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本屋と花屋は迷いに行くもの

サン・ジョルディの日のことは、今回はじめ

記念日。偶然に知って、どれにしようかと花と

うなっていくのか、普遍の価値や変化する役

花瓶が現れ、花器になる。本のように開き、

て知ったのだけれど、スペイン・カタルーニャ

本を選ぶ時間のなかで、久しぶりにゆっくりと

割がみえていく。

花と暮らす日常を物語る花瓶というコンセプト

地方では、男性からは女性に花を、女性から

迷うという感覚を味わった。興味や気持ちの

そして、新しい場を拓き、感性を揺らす非

メッセージや組合せに心を動かして、手にとっ

男性に本を贈る日とされて、街には花市や本

赴く方向へ向かって進んでゆく体験は探検に

日常を物語る会場に、どんなコンテンツを組み

たのは４月 23 日。この日、本と花を贈り合う

市が広がるそうだ。世界的なパンデミックのな

似て、イベント性を感じる。

合わせようか。本屋をのぞくと、その街で活

というサン・ジョルディの日にちなんで、本屋

かにあっても、今年もバルセロナの街並みに

の店頭には近隣の花屋さんとコラボした売り

そんな春の風景が続いているといいなと願い

場がつくられていた。

つつ、本も花も自分に贈ったサン・ジョルディ

本を開くと、飛び出す仕掛けのように紙の

さて、今回 70 号の節目で特集したのは、会
場と都市づくりとひとの物語。
会場を考えていくと、そして都市づくりがど

動するひとのイメージが浮かぶように、会場
のイベントも街らしさにつながっていると感じ
る。会場選びが、面白くなりそうだ。
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イベント会場と都市づくりを
つなぐ人

特集では、地域会場をサポートする行政の立場から、都市型カンファレンス施設の会場コンサル

タント、そして最近の傾向で変化する会場対応、会場新設の新しい動きまでを追うことで、いま、
改めて知りたいリアルイベントや会場の意義、存在価値の重要性を探る。

これには、但し書きとして「社会生活の維

この期間後、もっと先を見据えていくと、リア

原さんによれば「来訪客を歓迎すると言う

４月 25 日から 3 回目の緊急事態宣言が発令さ

持に必要な催物は除く」とされていて、対象

ルイベント開催や会場について、存在意義や

現地政府や産業界経営者の姿勢は立派で、街

れた。５月 11 日までの期間、再び、イベント

としては、各種国家試験、資格試験に加えて、

価値を改めて意識し、どんな将来と結びつい

の景気は良くなっている事で学生達に雇用の

も開催が制限され、原則、無観客での開催と

業務上必要かつオンライン化や延期が困難な

ていくのか、またどう進化していくのかを知る

恩恵 ( 現金収入機会 ) が行き渡るのは有難いこ

されている。

説明会、会議、研修、学会等が明記されている。

ことが重要だ。

と。普段から地域住民に観光産業の雇用や経

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、

●これまでの対応とイベントへの影響
2020/2/26

2週間のイベント中止・延期または規模縮小を政府が要請

2020/3/10

政府がイベント自粛を10日間程継続要請

2020/3/24

IOCが東京オリンピック延期発表

2020/4/7

ショービジネスやコンベンション先進国であ

済に与える重要性を現地 DMO が啓蒙してい

る米国の現状をみると「コロナウイルスと共存

るのが、住民から観光再開反対者が出ない理

する観光ビジネス」として、ワクチン接種が１

由」だとしている。

日 300 万人のハイペースで進み、給付金で借

緊急事態宣言発令外ではあるが、長崎では

緊急事態宣言発令
（７都府県対象）

金返済が進んだせいで、
国内旅行の需要が戻っ

今年 11 月に開業予定の MICE（コンベンショ

2020/4/16

緊急事態宣言発令
（全国）

て来ているという。米国最大の訪問客数 (7500

ン）施設「出島メッセ長崎」を活用した事業

2020/5/4

緊急事態宣言延長
緊急事態宣言39県解除

万人、2019 年 ) が来訪するフロリダ州オーラ

企画や運営を担う人材育成プログラムを長崎

2020/5/14
2020/5/25

5都道府県の緊急事態宣言解除

ンドのホテル稼働率は２週連続で 60% 超えで、

大の学生を対象に４月からスタート。ここだけ

2020/6/2

東京アラート発令

入場制限かけているデイズニーとユニバーサ

でなく、各所でも MICE 施設は続々とオープ

2020/7/10

イベント開催制限緩和 (キャパ半分・5000名以下）

ルでは連日キャパシティを超えて来訪客断っ

ンする。新たな担い手の育成は地域や産業の

2020/7/22

イベント開催制限緩和延長

ている状況もある。

振興、市場拡大にも影響する。そのためには、

2020/8/14

イベント制限継続
（9月以降）

2020/9/19

イベント開催制限緩和
（11月末まで）

2021/1/8

緊急事態宣言発令
（1都3県、2/7まで）

2021/4/9
2021/4/25

セントラルフロリダ大学アソシエイトプロ

安定した需要が何よりの課題。主催者がオン

フェッサーである原忠之さんは、COVID19 を

ライン一辺倒ではなく、徐々にリアルへ戻り、

東京都まん延防止等重点措置
（4/12-5/11)

