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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

ハロウィンに学ぶイベントの未来
　そのイベント、どこで開催するの？ 

　会場がわかれば、どんな人が集まるのか、

何人くらい来るのか、仕事なのか、学びなのか、

楽しみなのか、だいたいわかる。それによって、

誰を誘おうか、どんな服を着ようか、どんな気

分で行こうか、なにを持っていこうかと考えだ

す。

　イベントがどう進化していくかは場所のもつ

力、イメージによるものが大きい。

　渋谷のスクランブル交差点付近のハロウィ

ンは、主催者がいない自然発生的なイベント。

街の発信力と求心力が数十万人という人を集

める。ゴミやマナーの問題はあるが、人を熱

狂させるエネルギーをもつ。地味ハロウィンの

ような派生イベントも生まれた。

　そんなハロウィンも今年は様変わり。「渋

谷には来ないで」と長谷部健区長が自ら訴

えている。人が集まるかわりに、渋谷区は公

式のバーチャル渋谷を用意。“ 密 ”をつくら

ずに、参加者がハロウィンを楽しむために、

Clusterをプラットフォームに渋谷未来デザイ

ン、KDDI などで組織された実行委員会がオ

ンラインイベントを主催。アイドルやお笑いの

ライブも行われる。表紙写真のはがせるフェ

イスペイント、ミラクルペイントもオンライン

で、ハロウィンメイクのやり方をレクチャー。

　オンラインで同じように楽しめるのか、みん

なが満足できるかはわからない。ただ、以前

と同じには決してならない。この新しい体験が、

場のもつ力、集まることの意味を分からせてく

れるだろう。

　今号では大阪・東京ビジネスイベントエリ

アを特集。オンラインやハイブリッドが増える

なか、イベントの意味、場のもつ力、当たり前

に思っていたことをもう一度考えよう。

今月のインタビュー
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再開発が続いている大阪・東京。そこには新しいスポットや賑わいなどひとが集まるだけでなく、知識や情報が集積し、ネット
ワークを形成してひととの横のつながりの場をもたらすコトづくり＝イベントでの街づくりも進行している。MICEの現在地で、
新しい風景をつくろうと活動するMICEなひとたちの言葉から少し先の未来を妄想してみよう。

［大阪］MICE 経済政策
いかにアクションするのか

田中 嘉一さん

公益財団法人大阪観光局

大阪・東京ビジネスイベントエリア

MICE の位置付けと
雰囲気を変えた３つの試み
　コロナ禍でのイベント再開の第一声は、大

阪から聞こえてきた。もちろんイベント会場

での催事がゼロだったわけではないが、7 月

の「ホテル・レストラン・ショー &FOODEX 

JAPAN in 関西（以下、関西ホテレス）」含め

た７展の大型展示会の再開は、全国の MICE

関係者にとって大きな後押しとなった。視察

にきた主催者の多くが、いち早く実施された

要因の一つは「行政との連携」と口にしていた。

　大阪で行政とMICE 主催者の調整役として

の大きな役割を担うのが大阪観光局。MICE

政策統括官を務める田中嘉一さんは「評論せ

ずに、いかにアクションをとるのかが大事」と、

今回の試みを振り返る。

　積極的な MICE 推進の背景には、絶好調

だったインバウンドの減少をどう戻すのかとい

う使命もあった。「観光を一般観光とビジネス

旅行に大きく分けると、MICEは後者にあたり、

まずは不要不急ではないビジネス旅行から戻

すことで、雰囲気を変えていく必要があった」

と先行施策の理由を話す。

　東日本大震災の際にもビジネス機会をつく

る展示会を実施して復興のムード醸成した経

験を思い起こし、大阪観光局では３つのこと

を展開した。第一に、知事と市長の理解を得

て全国に先駆けMICE開催の旗をあげること、

第二にガイドラインを策定すること、第三に目

に見える形で開催をしていくことだ。４月の段

階で関西ホテレスの開催を宣言し、６月３日に

は大阪府と大阪市の合意のもとガイドラインを

策定、７月29日からの関西ホテレスはガイド

ラインの実証実験の場として、ガイドライン策

定に参加した大阪市立大学大学院特任講師の

加瀬哲男さんとともに視察している。

　2021 年には、「FOODEX JAPAN in 関

西 2021」の新規開催が決定。「ツーリズム 

EXPO ジャパン 2021」は東京開催予定だっ

たが、東京オリンピック・パラリンピック開催

延期により、大阪開催になった。「大阪モーター

ショー 2021」も決定し、来年はメガ展示会が

大阪での開催を予定している。

　「withコロナの本質は、“やり方次第ででき

る”という発想でチャレンジすること。2025

年大阪・関西万博に向け、新しい価値創造に

挑戦し、世界水準の MICE 都市大阪へ引き続

き重要政策として推進します」

大阪観光局では、6/3にはガイドラインの初版を
発表。7/29に国内初の大型展示会を実際に大
阪で初開催し、ガイドラインの実証実験の場にも
している。
　特徴的なのは、８頁のガイドラインのうち最初
の２頁を「MICEは経済発展・地域活性の『エンジ
ン』」、「コロナ禍からの経済回復のため、MICE開
催を推進！」と価値とメッセージをしっかり組み
込んでいることだ。

