。

　展示のほかに毎年好評を博している

関連セミナー。13 回目の開催となる今

回は、食品ロス、安全・安心、熱中症

対策など、イベント業界の喫緊の課題

について各分野の第一人者が登壇す

る。

　東京 2020、ワールドマスターズゲー

ムズ2021を控え、高まる最新イベント

ソリューションへのニーズに応える展示

会となりそうだ。

■開催概要
名称：イベントJAPAN2020
会場：東京ビッグサイト
青海展示棟 A ホール　 
会期：2月13日（木）・14日（金）
主催：㈱インタークロス・コミュニケーションズ
協力：（一社）日本イベント産業振興協会、

（一社）日本イベント協会、日本イベント業
務管理士協会、日本イベントネットワーク
協会
入場料：無料（入場登録制）

ー編集部注目の出展者ー

■イベントレジスト
ビジネスイベント運営が劇的に変わる！オンライ
ンイベントプラットフォーム「EventRegist」の
紹介。

■スプラシア
イベントで使える動画制作サービス「CM 
STUDIO for EVENT」、フ ォト ス ポ ッ
トで使える！動画合成サービス「VIDEO 
GENERATOR」を出展。

■月刊イベントマーケティング
本紙も出展。イベント情報サイト「イベント
バズール」、イベントの集客・記録する「イベ
ントアーカイブス」などを提案する。

　日本政府観光局が「2018 年 JNTO

国際会議統計」を発表した。2018 年

に日本で開催された国際会議の件数

は、前年比 3.6% 増の 3,433 件、参加

者総数は、前年比6.6%増の184万人、

外国人参加者数は、前年比 12.3% 増

の 21 万人だった。日本での開催件数

　商業施設・文化施設などの空間づ

くりを行う丹青社は、マルチアクセ

スエッジコンピューティング（以下、

MEC）を活用した NTTドコモの

実証実験に、空間づくりのノウハウ

を活かしたコンテンツ企画などで参

画している。実験は 1 月 23 日・24

日に東京ビッグサイトで開催された

は 7 年連続で過去最高を記録。外国

人参加者数は 2 年ぶりに 20 万人を

上回り、過去 2 番目となった。

　会場別の「開催件数」「参加者総数」

でパシフィコ横浜が国内 MICE 施設

の中で 1 位に、外国人参加者数では

国立京都国際会館が最多だった。

「DOCOMO Open House 2020」で

行われ、多数の来場者が体験した。

　MEC は、移動通信網において、

利用者により近い位置にサーバーや

ストレージを配備する技術で、5G ソ

リューションとしての活用が期待さ

れる。

パシフィコ横浜が開催件数１位に
―― JNTO 国際会議統計

5G 向け AR アプリ実証実験
―― NTT ドコモ／丹青社

イベント JAPAN2019 の会場には
さまざまなイベントグッズが勢揃い
した。今年も多数の出展者がオリジ
ナリティあふれるアイテムやサービ
スを出品する。



【News/Servies】 Event Marketing No.55  January 31,2020 7

ンや、「御茶ノ水ゴールデン街」と銘

打ったケータリング居酒屋を楽しみな

がら参加者同士が意見を交わし合う。

　今回は“ 企業内や一個人でのイン

クルージョンの推進をスポーツで読

み解く！”をテーマに、サステナブル

な取り組みをスポーツの事例で楽し

みながら学び、自分ゴト化する。

　Ｔリーグのチェアマン松下浩二氏、

日本フェンシング協会専務理事 宮脇

信介氏、日本バスケットボール協会

理事の葦原一正氏による基調講演の

ほか、卓球とスマートフェンシングの

体験コーナー、チアリーディングなど

豊富なコンテンツが揃う。

ム関連企業の出展に混じって、イベ

ント・展示会業界企業も出展しており、

イベントビジネスとしての eSports

の注目度の高さがうかがえた。

　シルバースポンサーとして協賛出展

したサクラインターナショナルは、同

社のグローバルネットワークを通して

多数の eSports イベントに参入して

おり、海外の大会運営のノウハウや演

出、新しいeSports のロゴも披露し、

マスメディアの取材も多数うけてい

た。出展担当のサヒル・キラン・クル

カラニ氏は、「LED やウルトラワイド

４Kモニターなどを用い、一般の来場

者にもeSports の華やかさをお見せ

したかった」と語った。

     ディスプレイ  特集
空間           　 

次の２０２０年2月29 日号で特集します

3 月 31 日号  イベント会場最新事情
4 月 30 日号  集客を増幅させるテクノロジー
5 月 31 日号  企業イベントの現在と未来
６月 30 日号  体験価値を可視化するテクノロジー
7 月 31 日号  イベントのケータリング