無理矢理抑え込むよりも、観光産業復興優先

ハイブリッド開催している動きなど、変化する

緊急事態宣言発令
（4都府県、5/11まで）

で米国内から来訪する観光客を拒まずと言う

ニーズのキャッチアップも大切だ。対応する

イベント開催制限
（無観客＊社会生活の維持に必要なものを除き）

状況になっている。

会場の動きと合わせて現状を届けたい。
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地場産業を育てるマーケター的存在

規模拡張がイノベーション創出をさらに促進
ポートメッセなごや2万㎡の新展示館を来秋オープン
イベント主催者に会場利用を提案する場面

１展示館がオープンする。展示面積 20,160㎡

でパンフレットを開いて規模やスペックの説明

の無柱空間で、展示会利用の場合は最大で約

をはじめるのが定石通りの方法だとすると、名

1000 小間収容のスケールとなる。

古屋圏の地域マーケットの情報やその市場で起

会場整備の理由を「イノベーションの創出数

きている課題をまとめた資料を提案して「この

は会場規模と相関関係がある。新たな取引先の

課題を解決するためのイベントをしませんか？」

開拓数も同様だ。
」とも話す柳原さん。例えば、

と切り出すのが、名古屋市 観光文化交流局

エンジン部品メーカーなど品質の高い技術を持

MICE 推進室主幹として、国際展示場利用促

つ企業も名古屋にはたくさんあるが、EV カー

進担当をする柳原貴人さんの提案スタイルだ。

への転換で脱炭素社会への対応も進むなか、

展示会の “ 誘致 ” ではなく、“ 企画提案 ” と
いう表現がぴったりくる。
愛知県はスポーツ施設の数が大阪よりも多

挑戦できるポテンシャルの企業も多い。そのた
めには…、とこんな構想をいつも巡らしている
のだ。

2022 年 10 月にオープンする「新第 1 展示館」
（
「ポートメッセなごや新第１展示館」情報は 6p へ）

いという情報をリサーチしたうえで行った提案
が、スポーツ・フィットネス・健康産業総合展
「SPORTEC2021」のポートメッセなごや開催
（今月６月）につながったのは、その一例だ。
「地域の展示会場の役割の一つは、中小企業

地域のビジョンを描く仕事
産業のいまと未来をリンクさせる

社数 180 社を超える展示会として、６月の開

の振興なのです」と言う柳原さんの言葉を聴い

中小企業の航空宇宙産業参入、明治から培

ていくと、会場のスペースを売っているのでは

われた製造業から環境産業への転換、空港と

催に向け職員一丸となって取り組んでいる。

なくて、名古屋市の未来をどう創っていくのか、

港湾を連携した物流拠点と街づくり、九州の

「地方と東京では展示会の営業のやり方は

地域産業マーケターともいうべき姿がある。イ

伝統産業である窯元の振興、製鉄所の勤務体

異なる」
（古賀さん）
。見込み客が多数来場す

ベントのその先にある長期的なゴールに向かっ

制と角打ちの文化…。

る、商談から新規ビジネスが生まれる、といっ
たマーケティングの費用対効果の訴求だけで

て波及効果を見据えた目線があるからだ。実現

展示会場の取材のはずが、北九州市の経済

のためには、産業構造の理解や、地元企業の

と文化の話で花が咲く。九州経済産業局に出

課題の吸い上げもしていて、地域特性に合った

向していたからか、と思いながら聞いていた

「地域企業を動かすのに必要なのはビジョ

展示会・学会・イベントは課題解決のための場

時「地方で展示会を開催するには、地元の産

ン。展示会開催の前に、地域経済のために共

として、主催者・出展者・参加者と開催地の双

業の歴史と現在を知り、その未来図を描けな

に作るところから考える」と語る古賀さんは、

方にメリットがあると話す。

いと務まらない」と古賀敦之さんは言った。

北九州の可能性を探るため、行政、金融機関、

2022 年 10 月にポートメッセなごやは新第

柳原 貴人 さん
名古屋市観光文化交流局
MICE 推進室主幹

（国際展示場利用促進担当）

1966 年 名古屋市生まれ。
名古屋市見本市協会入社。
約20 年に渡り展示会・見本市に携わった後に退社し、
民間企業でイベント制作、
運営業務に従事。
その後、
名古屋市の大規模展示場整備構想の策定
7 年目を
に伴う、
民間登用に応募し市職員に採用され、
迎える。