感染症拡大のリスクを抑え、MICEを開催するた
めの主催者向けガイドライン

「ホテル・レストラン・ショー&FOODEX JAPAN in 関西」

スピード感ある施策と実行
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開業予定 会場名・事業名 会場の概要
2022 年 5 月 梅田サウスホール 大ホール 882㎡・ホワイエ 641㎡・小ホール 180㎡
2024 年 3 月 梅田３丁目計画 < 仮称 > 劇場：1200 〜 1300 席の２層式を予定
2024 〜 27 年 ( 仮称 ) うめきた 2 期地区開発事業 MICE 施設：大ホール、小ホール及び会議室を整備

リフレクション広場：屋外 1 万人規模のイベント広
場を予定

今後開業予定の大阪駅前周辺エリアの MICE 会場

「梅田サウスホール」が入る
大阪梅田ツインタワーズ・サウス

　大阪観光局が、大阪の７つの主要MICEエ

リアのうち、企業ミーティングや中小インセン

ティブの場として挙げるのが「大阪駅周辺エ

リア」だ。内閣府地方創生推進事務局が特定

都市再生緊急整備地域として指定する全国15

地域のうちの一つでもあり、国際競争力強化

をめざし、オフィス・商業・宿泊・交通機関の新

設などの開発が続き、2027年にはガラリと風

景が変わりそうなエリアでもある。

　「大阪駅周辺エリア」の範囲は、北側のうめ

きたエリア、阪急大阪梅田駅・茶屋町エリア、

南側のJR大阪駅南エリア、そして、西側の西梅

田エリアを含む。講演会や研修会にパーティ

などの飲食、宿泊を伴い、アクセスもよい都市

型のMICEエリアとして、相互連携を図った

一体的な開催に期待が寄せられている。

2022 年５月には新会場も開業
　この大阪駅周辺エリアの中心に位置し、今

後開業するMICE会場として注目を集めてい

るのが「梅田サウスホール」。オフィス・阪神百

貨店（阪神梅田本店）が入る大阪梅田ツインタ

ワーズ・サウスの11階に大ホール882㎡・ホワイ

エ641㎡・小ホール180㎡をもつ多目的ホールと

して設置される。2022年５月の開業を控えて、

今年９月から予約申込みをスタートした。

　開設準備室の高橋清治さん（阪急阪神エス

テート・サービス株式会社イベント事業部）は

「JR大阪駅から地下道直結徒歩３分の絶好の

アクセスを活かし、セミナーから展示会まで

多数の来場を必要とする催事でご利用いただ

けます。天井高7ｍ、300インチ大画面スクリー

ン常備の大ホールや、外光が入り解放感のあ

るホワイエなど、来場者様・主催者様にとって

使い勝手のよい最新鋭のホールです」と話す。

　同社は西梅田エリアにハービスＨＡＬＬを

運営しており、駅周辺エリアで２会場運営す

る強みを活かす。

　駅周辺エリアでは、うめきたは１期のグラ

ンフロント大阪に続き、２期の開発が今年秋

から本格化、2023年春にJR西日本「（地下新

駅）大阪駅」が開業し関西国際空港に直結。

2024年夏に一部まちびらきの予定で、2027年

に全体が開業する。うめきた2期全体の９万

㎡のうち、半分にあたる４万5000㎡には都市

公園が設けられることが特徴で、１万人規模

のイベントに対応する屋外のリフレクション

広場のほか、コンベンション会場が完成予定

だ。西梅田エリアでは、大阪中央郵便局跡地

に1200〜1300席の劇場が2024年に開業する。

　梅田エリアMICE誘致・観光推進研究会も

2018年３月に発足し交流しているという。

　駅前周辺エリアが、MICE の MとI（企業

ミーティングと中小インセンティブ）の未来を

担うとするならば、大阪 MICE の E（大型展

示会）をずっと牽引しているのが、ベイエリア

だ。日本の大型展示会場の先駆けであるイン

テックス大阪が 1985 年に開業して以来、咲洲

一帯にはホテル、商業施設も展開した MICE

地区となっており、インテックス大阪がその中

核施設となっている。

大阪ベイエリアMICEで一貫支援
　ここベイエリアでは、このインテックス大

阪、ハイアット リージェンシー 大阪、ATC

ホール、ホテルフクラシア大阪ベイ、大阪観

光局で、エリア一帯での MICE 受入れをする

「大阪ベイエリア MICE」を展開。大阪観光

局が推進する７つの大阪 MICE エリアのなか

でも、連携体制のスタートも早く、実績も多

いエリアだ。

　インテックス大阪の近藤秀樹さん（一般財

団法人 大阪国際経済振興センター 推進部長 

兼 MICE 推進室長）は、ベイエリアの特性や

大阪ベイエリア MICE の取組みについて「単

独では厳しい MICE 誘致も、施設間で連携す

ることで補完し合いながら面での受入れがで

きます」とし、MICE の変遷にも触れて「80

年代にはなかった複合型の MICE がでてくる

ようになったことがきっかけです。たとえば

展示会でのセミナー併設でビジネスマンの視

察来場がしやすくなったことを受け、セミナー

を複数トラックで展開するようになったり、イ

ンセンティブとしてのパーティ開催をするよ

うになったりしたのも、ここ 10 〜 15 年のこ

とです」と話す。

　実際の実績としては、大阪ベイエリア

MICE がスタートする以前から、国際金融会

議「Sibos 2012 Osaka」で約 6000 名をエリ

ア全体で受入れており、以来、展示会の付随

するものはインテックス大阪を中心に、カン

ファレンスはハイアット リージェンシー 大阪

を中心にといったように展開。最近では「G20

大阪サミット（2019）」を経験し、G20 後には、

認知度が上がって海外からの MICE の引合い

が増えたという。

　「大阪ベイエリア MICE」の事務局を務め

る ATC ホールの中村雅人さん（アジア太平

洋トレードセンター株式会社 ホール事業部 

課長代理）は「大阪ベイエリア MICE の活

動をしていると、各施設の担当者だけでなく、

トップから別部署のスタッフまで、エリア展

開の理解の深さを感じます。大阪 MICE の先

進エリアとして成果の発表機会も多く、成功

体験の共有が、次の機会獲得に有効に働いて

いますね」と分析する。「受入る連携から、提

案する連携へ」として積極的に情報交換や勉

強会も実施しているという。

　最近では、MICE 施設に SDGs を取り入れ

るための基礎セミナーをはじめ、MICE ビジ

ネスに SDGs をどう取り入れることができる

か、持続可能であり未来に選ばれる会場にな

るためにサステナビリティミーティングを開

始している。また、MICEのEが中心だったが、

I のインセンティブ向けにユニークベニューの

一環として、ATC ホールの海に面した開放

的な屋外イベントスペースを活用した花火メ

ニューの開発にも取り組む。

梅田サウスホール
開設準備室

高橋清治さん

阪急阪神エステート・サービス株式会社
イベント事業部 ATC HALL

中村 雅人さん

アジア太平洋トレードセンター株式会社
ホール事業部 課長代理

インテックス大阪

近藤 秀樹さん

一般財団法人 大阪国際経済振興センター
推進部長 兼 MICE 推進室長

ベイ エリア

受入れから提案へ SDGs への取り組みも
大阪駅周辺 エリア

2027 年まで続々と開発つづく
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プラダンコンテナー
のオーダーメイド

受注製作
開始！！
受注製作
開始！！

内容物に合わせた
　  オリジナル設計

1個から製作OK！

緩衝材も合わせて
大切な商品を
しっかり守ります。

RA東京スタジオRA東京営業所
西尾レントオール株式会社 Tel 03-5851-9240

Fax 03-5851-9267

ratokyo-sign@rent-all.co.jp
東京都足立区西保木間2-5-10

またあつまろう

PORT HALL
PORT STUDIO
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藤村 博信さん