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）　　

♥ココロの空間お埋めします

からの大事なお知らせ

　「point 0 marunouchi」では、実

証実験に参画している企業が毎月主

催イベントを開催している。2019 年

12 月に開催されたのは、㈱オカムラ

主催の office .0（オフィスポイントゼ

ロ）イベント。

人や集団に合わせて
オフィスは変化してきた
 3 部構成で行われたトークセッショ

ンでは、海外・日本のオフィスの歴

史や、人間工学に基づいた椅子など

についてプレゼンテーションされた。

日本では昔から島型に配置されたデ

スクで仕事を行うという考え方が主

であり、現在もそのようなデスク配

置の企業は多い。

 しかし近年では人の時間の使い方が

多様になったことで、オフィス空間

の設計も変容してきた。会議の場、

テレビ会議するための場、1 人で集

中するための場など、それぞれの 

”はたらく”シーンに合わせてオフィ

スの設計を行う（ABW の考え方）

だけでも、その場にいる人の” 空間”

に対しての満足感が変わるのではな

いだろうか。

道具一つでもオフィス空間
はまだまだ進化できる
　人間の姿勢は道具によって変わっ

てしまう。高さ調整ができない、椅

子の奥行きが変えられないなど、体

の大きさに合わないものを使用する

と姿勢が悪くなってしまう。こうし

た使う人間に合わせられない道具は

どんどん無くなっていくとトークセッ

ションでは話した。ICT 化が進み、

PC やタブレットから使う道具がさら

に進化していけば、オフィス空間は

より進化していくことが求められる

だろう。

2020 年 2 月、第 1 回 point 0 カン

ファレンス「point 0 ignite 2020 

winter」を開催！

　point 0 marunouchi では、2020 年
2 月3日・4日に第 1回カンファレンス
を開催する。実証実験を行っている参画
企業に加え、新たな参画企業や実証実験
のお披露目、これまでの実証実験の報告
などが行われる。
　また、point 0 参画企業によるトーク
セッションも行われる予定となっており、
ここでしか聞くことができない情報が公
開される予定だ。（トークセッションは
point 0 marunouchi Facebook ページ
にてライブ配信予定）。       

 （文・写真・岡本侑子）

#03　
「人を軸にした
 はたらく空間×体験」
Powered by point 0

あ ら ゆ る

価 値 観 を

定義する場所

　2 月12日、ソラシティカンファレ

ンスセンターで「ソラシティカンファ

レンス2020 〜スポーツを遊ぼうスペ

シャル〜」が開催される。

　同施設の利用者やイベント関係者が

　1月11日と12日の2日間、東京ビッ

グサイト南１ホールで「東京 e スポー

ツフェスタ」が開催された。

　大型の eSports 競技大会だけでな

　 デ ル タ 電 子 は、昨 年 11 月の

InterBEE で DLP 8K プロジェクタ

の37,000ルーメンの新モデルを発表。

8Kドキュメンタリー作品「Water 

with Life in Taiwan」など、コンテ

ンツ制作にも力を入れている。

　また、８K 体験として、現在、森

集まるこのカンファレンスは、企業が

この先見据えるべき持続可能な取り組

みを、スポーツの事例を通して学び、

お酒を飲んだりしながらゆるーく語ら

おうというもの。最新情報のセッショ

く、小池百合子都知事とお笑いコン

ビ霜降り明星のせいやさんのゲーム

対決なども行われた。ゲーマーや家

族連れが多い BtoCイベントで、ゲー

美術館で開催中の展覧会「未来と

芸術展：AI、ロボット、都市、生命

――人は明日どう生きるのか」（〜

3/29）で展示する映像アーティスト

がデルタ電子の８K プロジェクタを

活用し参画。繊細な映像を再現して

いる。

酒とスポーツと体験とイベント
―― ソラシティカンファレンスセンター

eSports 展に展示会企業も出展
―― サクラインターナショナルほか

未来と芸術展に８K で協力
―― デルタ電子

TV のニュースにもとりあげられた東京 eSports フェス

1月１４日のプレスカンファレンス グラフィックレコーディング
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こどもの“ やりたい”表現する中学生イベンター
【Interview】