北九州市にある西日本総合展示場の歴史は

は厳しいこともある。

産業界とともに様々なセミナーを開催する。

古く、本館の開業は 1977 年。欧州型の展示

「出展企業の社長に “ 地元経済の未来図をつく

会事業をモデルに、施設運営と自主事業とし

ろう ” と提言するのだから、展示会の営業担

て見本市開催事業の双方を行ってきた。
「数々

当者は地元経済の背景や新産業について勉強

の展示会を立ち上げては失敗を繰り返してき

していなければいけない」
（古賀さん）
。

た」
（古賀さん）というが、西日本陶磁器フェ

地方展主催者には、地域の未来図を描く

スタは現在まで継続、西日本インポートフェ

構想力と、人を巻き込むコミュニケーション

アは 2015 年まで継続、52 回を数えた西日本

に加えて、それを実現する情熱が重要だとい

総合機械展は、時代に応じて西日本製造技術

うことが、熱心に話す古賀さんの姿を見てわ

イノベーションに改称し、例年秋の開催だっ

かった。

たエコテクノを同時開催示することで総出展

西日本総合展示場
本館：7000㎡
1977 年開業
新館：8000㎡
1998 年開業
中規模展示スペース：1300㎡
西日本製造技術
イノベーション2021
会期：6月30 日（水）
～７月2 日（金）
会場：西日本総合展示場
新館

古賀 敦之 さん
公益財団法人北九州観光
コンベンション協会
事業部長
1989 年（財）
西日本産業貿易見本市協会入職
事業部門にて、
エコテクノ（環境ビジネス）
、
水素エネル
北九州市政50 周
ギー先端技術展、
九州の食EXPO、
年記念イベント ソーシャルEXPO2011など企画開発、
その間、
釜山市国際展示場BEXCOとのMOUを締結、
施設営業や九州経済産業局への出向を経験。
現在、
（公財）
北九州観光コンベンション協会で現職。
趣味は英会話とバイク
（一社）
日本展示会協会 調査・標準化委員会委員 他
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都市型カンファレンス会場の行方

新会場の動き

街にイベントをインストール
“もう一つの会場”をもつ視点が重要

配信に振り切った
コロナ禍の施設の

「路上や駐車場、屋上、レストランもイベン
ト会場と捉えた街づくりが必要ですよね」

ケーションだけでなく、多様な選択肢がある

同じビル内に貸切り対応ができるレストラン

フクラシアのブランド名で、貸会議室、イ

ことを求める、といったインサイトを見通し

があることや、歩行者天国にできる道路やビ

ベントホール、宿泊施設の運営を行うマック

ル間を移動する地下道の設置、デジタルサイ

スパートが 2021 年 1 月に開始した「出張型

で開発に携わるディベロッパーとの打合せ

例えば、これまでは 1000 人参加のカンファ

ネージの連動性など、イベントのしやすい環

フクラシア配信サポート」
。貸会議室の会社

シーンでは、単体の会場の構成やスペックを

レンスをして、800 人がパーティに出席する

境・動線を予め組み込んだ提案が、これから

が部屋を貸さずに、利用者のオフィスでオン

どうするかという話し合いではなく、“ 連携 ”