      東京観光財団
        コンベンション事業部
             次長

［東京］ビジネスイベンツ拠点としての竹芝・渋谷
東京観光財団のサポートと期待

地域内の施設が連携し
総合力でイベントを

浜松町・竹芝・芝浦
多様な東京の顔が凝縮

　観光振興のため「最高の東京体験」の提供を

サポートする東京観光財団は、ビジネスイベン

ツの誘致・開催も支援している。

　これまで大丸有、六本木、臨海、日本橋、品川、

八王子、立川をビジネスイベンツエリアに選

定。今年9月に新たに加わった「渋谷エリア」と

「浜松町・竹芝・芝浦エリア」が、新たなＭＩＣＥ

需要に応える拠点にと注目が集まっている。

　東京観光財団は、MICE受入施設が一定程

度集積するエリア内のステークホルダーをまと

める組織をサポートし、3年間の財政支援と7年

間のハンズオン支援を行う。同財団コンベン

ション事業部の藤村博信さんは言う。「ビジネ

スイベンツの開催には、会場、ユニークベニュ

―、宿泊施設を始めさまざまな事業者が関わり

ます。彼らが一体となり、地域の総合力を発揮、

またお互い連携してMICE主催者の利用目的

にあわせた形で提案していくことが東京への

MICE誘致につながります。」

　地域内の連携と同様に、都内の各エリアの特

徴を活かして、１つの東京としての競争力を向

上させるため、これまでのMICE誘致の知見を

活用しコーディネートするなど、海外イベント

の誘致、受け入れ態勢の整備を今後も東京観光

財団はサポートしていく。

各エリアの個性を活かし
新しいMICEで東京の未来を
　今回の２エリアは、それぞれ違う特性をもち、

東京ＭＩＣＥの新しい顔として期待されてい

る。

「渋谷エリアはそれぞれの施設は大きくはあり

ませんが、駅前に開発された最先端の施設間を

歩道橋でつなぐなど、街全体でイベントを開催

するという新しい形ができるのではないかと期

待されます」（藤村さん）　

　竹芝・芝浦は、舟運の荷揚げ場として整備、

利用された埋め立て地で、倉庫街や近年再開

発された商業施設ホテルなど、大きな街区で構

成。浜松町は古くから発展し、増上寺などの歴

史的建造物や雑居ビルなどもひしめく。江戸

から続く町と再開発途上の新しい街と東京の

二つの顔が混在したエリアになっている。

3 地区で進む
再開発と施設整備
　羽田空港からモノレールで直結する浜松

町。世界貿易センタービル内の会議施設

WTCコンファレンスセンターは、国内のアク

　浜松町・竹芝・芝浦エリアは、３地域それぞれ

に開発が進んでいるが、歴史的建造物と新しい

開発、イノベーションが融合しており　MICE

による来訪者が短い滞在時間のなかでさまざ

まな東京の側面を体験できる。

　藤村さんは「コロナ後の観光振興を行いつ

つ、MICEという視点では数年先を見越して動

いています。MICEは未来を担保するという

考えの下、コロナ禍の今も積極的に活動してい

ます。シンガポールやソウルなど、国際競争の

相手はさまざまな施策をうっていますので、東

京も立ち止まってはいられない」と語る。

東京のプレゼンスをさらに向上させる竹芝・渋

谷の新たなMICEに期待が高まる。

人が集まることが難しくなったいま、イベントの価値が改めて問われている一方、
街づくりは人の賑わいと、その装置としてイベント施設が組み込まれている。日
本のイベントを牽引していくこれからのイベント形式に欠かせないIT系の大手企
業の拠点であるという共通点はあるものの、それぞれ違う個性をもって東京の動
きを、街づくりの視点からみてみよう。

佐々木 祥さん

一般社団法人　
竹芝エリアマネジメント　
事務局

竹芝 エリア

空間資源を活かし
エリアを楽しむ MICE
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小規模の施設連携
再開発のなかの MICE