――2018 年に第１回目の「こどもばんぱく」

をスタート、2019 年にも継続して展開してい

ます。こどもたちだけでイベントを開催しよ

うと思った理由を教えてください

中井　こどもばんぱくでは、大人たちから「こ

どもはできない」といった偏見をなくして、

こどもたちの表現でもなにかできることがあ

る、それを発表できる場所をつくりたいと思

い、企画しました。

　こどもたちはいま、たくさんアイデアがあ

るんですが発表するルーツは学校の作文くら

いで、「やりたい」で止まってしまうんです。

それが個人的にはとてももったいないと感じ

ていました。親子で参加してもらった大人た

ちにもアイデアを体験して、感じてもらいた

い、というのが一番の目的で開催しています。

――イベント立ち上げで苦労したことは

中井　１回目も２回めもイベント資金はクラ

ウドファンディングをつかって集めました。１

回目は特に SNS での発信力もまだもっていな

い時期で苦労しました。募集期間中、まった

く入金のない日もあって、精神的にもつらく

なり、資金調達の苦労を知りましたが、楽し

いと感じる面もありました。入金があったり、

企業さんからの協賛が決まったりするとイベ

ントの価値を認めてもらえたように思えるか

らです。

　また、クラウドファンディングでは、「こど

もがいかがなものか」、「こどもはできないで

中学生イベンター  「こどもばんぱく」 主催者

中井  けんと さん

子どもたちだけで企画・運営・出展を行うワークショップイベント「こどもばんぱく」を主催
する中井けんとさん、14歳。中学生イベンターとして、企業へのスポンサード依頼も
提案書を作成し、自ら行う。２回目のこどもばんぱくには3000人以上が参加するなど
反響も大きい。今年は８月に「こどもばんぱく」を予定しており、中井くんが主催するの
は今回が最後の年だという。これまでの開催のいきさつや、今後の展望についてお
話をうかがった。

しょ」とも言われて、こんなにも“こども＝で

きない”というイメージがあるものなのかと思

い、逆にその固定概念がこどものやりたいを

とめてしまっているのではないかと気づきま

した。

――こどもばんぱくのイベント設計図、たと

えば運営管理も自力で作成したんですか

中井　資料づくりも初めてで、スタッフ配置

もわからないことだらけでした。イベンター

だった母に聞いたり、周囲の大人たちにも資

料をみてもらってわかりづらい点を指摘して

もらったり、人数の配分も適正かなど、ネッ

ト上だけではわからないので、相談できるひ

とがいたことは助かりました。

　２回目からは運営に５人のこどもたちをメ

ンバーに加えて、クラウドファンディングの

シェア数アップや , スタッフ募集などについ

て課題解決のためのアイデアを出し合ったり、

web サイトの更新をしたりと分担して展開し

ました。

――こどもばんぱくを実施してみて、自分の

思い描いていた場になりましたか

中井　こどもたちの表現できる場として機能

したとは思います。ですが、コンセプトづく

りしか意識していなかったことに思い至りま

した。細々としたこと、と言っても大事なと

ころで、来場者の視点になっていなかったん

です。僕は不登校だったり、障害者であったり、

社会立場的にマイノリティとされるところに

属しているので、そういった来場者も多く参

加してもらいました。車椅子などバリアフリー

対応がしっかりできない、飲食ブースがない、

といったところは反省しました。

――今後、新たなプロジェクトやしてみたい

イベントはありますか

中井　こどもばんぱくを僕がするのは中学生

のうちだけと決めているので、今年で僕主催

のこどもばんぱくは最後です。

　いまやりたいと進めているのは「@ADHD

プロジェクト」というものです。発達障害の

一種で ADHD という物忘れがひどい、物事

に集中できない、という障害があります。おっ

ちょこちょいレベルが生活に支障をきたすと

いうもので、僕もアスペルガーという脳性麻

痺をもっています。プロジェクトをしたいと

思ったきっかけは小学生のときに ADHD の

方の集いに行ったのですが、そこの空気が暗

かったんです。もちろん「理解されない」と

いうのは一理あって、自分から特性を説明し

ないと「甘えている」と思われる方も多いん

です。でも「健常者になりたい」というのは

現実逃避みたいでもったいない、と個人的に

思いました。

　ADHD は悪い面もあるけれど、裏を返せば

良い面もあります。たとえば、過集中は良い

作品を生む能力でもあります。ある作家さん

は４日間作品作りにのみ集中できるほど、や

ばい集中力があります。

　ADHD を隠すことはないと思っています。

よく社会の目が怖いという恐怖症のひとはい

るんですけれど、その目というのは自分の意

識がつくるもの。変な目でみられていると思っ

ても、気にしなければいいんです。自分の

ADHD を自信をもって言うことができたりす

れば、いわゆる社会の目というものもなくな

るのではないかと思います。

　ADHD だけでなく、障害者でも健常者でも

自分を丸めて生きているひとって世の中には

いると思っていて、自分のやりたいこと、し

たい格好ができる、自己開放するイベントを、

音楽フェスのような形でしたいと思います。
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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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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。