という１連の流れを、１主催者が１つの会場

の会場づくりを考える上で大切という。

ラインイベントができるサービスをはじめた。

や “ 街でイベント ” といった面白そうなキー

内で完結していた。これからは主催者以外

ワードが増えているそうだ。

にスポンサー企業がイベント後に独自にパー

ソリューションビジネスということです。課

ティをしたり、出展者が VIP を招待したり、

題解決をするのにどうすればいいか、自分た

コロナ禍のイベント開催制限により同社の

の会場コンサルティングをしてきたホットス

場所を同じ会場内でなく、
レストランを貸切っ

ちが提供できるものの幅を広げてみて、もし

運営施設は、2020 年度の宿泊研修型ホテル

ケープ代表の前野伸幸さんは、求められる役

て会場にしたり、駐車場にテントを張って特

かすると隣のビルかもしれないと思考して、

の稼働が前年比 70％減、貸会議室が 50％減

割に広がりが出ていると実感する。

設会場をつくったり、ホテルのスイートルー

こうした方がイベントは成功する、価値を出

と、他社施設同様に厳しい状況になっている。

ビルイン型のイベント会場について、都内

都内カンファレンス施設やホテル宴会場

ての話だ。

「つまり、会場は空間の時間貸しではなく、

ハードとソフトの環境整備

「これまで、会場のコンサルティング業務

ムを VIP 会場にしたり、とアフターイベント

せるよねと、
発想するヒントやアイデアを持っ

では、
『設備をどうしたらよいか、会場運営の

の主催者も場所も細分化して選択肢がもっと

ているかどうかが重要なんです」

ラシアではオンラインイベントが約 1,500 件

ガイドライン作成をしてほしい』といった相

出るだろう、と前野さんは予測する。

＋２

行われている。そのニーズに応えるため、東

談にハード・ソフト面で会場コンセプトに基
づく提案が要望されてきました。いまは、
『イ

「一つのイベントから分岐した様々なコミュ
想 定 す る と、 街 全

値を創るには』というテーマに、イベントを

体がイベント会場と

マクロな視点で捉え、コミュニケーションの

いう発想になるんで

場としての全体設計が必要になってきている

す」イベントはホー

と感じます」と話す。

京駅周辺のフクラシアブランド、東京ステー

ニケーションの場を

ベント会場のあるビルとして、街としての価

ル内でするものとい

会場のユーザーである主催者や参加者は

う固定観念から、街

変化していて、Face to Face のリアルな場

でイベントをすると

や外出の価値が、より体験にシフトしている

いう発想になると、

ことや、主体的な参加には画一的なコミュニ

中核となる会場は、

そのなかでマックスパートの会議施設フク

ション、丸の内オアゾ、八重洲（東京）の３
●会場の選ばれ方のキーワード変化と予測

これまでのキーワード

現在のキーワード

これからのキーワード

・スペック重視
・配信環境重視
・付加価値提供重視
-価格・会場費
-通信環境のスピード -DMO的対応
-街づくり視点
-アクセス
安定性
-ワンストップ窓口
-規模感・キャパティー -配信設備
-DX化
-天井高
-オペレーション対応
-デジタルサイネージ表現
-映像・音響・照明
-顔認証などの入場管理
-スタッフ対応力
・感染症対策
-非接触パネル -SDGs
-消毒・飛沫対策
-コミュニティ
-ソーシャルディスタン
-会場ファンコミュニティ
ス対応
-関連コミュニティとの繋が
-サーマルカメラの設置
など

施設とフクラシア品川クリスタル（港南）に
法人専用回線を導入するなど通信環境の整
備、配信関連機器の拡充も行った。
ハード面だけでなくソフト面でのデジタル
対応も進める。配信チームだけでなく、営業
や会場担当など全スタッフを対象に、２か月
半にわたり、週 1 回オンライン知識を高める
勉強会を実施した。利用者との打合せに、会
場レイアウト図に加えて、配信システム構造
図も使うようになった。

前野 伸幸 さん

亀田 直人 さん

株式会社ホットスケープ
代表取締役
HR 系・総務系イベント（社員総会・表彰式・周年記念
など）
をはじめ大型カンファレンス・セミナーなどワンス
トップ
で受託。
これまで2500 本以上のイベント・セミナーの企画・運営・
進行に携わる。
森ビルをはじめカンファレンス施設のコン
サルタントや運営も手掛けている。
昨今はMICE関連やIR
（カジノを含む統合リゾー
ト）
に関する講演も多数。

株式会社マックスパート
スマートコミュニケーション
推進事業部

「CES2020」で出展者が貸切パーティをしていたレストラン（写真左）
。右は通常営業時（前野さん視
察レポートより）

2007 年4 月 に入社。
2018 年ケータリング事業部 マネージャーを経て、
2019 年ホテルフクラシア晴海 支配人に
2021 年4 月 新事業、
スマートコミュニケーション
推進事業部 事業部長に就任。