イベントコンテンツは
渋谷のソフト資源

セスを活用した催事が多く開催。建て替え後

は（仮称）浜松町MICEセンターが整備される。

隣接する日本生命浜松町クレアタワーには浜

松町コンベンションホール＆Hybridスタジオ

が開業した。

　水辺を活かした街づくりの舟運の玄関口と

もなっている竹芝には、東京ポートシティ竹

芝が９月に開業した。東京都立産業貿易セン

ター浜松町館のほかに、映像・配信設備が充実

したポートホールとポートスタジオが加わっ

た。

　芝浦では、東芝ビルディングなどの「芝浦一

丁目計画」が進み、アフターコンベンション施

設、次世代エネルギー交流施設の整備などが

予定されている。

　渋谷駅前には、セルリアンタワー東

急ホテルのボールルーム、渋谷スクラン

ブルスクエアの３つのイベントスペー

ス、渋谷ヒカリエホールなど、大きくても

2500㎡ほどの、コンパクトな空間が、数

多く駅前に点在している。

「それぞれの会場の規模にあわせてインセン

ティブなど中小規模のＭＩＣＥが最初のター

ゲット」と渋谷ＭＩＣＥ協会の事務局長の杉野

仁美さんは言う。また、各施設を連携して、街

全体を１つの会場として開催したり、といった

新しいＭＩＣＥ開催の形を描けそうだ。

若者の街、商業の街から
大人の、ビジネスの街へ
　「100年に1度の再開発」となっている渋谷は、

若者だけでなく、大人が楽しめる街、そして、ビ

ジネスの街にもなっている。IT企業が高層ビ

ルの相次ぐ開業で、増えたオフィススペースに

入居し、スタートアップ企業も多い。「渋谷の街

はいま“職遊近接”の過渡期にある」（杉野さん）。

　そこで渋谷ＭＩＣＥ協会が考えたキャッ

チコピーが「渋谷ＭＩＣＥ×ＭＩＣＥ」だ。

　9月末にオープンした渋谷のイベント情報サ

イトONE-STOP! SHIBUYAが「使いやすい」

とイベントプランナーに好評だ。

　サービス運営する東急メディア・コミュ

ニケーションズの岩八重祥子さんは「ONE-

STOP! SHIBUYAは街の魅力をイベント関係

者に伝えるもの。多くのイベントを開催しても

らうことで、渋谷をより楽しく、さらに魅力的な

街にすることが目的」とそのコンセプトを語る。

スペックでなくストーリーで
施設の魅力伝える
　ONE-STOP SHIBUYA!のウェブサイトは、

施設情報だけでなく、イベント開催・誘致に役

立つ、コンテンツで構成され企画書に掲載する

順番になっており、実用性も高い

・SHIBUYA VALUE

渋谷の街がどんな街なのかを紹介する。来街

者データ、人の流れ、交通アクセス、ビジネス環

境、渋谷の魅力を数値とテキストで紹介。

・PLACE

渋谷の街にあるさまざまな形態イベント施設

網羅。駅・屋外広告も掲載し、検索ができる。

・EVENTS CALENDAR

イベント開催効果を高めるため親和性の高い

催事と同時期に開催したり、連携する街全体を

つかった施策につなげられそうだ。

・COLUMN

横のつながりをビジネスに
特性活かすユニークな提案を

「大型のイベント施設がないためにMICEグ

ループの宿泊を受け入れられないホテルと、

カンファレンスセンターを連携して、ビジネス

チャンスを逃さない、ということから、エリア

MICEにも取り組んでいく」と一般社団法人竹

芝エリアマネジメントの佐々木祥さんは言う。

　各施設の情報や魅力をとりまとめ、ワンス

トップ窓口で発信問合せ対応などもしていく。

「空と海の玄関口、庭園や歴史的建造物、劇団四

季、デジタル×コンテンツ産業、スマートシティ、

の有力なコンテンツを組み合わせて、他地域に

はないユニークなMICEをプランナーの方と一

緒につくっていきたい」と佐々木さんは語る。

最初のＭＩＣＥは、Music、IT、Culture、

Entertainmentの頭文字からとった、独自の

キーワードだ。人を引き付ける渋谷の街の魅

力を街のＭＩＣＥにも活用する考えだ。

これからの日本を見せる
ユニークベニュー
　渋谷駅前には、屋上展望空間「渋谷スカイ」な

ど人を引き付ける話題のスポットができてい

る。開発予定のさら地を占有してのパーティ、

空中遊歩道などの交通導線、モビリティの開発

など、ユニークベニュ―は新しくつくりだせる。

「ユニークベニュ―は日本の伝統を見せるだけ

ではない。これからの日本を表現するのが、渋

谷らしい」と杉野さんは言う。

　常に変わっていく街を会場にして、イベント

の参加者に未来をみてもらうのが、渋谷の強み

になりそうだ。