【特集】
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新オープン
2021.6

た
の在り方を考える
有明セントラルタワーホール&カンファレンス

エリアに根づいた文化を活かす
2021 年６月に大小全 13 部屋・総面積 3,000

イベントの場として認知度が高い。展示会開

㎡の「有明セントラルタワーホール & カンファ

催時には出展と連動し、関連のプライベート

レンス」がグランドオープンする。

ショーやセミナーを実施するマーケティングプ

運営するのは、都内で 12 施設のコンサル・
管理運営をするマグネットスタジオだ。これ
まで同社では山手線の新宿・秋葉原より下の

イベントが開催できない状況をどう改善していくか利用者と相談しあった結果、配信サポートを開始した

有明エリアの会場は初となる。

にも適していると話す。山手線沿線から離れ

ディアを賑わすと「コロナ終息まで待ってリ
アルイベントで取り返す、という考えから、

トを開始。利用者のオフィスに機材を搬入設

ベント会場を運営するうえで大事にしている

置、配信を代行する。貸会議室の事業とバッ

のは、
そのエリアに根づいた文化です」と話す。

ティングするようにも見えるが「お客様の課
題解決という意味では同じ」
（亀田さん）
。
マックスパートではケータリング事業も

また、特徴として、近隣にホテルが多く徒
歩圏内に 2300 室のホテルを有する点は、研修

ス」の運営マネージャー萩原通友さんは、
「イ

感染拡大第二波、第三波という言葉がメ

考えられる。

内側沿線に位置する会場を運営してきており、
「有明セントラルタワーホール & カンファレン

配信サポートを事業に

ランニングにもエリア特性を活用した展開が

有明のエリア特性

る立地のデメリットが長期研修の利用という
点ではコストマッチするのだという。

リーズナブルな料金設定も
感染症対策で、いつもより広い場を希望す
るケースが増えているなか、都心で広さを倍

品川や大手町ならばビジネス中心だが、渋

にしてコストを抑えるのは難しいが、会場最

このままイベント制限が続く覚悟で配信サー

行っており、亀田さん自身も担当していた。

谷は比較的ビジネス度が低くなる分、アパレ

大の 340 名収容可・610㎡のホール B の終日

ビスを拡充し新規取組みに挑戦するように変

貸会議室としては競合の別会社施設にもサー

ル系やライブハウスとしての利用割合がふえ

料金が 70 万円とリーズナブルな料金設定は好

わってきた」と亀田さんは、2020 年 10 月に

ビスを提供するのも「特別なことではない」

るといったように、同社ではビジネス拠点とし

評だ。2021 年 12 月 31 日までの利用について

プロジェクトを開始し今年 4 月にスマートコ

という。ホテル事業で培ったホスピタリティ

てのエリア性やそこを拠点にして活動しようと

は全 13 部屋一括貸しプランとして 160 万円と

ミュニケーション推進事業部が設立した背景

の高さは、コロナ禍で新しい需要となる企業

する人に基づいて、利用のコアターゲットや利

いう特別プランも用意する。

を語る。

の配信でも効果を発揮しそうだ。機材が多く

用割合を想定している。

「100 点の満足でなく、120％の感動を提供

スタッフもいかにも “ 現場 ” という雰囲気で

「有明セントラルタワーホール & カンファレ

して、ファンをつくろう」という同社の片山

はなく、ホテル並みの対応をすることで企業

ンス」の場合、大きなポイントとして東京ビッ

達哉社長の言葉がフクラシアのコンセプトに

トップや VIP 登壇でも安心だ。

グサイトというランドマークが斜め向かいにあ

なっている。
「会議室をお貸しするだけでなく、

もちろん、フクラシアのデザイン性が高い

お客様がイベントを通じてなにを実現したい

会場から配信・収録はさらに上質な接遇をし

かを理解し一緒に考えています。イベントが

ながら配信・収録も行うことができるので、

開催できない状況をどう改善していくか相談

コロナ終息後の稼働回復にも一役買いそう

しあった結果、配信のサポートをすることに

だ。

なりました」と亀田さんは言う。

会場の枠を超えた事業展開が、新しい会場の

今年 1 月には、
出張型フクラシア配信サポー

価値を見出していく。

り、山手線沿線より離れるものの、ビジネス
《会場情報》

有明セントラルタワーホール &
カンファレンス
○アクセス：東京都江東区有明3-7-18
有楽町セントラルタワー3F・4F
○概要：大小13 部屋・総面積3000㎡

萩原 通友 さん
株式会社マグネット
スタジオ
マグネッ
トスタジオ2006 年7 月入社。
2006 年 南青山モーダポリティカ、
2007 年 品川ザ・
グ
2011 年 品川フロントビル会議室、
2013
ランドホール、
2018 年
年 浅草橋ヒューリックホール＆カンファレンス、
ヒューリックホール東京を担当。
2021 年から有明セントラルタワーホール＆カンファレンス
へ。

6

【特集】

Event Marketing No.70 April 30,2021

新オープン

新オープン

2021.4

《会場情報》

博多国際展示場 ＆
カンファレンスセンター

AP 東新宿
●住所：東京都新宿区歌舞伎町2-3-24
東急ステイイーストサイド ３F
●概要：貸し室９室（15㎡〜125㎡）
・
面積586㎡

●住所：福岡市博多区東光2 丁目22 番15 号
●アクセス：福岡空港からバス8 分、
博多駅から徒歩13 分
●会場構成：3000㎡のホール2 室、
16 の大小会議室。

ホールは分割利用可能で、展示会、学会、

2021.9

《会場情報》

天井高 5m、2 階は、会議室 16 室とホワイエ。

滞在型ホテルの東急ステイ 新宿イーストサ

下鉄新宿線の新宿三丁目駅からも徒歩５分の

セミナーなど多様な催事に対応できる。4 階

エスカレーター手すりの紫外線照射除菌器

イド（208 室）内に併設された貸会議室で、研

好立地。会議室は天井高 3.3m の解放感と視

ホールは天井高 6m の無柱空間。2000㎡と

やトイレの紫外線照射型殺菌エアータオルな

修向けの 100 ～ 120㎡を主体とした構成の
「AP

認性の高い 150 インチ大型スクリーン、フル

1000㎡に分割可。搬出入車両がホール内に乗

ど感染症対策が行き届いているのも強み。

東新宿」が今年９月に開業する。東京メトロ副

HD カメラ、天吊高輝度プロジェクターを設置。

都心線・都営地下鉄大江戸線の東新宿駅徒歩

オンラインイベントに最適な高速インターネッ

３分、東京メトロ副都心線・丸ノ内線・都営地

ト回線は専用回線とバックアップ回線を用意。

り入れられる。3 階ホールは、
最大 6 分割可能、

新オープン

《会場情報》

新オープン

《会場情報》

2021.6

沖縄アリーナ

2022.10

名古屋市国際展示場
（ポートメッセなごや）
「新第１展示館」
「コンベンション施設」

●住所：沖縄県沖縄市山内１丁目１６−１
●アクセス：那覇空港より
高速バス「沖縄南」下車、徒歩約7 分
●会場構成：観客数1 万人（センターステージ）。
展示会使用時の床面積2600㎡