イベント主催者やステークホルダーへ取材。

スペックでは伝わらない施設の魅力・使い方

や、企画のヒント、ストーリーを載せている。

隙間をうめて
新しいイベントの形を

「ウェブサイトはユーザーとのインターフェー

スに過ぎない」（岩八重さん）ONE-STOP! 

SHIBUYAの本質は、プランナーのコンシェル

ジュの役割。「工事現場でのファッションショー

開催をお手伝いしたこともある。開発が進む

渋谷の街は、その時期にしか使えない潜在的な

ユニークベニューも多い。それを活用するた

めには多くのステークホルダーからの情報や

許可、協力が必要。私たちはそのお手伝いをし

て主催者の皆さんと一緒にイベントをつくって

いきたい」（磯野絵璃奈さん）。

スクランブル交差点をはじめ、渋谷の街自体が

強力な発信力をもつユニークべニューだ。そ

こを使って他ではできないイベントを実現する

方法がプランナーの前にあらわれた。

杉野 仁美さん

一般社団法人　
渋谷ＭＩＣＥ協会
事務局長

岩八重祥子さん

東急メディア・コミュニケーションズ
株式会社 企画開発一部

磯野絵璃奈さん

東急メディア・コミュニケーションズ
株式会社　企画開発本部

渋谷 エリア

ONE-STOP! SHIBUYA で
街の発信力をイベントの力に

渋谷 エリア

これからの日本を表現する
渋谷らしい MICE
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APオンラインのWEB会議・LIVE配信を
リアルとオンラインで体験できる2日間　  

　品川駅港南口に新しくオープンした「MeetingSpace AP
品川」にて、コロナ対策を施したリアルイベント、WEB会議・
LIVE配信の実際がわかる内覧会「1st PREVIEW『オンライ
ンEvent × リアルEvent』空間のダブルスタンダード体験会」
が9月28日・29日の２日間にわたり開催された。
　29日の み 行 わ れ たセミナ ー で はリア ルタイム で の
YouTube配信も行い、併せてSUPER PEMGUIN株式会社・
竹村尚久さんがプロデュースする出展者のいない新しい展示
形式を提案する「PHASE in AP SHINAGAWA」（両日）も開
催され、新会場の内覧会に加え新たな様式でのハイブリッド型
イベント・展示会を体験できる内容となった。

コロナ対策 × オンライン
「 オンライン × リアル 」 ハイブリッド内覧会《 WEB 会議・LIVE 配信がわかる貴重な体験会（2 日間） 》

貸し会議室の新しいカタチ REAL EVENT × ONLINE EVENT

MeetingSpace AP 品川

×

×

×

LIVE SPACE AP
ウェビナー体験会

安心のケータリング求める声に提案
Cartering

　ギガ高速通信と下り１Gbps・上
り 500Mbps の施設専有回線の環境
下での WEB 会議を提案。入室５
分ですぐに使える「コンパクトプラ
ン（10〜20名の小規模WEB会議）」

「スタンダードプラン（30 〜 100 名
の高画質・高音質 WEB 会議）」を
実際にデモしながら提案した。マイ

　これまで立食パーティーといえば

ビュッフェ形式が中心だったケータ

リング。しかしコロナ禍において提

供方法も進化している。

　料理テーブルの上は透明なフィル

ムでカバーされていた。装飾はしっ

かり行いながらも、コロナウイルス

感染拡大防止への工夫がみられる。

また、ウェルカムドリンクには、和の

　AP 品川の 8 部屋あるなかで、207
㎡の ROOM A では 30 分の２つの
セミナーを実施。新たな様式のイベ
ント開催を実践するゲストを迎え、
リアル参加者とオンラインでの参加
者の双方に向けて展開した。オンラ
インではリアルタイムで Youtubeに
て配信。実際にオンラインとリアル
イベントを行う際のモデルケースと
なった。
　セミナー①「 リアルさいこう！サ
イボウズが社内外イベントを重視す
るワケ」には、サイボウズ株式会社
の鈴木亜希子さん（ビジネスマーケ
ティング本部プロモーションディレ
クター）と福西隆宏さん（人事本部
感動課）が登壇。リアルイベント再
開に向けての考え、サイボウズの企
業文化やオンラインイベントを経て
今感じているリアルイベント価値な
どが語られた。11 月には自社イベン
ト「Cybozu Days Tokyo」をリア
ルイベントとして開催する鈴木さん
は、大型のイベントのため会場の規
模や換気、また感染者数の多い地域
から少ない地域への移動などがない