●住所：愛知県名古屋市港区金城ふ頭2-2
●概要：全面利用20,160㎡

300㎡・４分割可能な会議室 B も。

プロバスケットチーム琉球ゴールデンキン

装置が吊り下げられており、演出に活用でき

新第 1 展示館は無柱空間の展示ホール

グスのの本拠地沖縄アリーナは、展示会やラ

る。米国サンフランシスコに本拠を置く映像制

20,160㎡、可動間仕切りによる４分割利用が可

展示ホールは、展示会・見本市のほか、音

イブイベントの会場としても利用できるコンク

作ソリューション企業 4DREPLY の JAPAN

能な会場で、大梁下高さ 20m、15,000 席設置

楽系イベント、天井高と無柱を活用したエクス

リート床仕上げ。イベントフロアの面積では県

の 4DRplay 映像ソリューションが設置されて

可能のアリーナ機能を有する。コンベンション

トリームスポーツ等、大空間を活用したイベン

内最大級となる。

おり、60 台の特殊４K カメラを活用した自由

施設の１階には 800㎡の多目的ホール、３階に

トの展開も見込んでいる。また展示ホールと会

視点の４DLive も注目を集めている。

は 1000㎡・４分割可能な会議室 A、４階には

議室を活用した学会などにも対応。

アリーナの天井から 510 インチの大型映像

新オープン

《会場情報》

出島メッセ長崎

などに多様な催事に利用できる。

2021.6

ステーション
コンファレンス川崎

●住所：長崎県長崎市尾上町4 番
●アクセス：JR 長崎駅西口直結。
長崎空港から車で35 分。
●会場構成：コンベンションホール2700㎡、
イベント展示ホール3800㎡、
大小会議室24 室。

かつて日本の玄関口だった長崎に新たな交

新オープン

《会場情報》

2021.11

●住所：神奈川県川崎市幸区大宮町1 番地5
カワサキデルタ JR 川崎タワー
オフィス棟 3 階
●アクセス：JR 川崎駅 徒歩3 分
京急川崎駅 徒歩10 分
●会場構成：大小8 つの会議室。
シアター形式最大270 人

川崎駅西口の再開発で新たなランドマーク
となる KAWASAKI DELTA 内にオープン。

最小 15㎡～最大 334㎡とサイズが異なる 8

重 5t と展示会、コンサートも開催可能。大容

駅直結の屋根付き歩行者デッキで雨の日も濡

室の会議室でさまざまな催事に利用できる。

天井高 10 ｍ、高い音響性能とカーペット張り

量高速通信回線を導入しており e スポーツの

れずに到着できる。ホテルと併設しており宿

デザイン性の高い上質な空間はフォーマルに

の平土間で学術集会や講演会、レセプション

会場としても注目される。

泊研修にも適している。

もカジュアルにも利用可能だ。

流拠点として MICE 施設が誕生する。
コンベンションホールは、分割利用可能、

イベント・展示ホールは天井高 12m、床荷

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。

FREE PAPER

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。

読者Profile

大手メーカーマーケター
▶ 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

製薬会社
ミーティングプランナー

▶ 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

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

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。

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

【Interview】

“

展示会 開催宣言！

Interior Lifestyle Tokyo

Event Marketing No.70 April 30,2021

”

商品に触れて、作り手の想いとストーリーを
メッセフランクフルト
ジャパン
統轄マネジャー

小泉 恵子 さん

5 月19 日から 3 日間、東京ビッグサイト青海展示棟で、インテリア・デザイン
の見本市「Interior Lifestyle Tokyo」が開催される。主催するメッセフランクフ
ルト ジャパンの小泉恵子さんに、見本市のブランドづくりやコロナ禍での開催
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Interior Lifestyle Tokyo
会期：5 月 19 日～ 21 日
会場：東京ビッグサイト（青海展示場）
入場：無料（要 事前登録）
対象：業界関係者

が求められます。ほかの見本市でも実施され
ているように、感染拡大防止対策を徹底して
開催します。マスク着用、体調・検温チェッ
ク、消毒や換気、三密・飛沫防止対策はもち

についてうかがった（収録：2021 年 4 月13 日）

ろんのこと、館内滞在者数リアルタイム管理シ

加して「Feel Good Working」を実施。これ

況で、オンラインやハイブリッドでの開催の可

また弊社独自の取組みとして、会場内に手洗

までも働く場所と住む場所の垣根がなくなっ

能性を探っていますが、今回はリアル開催で

てきたのですが、コロナ禍により在宅勤務が

実施する予定です。

ステムによるリアルタイムで把握、来場者・出
展者の個人情報の管理、などを行っています。

海外のデザイン性と企画で
高いブランド力をつくる
インテリア雑貨や家具の分野では多くの見

急速に進みました。効率重視だった働く場所

出展者・来場者へのヒアリング・アンケー

本市・展示会が開催されているのですが、弊

にも住空間と同じ快適性が求められています。

トでは、リアル開催を求める方の声が多く、そ

社の見本市はデザイン性の高いプロダクトが

オフィスと住居をシームレスにすることでモノ

の要望にお応えするのが展示会主催者の務め

国内外から集まり、世界中に発信できる、とい

の価値変換をしていく、そういう提案をするエ

だと考えています。

う評価をいただいています。毎年海外から多

リアになっています。

インテリア・雑貨という商材の特性で、触っ

い場の設置、出展ブース内でも人数制限をお
願いしています。
しかし、感染症対策は主催者だけではでき
ないことで、出展者と来場者との協力が不可
欠です。私どもの取組みや会場での注意事項
などの周知・協力をお願いするために、プレ
ゼン資料や映像を制作し、ウェブ掲載やメー
ル配信 SNS 投稿や、Zoom を通じて出展者説