かなどを開催判断としてリアル再開
の考えを伝えた。インナーイベント
を実施する福西さんは、オンライン
にシフトしているが熱量を感じるも
のはリアルが勝る。もともと実施し
ていたが多拠点をつなぐオンライン
イベントに舵を切ってみたいと状況
を話した。
　セミナー②「 外部会場を活用する
オンラインイベントの使い方、ハイ
ブリッドへの移行」には、原田千亜
紀さん（株式会社ヤプリ PR& オフ
ラインマーケティング部 部長）と堀
野勝也さん（ALPHABOAT 合同会
社 マネージャー / チーフエバンジェ
リスト）が登壇。コロナ禍の影響で
イベントをオフラインからオンライン
に切り替えるにあたり行った施策や、

プロの力を借りる事でどのような変
化があったのか、リアルな現場の話
を聞くことができた。４月から９月
まで 60 回もの自社セミナーをオンラ
イン配信した原田さんは、オンライ
ンセミナーが多数開催されるように
なった６月以降から約 300 名以上の
集客を目標とする際にはプロへの依
頼に移行。画面構成とともに特に音
声の調整などが重要だと語った。映
像制作のプロである堀野さんはテレ
ビなどの BtoC の制作を行ってきた
経験と技術をウェビナーに展開。B
２B においてもライブ配信数の増加
は顕著で、主催者の意向を汲み、クォ
リティーに振る配信と視聴者の行動
を鑑みた設計の画面デザインにして
いる点など、ポイントを伝えた。

ク・プロジェクタ・WEB カメラの
機材が一式揃う。

プレミアムシロップ『ＷＡＴＳＵＮＡ

ＧＩ』を使ったノンアルコールカクテ

ルも提供。

WEB 会議での聞き取りにくさなどを解
消。いつもより話しやすくなる環境に

AP オンラインの「LIVE 配信プラン」（機材
＋オペレーター）で YouTubeLive 配信。
3 面スクリーンにも投影。

フィンガーフードも一つずつ個包装になって
いる

APオンライン
     LIVE 配信の舞台裏
ウェビナー体験会は、リアルのステージとオンラインの
ライブ配信のハイブリッドで展開。配信を担当したのは、
映像音響・撮影機材のレンタル運営、映像制作をワンス
トップで提供するアークベルだ。
リアルでは、スクリーンは３面用意され、登壇者やスラ
イド資料を映す用に前面に２面、配信の舞台裏がわかる
ようにステージ横にオペレーション卓をわかりやすく配
置し、そのようすをサイドスクリーンに映し出した。ま

た、YouTube ライブでの配信画面の構成は、リアル会
場で映し出す映像とは異なる画面構成で配信。たとえば、
リアルではスライド資料のみをスクリーンに流すが、オ
ンライン上ではスライド資料とともに話しているスピー
カーのカメラ映像を合わせて出すなど、オペレーターが
映像をスイッチしながらライブ配信映像を即時に絵づく
りしていた。

入室 5 分ですぐに使える WEB 会議
２つの安心プラン
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――AP品川の内覧会では、８ルーム
あるうち、２つある大きなルームの一
つをWEBセミナー、もう一つを展示
でみせる試みでした。貸し会議室×
展示のコラボのきっかけは
最上　AP 品川は当初５月の GW 前
にお披露目をする予定でした。それ
が新型コロナウイルス感染症のため、
内覧会の機会を失い、世の中のイベ
ントや貸し会議室に求めるキーワード
も変わってしまいました。以前は、ア
クセス、ロケーション、設備が優位
性の高いワードでしたが、安心安全、
3 密回避、換気に変わり、内覧会で
の内容の切り口を考えていたところ
に、飛び込んできたのが、「無人の展
示会やります」というネットニュース
だったんです。竹村さんの主催した

「PHASE」第一弾でした。「出展者の
いない展示会」という言葉が胸にと
てもひっかかりました。
竹村　「PHASE」第一弾は緊急事態
宣言の明けた直後の６月１日から５日間
開催して、半分リアル、半分オンライ
ンという形式での展示会が話題となっ
てニュース番組でも取り上げられ、イ
ベント関係者の参加も多くありました。
今回の第二弾のお話も、実は第一弾の
終了後に色 な々ところからお声がけが
あって、次はどうすべきか考えていた

んです。「貸し会議室で」というお話
を伺った時に、ピンとくるものがあっ
て、今の展示会の状況の中で貸し会議
室での展示に何かしら可能性があるん
じゃないのかなと、まず直感で思った
のが一つだったんですよね。
　普段、大型展示会場で展示会のブー
スデザインをしていて、ようやく展示
会が再開したなか、以前よりも来場者
が少なかったり、出展者も参加を控え
たりということに直面して、貸し会議
室での展示が解決策のひとつになる
んじゃないかと思ったんです。