くの出展者・製品が集まっています。コロナ禍

また、出展ゾーンのなかに、持続可能な社

たり座ったりしないとサイズ感や手触りなど品

で厳しい状況ですが、ドイツとポルトガルが

会を実現する「ETHICAL ゾーン」を新設し

質が確かめられず、発注や商談には至りませ

パビリオン出展し、渡航制限があるなか日本

ました。環境配慮や多様性、地産地消などエ

ん。品質だけでなく、開発者の想いや製品の

現地スタッフが出展をもりあげてくれます。

シカルな商材をあつめて展開。約 20 社が出展

裏側にあるストーリーは、会場で話さないと伝

私どものドイツ本社が世界最大級の国際消

します。アンビエンテでは、会場でエシカルな

わらないということもあります。

費財見本市の Ambiente（アンビエンテ）と

プロダクトを出展する企業（出展者）を集め

また、会場での予期せぬ出会いも、来場者

ホームテキスタイル・コントラクトテキスタイ

た小冊子を配布するなど世界的にもニーズが

にとって重要なファクターになっています。あ

ルの国際見本 Heimtextil（ハイムテキスタイ

高まっています。これまでも、生産者側には

らかじめ検討を想定していた商品はオンライ

ル）と、この分野で欧州を代表する見本市を

欠かせない取組みでしたが消費者にも浸透し

ンで検索できるのですが、それ以外に会場を

開催。そのブランド力を日本の見本市でも活

てきて、今回の展示から新しい市場ができる

歩いていて、
「これは面白そうだ」と事前に想

方策もとっています。

かしていることもご支持いただいているようで

と期待しています

定していない掘り出しものを発注することも

コロナ禍ならではの
強いつながりをつくる

多いです。出展者同士で話をしているうちに、

す。
見本市のビジュアル、印刷物やウェブのデ
ザインにもブランド感を大切にし、会場の空
間デザインや企画のコンセプトやテーマ設定

リアル開催で触れる
製品の価値とストーリー
コロナによる感染症が予断を許されない状

いただき、本国アンビエンテやハイムテキスタ

りがちですが、安全に配慮しながらできること
も考えています。FOODIST という “ 食 ” を
提案するゾーンでは、試食ができるように個
包装を用意してもらったり、配布の仕方を考え
るなど、出展者様の要望にお応えするための

コロナの影響で例年より開催規模を縮小し
ての実施になります。しかし、リアル開催に賛
同していただいた皆さまに応えるため、出展
企業やアイテムの情報をより多くの来場者の
多くのバイヤー、業界の皆様に実際に会場

場にあったイベントとなっています。

へ足を運んでいただき、リアルなコミュニケー
ションから生まれる新たな出会いを大切にし

“ 働く” と “ 住む ” をシームレスに
「Feel Good Working」

ていただけたら嬉しく思います。昨年は残念
ながら Interior Lifestyle Tokyo の開催を中

Interior Lifestyle Tokyo では、注目のキー

今年はワークプレイスをテーマに約 20 社が参

ないと難しいですね。

感染症対策はリスクを減らすことだけにな

方へ事前に配信しています。

イルのブランドイメージを踏襲しつつ日本の市

を発信、新市場創出をサポートしています。

す。そうした出会いやきっかけは、会場に来
リアル開催にあたって、万全な感染症対策

も外部のデザイナーやディレクターに協力して

ワードをコンセプトにした特別企画でトレンド

コラボや新製品の企画につながることもありま

明会でお伝えするなど、感染防止の対策が目
に触れるように工夫しています。

2019 年の前回開催の会場

止せざるを得なかったので、出展者の皆様の
2 年分の想いと開発したプロダクトが会場にそ
ろいます。ぜひ皆さまお越しください。

YouTube チャンネル
イベントマーケティング

はじめました
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レポート

参加者の声
生命保険や損害保険、住宅設備など
の企業インセンティブイベントを担
当しています。オンライン化はコスト
をかけて TV 中継さながらのスタジ

フルセットプランでのオンラインイベントの
実地体験と座学

オセットから低コストでシンプルな
撮影セットまで二極化が進み、内製

川上 和人さん
日本旅行
新宿法人営業部
法人１部営業２課 課長
体験会の企画を推進した日本旅行の三宅佳広さん（右）とＴＣフォーラム清水拓志さん 配信のオペレーション卓ではスイッチャーな
どの機材も確認する