――どのような課題に貸会議室のメ
リットが当てはまるんでしょうか
竹村　展示会業界の課題として、出
展者の商談機会の創出をしている立
場としては、いま出展者側もコロナ禍
で経済状況が悪化していて、これま
でのような複数出展したり、１回に費
用をかけづらかったりというコスト感
での課題があります。また、特に地
方からの出展者には、感染者数の多
い東京へ出ることを怖いと感じてい
るところもあります。
　もちろん大型展示会を否定してい
るわけではなく、展示会のあり方とし
て、出展バリエーションがコスト面で
も、オンラインなどの参加スタイルで

も、選択肢が広がるのはいいんじゃ
ないかというのが「PHASE」の提案
なんです。
　貸会議室には、駅近、お手軽
感、また大型会場に比べて安定した
Wi-Fi 環境という点にメリットを感じ
ます。AP 品川もそうですが、ほぼオ
フィス環境のなかで展示会ができる
イメージです。
　また、オンラインだけのイベントが
ふえていくと、リアルの場で展示会
業界の職人さんの仕事がなくなって
しまう。大型展示会場だけが現場で
はなく、貸会議室でも展示ができれ
ば仕事の分母が増えることにもなる。
そんな複合的な理由で、自分自身の
今回のテーマは「貸し会議室×展示
技術」をベースにしました。

――２日間のうち、初日は展示台や
パネル組み立てから展示ディレクショ
ンまで、施工のスピード感を実感でき
るデモは反響もありましたか
最上　内覧会の参加者さんはイベン
ト主催者やプランナーの方で、僕も
アテンドしながらまわっていたんです
が、「PHASE」の会場に入ると「な
にこれ！」という驚きの反応があった
り、工芸品や食品などのモノの展示
以外に、IT サービスの展示をみた参

加者さんから「なるほど、こうしたら
うちの会社でもできそう」と可能性を
感じる反応をいただいたりしました。
その方はセミナーをメインにしている
けれど、自社製品をただ会議室の長
机にそのまま並べて置くよりも、展示
台でみせるという見せ方がヒントに
なっているようでした。
　展示というと、搬入口の確保や
大型エレベーターが必要という会
場特性も課題になってきますが、

「PHASE」の展示台はそもそも１人
でみるデザイン設計なので、そのコン
パクトさからオフィスビルのエレベー
タでも十分に対応できました。搬入
作業も朝８時から開始して搬入、組
み立て、経師張り、タブレットのオン
ライン対応セッティングまで含めて
15 時には完成するスピード感も体験
することができました。

――チャレンジしてわかった貸し会
議室の展示の可能性を教えて下さい
竹村　「PHASE」の会場には２日間
滞在していて、何名かに「貸し会議
室の天井の低さをどう思いますか？」
と質問を受けました。やってみての
発見でしたが、展示空間やイベント
会場は天井が高いスペースが多いで
すが、貸し会議室の天井が低いこと

はむしろ、展示台の上の商品に気持
ちをフォーカスさせ、タブレットで出
展者とオンライン上でのコミュニケー
ションにも距離感が近く感じる効果を
生んでいました。
参加者さんから「集中できました」と
いうコメントをいくつかいただきまし
たし、空間のコンパクトさ、出展者が
いない展示会形式は話しかけられな
いパーソナルスペースをつくって、あ
る意味、気の済むまでみることができ
る。意外にも親和性がある空間だと
思いました。
最上　自分が当初予定していた以上
の情報量があって、気づきを得られ
るのが、画面上では伝えられないリ
アルイベントの良さだと思うんですよ
ね。PHASEにはその「リアルなイベ
ントの価値」につながるところがあり
ました。もともと展示会の空間として
優位性は低かったところでも、今回の
スタイルだったらできることが実証さ
れ、幅の広がりを感じています。AP
ブランドでは都内各所、横浜、名古屋、
大阪にも展開しているので、同時開催
やビルイン会場らしい企業ショールー
ムとの連携など、縦横のネットワーク
も可能性の一つだと感じています。今
回感じた価値をさらにプラスアルファ
させて展開したいですね。

×

株式会社 TC フォーラム営業推進部長付
デザイン・テクニカル担当 室長 最上 直生さん（写真左）

SUPER PENGUIN 株式会社 代表取締役 /CEO　
展示会デザイナー　竹村 尚久さん（写真右）

オンラインとリアルの間・展示会の新形式 [PHASE] が同時開催。
1m 幅の展示台は 1on 1 でじっくり展示物をリアルでみれて、出展者とはオンラインで会話ができる。

対 談

「貸し会議室×展示会技術」新たな空間価値の発見！
出展者のいない展示会 [PHASE] in AP 品川
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スポーツ・地域・スタジアム
次の２０２０年11月30 日号で特集します

12月28日　結局コロナはなんだったのか
１月 3１日　企業がやるべきイベント・やってはいけないイベント
2 月 28 日　空間ディスプレイ特集 ” 行きたくなる ” をデザイン
3 月 31 日　地域 MICE・イベント施設
4月30日号イベントの SDGｓ
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）　　

からの大事なお知らせ

運動神経では負けませんわ♥

来場 60％で “ 満足 ” は
期待値の低さ
　来場者数が例年の６〜７割程度。

それでも出展企業の多くは満足いた

だき、良くやったと言ってくれます。

ありがたいことですが、私たち展示

会企業が「大盛況でした」というのは

いかがなものかと思います。

　出展営業・契約の時に3万人が来場

する展示会という前提でご検討いた

だいているので、だいぶ下回ってい

ます。コロナ禍で大変なのは事実で

すが、もし別業界で同じことをした

ら許されるでしょうか。

　弊社スタッフは良くやってくれま

したが、それとコレとは話が違いま

す。

　出展者数も同様です。展示会場に

空きスペースがたくさんあるのは、

その産業界自体が元気ないように見

えてしまいます。

　展示会主催会社が個別にできない

ようなこと、たとえば出展者・来場者

全員にPCR検査するといったこと

は、業界団体から行政にはたらきか

けることが必要かもしれませ

ん。

延期と中止
主催者と出展者

　6月の「 SPORTEC × HEALTH 

FITNESS JAPAN 2020 」を12月

に7月のCAFERESを10月に延期し

ました。10月末タイで予定してい

たSPORTEC ASIA 2020は中止で

す。

　タイ開催を延期ではなく、中止と

したのは会期が1年伸びたら、それは

翌年の開催と考えているからです。

出展料返却の問題があるかもしれま

せんが、会計年度が超えてしまうと

出展者も困ってしまいますよね。

オンライン展示会は
成功しない！？
　いま展示会やビジネスイベントが

オンライン化、ハイブリッド化して

きています。

　しかし私は、展示会をそのままオ

ンライン上で展開するという発想で

のバーチャル展示会はうまく行かな

いと思っています。

　実は弊社でもデジタル展示会プ

ラットフォームを構築しているので

すが、多くの出展者と来場者を集め

る、マス型のマッチングではなく、出

展者１社向けに提供するプライベー

トショー支援サービスになっていま

す。展示会主催者としてのデータ

ベースを活用しますが、ビジネスモ

デルはまったく異なります。

　いまは過渡期なので、皆さんが

色々試行錯誤しているようですが、

うまくデジタル化しないと、デジタ

ル展示会はGoogle検索でいい、とい

うことになってしまうので、良い方

法を考えなければいけません。

　展示会の優位な点は、信頼性の構

築です。信頼構築は人と人が会うこ

とが必須だと思います。画面越しで

はわからない、伝わらないことはた

くさんあります。

　コロナ禍は私たちリアルの場を展

示会関係者にとって、短期的には売

上減少などダメージを受けています

が、オフラインの再評価、ビジネスモ

デルの再構築、DX導入など、長期的

な面では経営革新の良い機会にな

る、と考えています。

　9月19日にイベントの人数制限が

緩和、ビジネスイベントなど大声での

歓声、声援がないイベントは収容率

100％まで入場可能になった。

　この人数制限は同時にホールに滞

在している人数に対してのもの。入

退場自由で、複数の出入口がある展示

会の滞留人数をリアルタイムに算出

するのは、むずかしい。

　それを解決したのが、キヤノン株式

会社とサクラインターナショナル株

式会社が共同で運用した、映像解析

　福岡市が市内のMICE施設と市内

でMICEを開催する主催者を対象に、

ハイブリッド開催支援・安全対策支援

助成金を新設した。

　施設向けに映像・通信機器、配信環

境整備に経費の4/5、最大100万円。

主催者には機材リースや運営に関わ

る人件費など経費の4/5、最大20万

円。安全対策費は4/5、最大50万円が

助成される。

を活用したホール滞在者数の管理だ。

　顔や人体を検出するAIを活用した

技術で、映像を分析し、人の出入りを

把握できる。各ホールの出入口にカ

メラを設置し、映像解析することで、

手作業の人数カウントなしで、リアル

タイムで滞留人数を管理可能だ。

　10月7日に開催された、第90回東京

インターナショナル・ギフト・ショー

秋2020でも導入され、12台のネット

ワークカメラを連携し、安心安全な展

示会開催をサポートした

映像解析で滞在者数管理
― キヤノン株式会社  サクラインターナショナル株式会社

( 右 ) 管理画面サンプル
（データはダミーのもの）

（左）会場内に 12 台のカ
メラを設置。リアルタイム
で滞在人数を管理

詳細、担当者の動画インタビュー
はイベマケウェブサイトに掲載。

映像センターのスタジオから、
TV 番組のような映像を配信

　日本コンベンション協会が 10月15

日に「2020 年度 第 1回勉強会 〜コン

ベンションの次の常識 ( 前編 ) 〜」を開

催。映像センターが配信を担当し、参

加者の映像を背景にモデレーターがリ

アルタイムアンケートの結果を発表する

など、テレビ番組のような高品質な映像

を配信した。セッション内容や勉強会

の詳細は弊社ウェブサイトに掲載。

映像センターのスタジオ
から配信

―― JCMA オンライン勉強会

ハイブリッド MICE 助
成金を新設

―― 福岡市

コロナ禍で “ 良くやった ” でなく
組織力・経営力向上の機会に

TSO International株式会社
代表取締役

佐々木剛 さん

スポーツ・健康、外食、レジャー、冠婚葬祭などの展示会を主
催するTSO Internationalの代表取締役の佐々木剛さんに、展
示会中止・延期について、コロナ対策をしながら開催した
CAFERESやSPORTEC WEST、展示会のDXについてのお
考えをうかがった。

全文は Web で