日本旅行×AP OnLine体験会実施し

供側も多様化するニーズに合わせて、
共通言語でのスムーズなコミュニケー

ト対応の新商品「AP OnLine」とし

WEB セミナー・LIVE 配信』相談・

ションといった基礎知識の共有や、求

て会場、通信環境、撮影・配信・PC

体験会」が開催され、日本旅行およ

めるレベル感にマッチした最適な提案

機材が一式となったパッケージを用

びグループ企業から 75 名の MICE

のできる深い理解が必要と感じ、参

意、4 つのラインナップで展開する。

担当者が参加。通信の安定性につい

加者を募ると都内で MICE 業務に従

外部発注するケースが多かったオペ

ての質問やスイッチャー前で映像切替

事する部門から多数集まった。

レーションスタッフも、自社の専属ス

体験をしながら、会場スタッフの解説

企画を推進したグローバルソリュー

タッフが対応し新たに体制を整え、現

に熱心に耳を傾け、シチュエーション

ション営業本部営業推進チームマ

場の経験値も積んでいる。同じく企

ごとの配信画面イメージと実際の現場

ネージャーの菅原敏明さんと同本部

画者の TC フォーラム営業推進部清

オペレーションとを入念にすり合わせ

企画部主任の三宅佳広さんは、参加

水拓志さんは「特に問合せの多い、

する姿があった。

者の反応に期待値以上の学びの場と

通信環境については従来他ユーザー

なったと実地体験に好感触の手応え

の利用影響が少ないギガ高速通信

を得たようだ。

ARTERIA Networks を施設占有回

この体験会は、ミーティングスペー
ス AP（以下 AP）を運営する TC
フォーラムと日本旅行が共同企画した

「日本旅行では、これまでリアルイ

線として導入していたが、新たにイベ

もので、急増するオンラインイベント

ベントで会場・宿泊・交通を手配し送

ント専用回線 NURO を整備し、通信

の問合せに、よりスピーディーに、安

客してきたが、イベントのオンライン

会社２社を併用することのバックアッ

定した供給をするための体制強化を

化で映像・配信など新たな手配ルー

プ体制など厚く解説し、安定性を求

目的に実施された。

トや覚えるべき機材名など実地での業

める声に、安心を提供できるよう、実

企画した両者の共通認識に上がっ

務知識習得の場とパートナーが必要

感いただける体験会を企画しました」

たのは、クライアントとなるイベント

だった。１件でも新たな需要を創出し

と変化する MICE 市場に意欲的に対

主催者側の “ プロ化 ” だ。手配・提

たい」と菅原さんは話す。

応する。

の楽しさを体感できるプログラムを

を体験できるメインプログラムの実

4 月 22 日、オンライン記者会見を実

数多く用意し 130 万人がリアルで来

施は難しい、と判断し開催中止を決

施。豊田章男会長はカーボンニュー

場した。

定した。

トラルの話題に続き、東京モーター

今回オンラインも使った魅力ある

ショー 2021 の開催中止を発表した。

企画を検討したが、多くの来場者に

前回の 2019 年開催は、モビリティ

安心安全な環境でモビリティの魅力

次回開催では、さらに進化したモ
ビリティショーを目指すという。

からの大事なお知らせ

リアル空間の価値
世界観と セレ ンデ ィピティー
次の２０２1年５月 3１日号で特集します

6 月 30 日号
7 月 31 日号
8 月 31 日号
９月３０日号
10 月 31 日号

今だからできる、イベント活用型海外展開
イベントマーケティング 3.0 ハイブリッドの設計図
オンライン・DX のツール
オリンピック・パラリンピックのレガシー
急募！イベント DX 人材ハイブリットを仕掛ける

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）

ワンストップで発注できるため、提
案しやすいと感じました。

4000 件強のイベントを実施していた
ところが、昨年は 2400 件ほどでほぼ
オンライン、ハイブリッドが主流とな

及部 高義さん
日本旅行
東京法人・コンベンション
営業部
包括企業業務部 部長

りました。多様化したことで負担と
なる業務は委ねていただき、主催者
の皆さんには内容充実に専念いただ
けるよう、
よい提案をしていく上でも、
こうした実地での体験会は貴重でし
た。

官庁の実施する国際会議やオンライ
ン会議に対応しています。専門家や
有識者が参加されることも多いのが
特徴です。イベントによりミッショ
ンは異なりますが、第一条件として
安定した通信でつつがなくお届けす

星 順子さん
日本旅行
公務法人営業部
CS オペレーションチーム 課長

東京モーターショー 2021 開催中止
一般社団法人日本自動車工業会は

あり、会場・機材・オペレーターを

います。2019 年には１社で多くて

一方、AP では、オンラインイベン

本橋で「AP OnLine『WEB 会議・

は、コストプランのバリエーションも

製薬会社のイベント全般を担当して

プロ化するオンラインイベント主催者への提案力強化へ
４月 21 日、貸し会議室の AP 日

化するケースも。会議室でのプラン

前回開催の東京モー
タ ー シ ョ ー 2019
は、モビリティの楽
しさを体感するプロ
グラムを実施し、前
回比 7 割増の 130
万人が来場した。

ることが求められます。徐々にハイ
ブリッドでの開催形式の変化もあり、
リアルとオンライン双方の成果に応
えることのできるスキルセットや現
場対応力が必要に。

