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ＤＸ時代のつながりかた

をかけないと次会うタイミングを失ってしま

せんか」と紅潮した顔で言った時にも、きっ

は、感性と理論的思考のバランスの良さが備

そういう私は、決して多くはないのだけれ

うかもしれないと焦って、子供時代にも言っ

とこの手のカタチに自然になっていたに違い

わっていて、相対的にスキルや人間力が高い。

ど、パッと頭に浮かぶのは学生時代からの顔

たことのないストレートな言葉がでて得た友

ない。

ともだちとは、違うけれど、頼れるチームメ

ぶれだけでなく、社会人になってから出会っ

も。あの時は、我ながら少し赤面してしまっ

たひとの顔も浮かぶ。コミュニティ活動のな

たなぁ。

ともだちって、いますか？

かでつながった縁や、イベントの懇親会をきっ

上の写真は、相対する角度からみると、胸

かけに年に何度かだけれど気にかける仲間の

の前で手を結ぶカタチが「ともだち」を意味

ようになった縁もある。時にはこちらから声

する手話の型。
「ともだちになっていただけま

今号では、イベントＤＸ人材を特集して、

ンバーとして、新しいイベントをつくるには、

新しいつながり方や、変わる共通言語に苦労

新しい知識や新たなひととのつながりが必要

しながらも常にアップデートして進化するイ

だ。

ベンターの現場をのぞいた。
いつも取材で出会うイベンターの皆さんに

さまざまなコラボレーションや見たことの
ない組み合わせが生まれそうだ。
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イベントＤＸ人材

イベント・MICE業界では、オンライン化やハイブリッド化にともなって、求める人物
像やスキルにも変化が出てきた。今回は、実際のイベントＤＸの現場で起きている
新しい動きや、新設部署での生の声、そして、企業からの募集案件をまとめた。
TREND

探し方・つながり方・ＤＸの行方
「画面構成は２画面で、スピーカーの表情を映
すカメラの映像と、資料映像です」
「ではカメラ位置は左右で押さえてもらって。
全体映像はどうしましょうか？」

は、打合せの日常会話になっているのだと話
す。

新しいつながり提案した
「EVENTORS」

同席していた会場の運営担当者で、以前は、
映像・音響の会社でのキャリアをもつ経験者

「全景を映せる映像があるといいですね。天吊

でも、
「この１年の機材の進化が早くて、まる

りのカメラからなら広角の全体像が出せます

で変わってしまった。当時覚えた機材名もス

ロナの時代を戦えない、として、イベント・

関連企業内には、ＤＸに対応した専門部署を

よ」

キルも今は使えなくなってしまった」と言うほ

エンタメ業界のつながりをつくるビジネスコ

新設するところも。

ど、知見はあっても、進化のスピードが速く

ミュニティアプリを、株式会社ジーダブリュー

リアルの場で人の心を動かし、クライアント

て最新情報のキャッチアップに追いつくのが

シーが今年３月に「EVENTORS（イベンター

と生活者に強いエンゲージメントを生む体験

やっとだという。

ズ）
」としてリリースしている。
「もっと簡単に

価値の提供をすることを基盤としてきた電通

これからのイベントでも、このオンライン化

欲しいスキルやノウハウとつながることがで

ライブでは、今年１月１日にＤＸプロデュース

取り確認が終わると、今度はオンライン参加

は選択肢の一つであり続けるだろうし、むし

き、日頃から互いのニーズや課題を補完しあ

ルームを発足している。ソリューション開発・

者向けに配信する映像づくりの話に移行する。

ろスタンダードになりつつある今、求められる

える。そんな拓けた状態が当たり前の活性化

技術開発・プラットフォーム開発・コミュニティ

そのシーンだけピックアップすると、まるでテ

ベースのスキルも変わるだろう。手配する相

したイベント・エンタメ業界にしたい」という

開発までを視野にした新たな専門組織として、

レビ番組の打合せのような会話が続く。

手も変われば、そこで交わされる共通言語も

考えをもとに設計されており、タテヨコナナメ

デザイン & テクニカルユニット内に置かれる。

異なる。

なつながりで、日頃のつぶやきから、イベント

イベントＤＸ人材は、どんなことをもたらす

情報、仕事の発注までリアルな声を聴くこと

のか。プロジェクトを効率的にするだけでな

ができる。

く、常にアップデートし続ける仕組みとして捉

「テロップの文字はどうします？」
とあるハイブリッド形式のセミナーでの打合
せでのやり取りだ。登壇者のリアルな進行段

「この１年で、イベントやセミナーの打合せで
確認する内容は画面づくりが必須になって、
時間もその分延びてますね」
とセミナー運営の進行ディレクターにとって

ますますデジタル化が加速するなか、必要
とされるスキルやノウハウも多様化され、従
来の繋がりだけでは来たる After ／ With コ

つながり方にも変化があるように、イベント

えたい。
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STUDY2

イベントアクセラレーター

オンラインマーケティング課

西舘 聖哉さん

江口 幸恵さん

オンラインイベントの駆け込み寺に
イベントアクセラレーター

株式会社なないろのはな 取締役/イベント
・プロモーション事業責任者

西舘 聖哉さん

スーツケース１つでイベント現場に現れて
動画配信環境を構築する、オンラインイベント

会場の配信営業フォロー〜現場ディレクションまで
株式会社ホットスケープ
オンラインマーケティング課 マネージャー

クと参加者側の YouTube ライブのリンクを

イベントキャリア 20 年以上の江口幸恵さん

発行し、新しい場をつくって「よろしければ

は、BtoC から BtoB のイベントまで、制作や

つかってください」と、運営担当者へメッセー

運営、デザイン、広報・マーケティング領域

ジを送り、無事に再開できた。西舘さんは「別

での経験を持つ、
現場をよく知るイベンターだ。

日程で開催するにも多くの方の参加機会損失

今年７月からは、会場のオンラインイベント

になってしまうし、著名な登壇者の再調整も

配信の営業サポートから配信コーディネート、

大変です。トラブル対応に必死な運営側に『新

現場での配信ディレクションまでを業務とする

しいリンク先つくりましょうか？』と提案して

新領域を担当している。

も判断する時間的な余裕は現場もないだろう
と想像して行動しました」と振り返る。

江口 幸恵さん

「私たちの部署で対応する対象は、初めてオ

ティングツールや配信プラットフォームの知

ンラインでのイベントやワークショップ、社内

識や操作運用をパーフェクトにする」こと。

のプロとして活動しているのが、西舘聖哉さ

現在は、企画運営支援だけでなく、コミュ

ミーティングを実施する初心者層の方々です。

Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft

んだ。2019 年に独立し、
「イベントアクセラレー

ニティマネジメント支援にまで領域を広げて、

役割としては、会場側に『オンラインイベント、

Teams、Google Meet を 中 心 に ビ デ オ 会

ター」としては 2020 年１月から活動しており、

イベントの付加価値を共創している。石川県

どうしたらよいんでしょう』と、配信に関して

議アプリケーションを使った配信対応や

この１年で 100 本以上のオンラインイベントを

金沢市で業務改善などの提案を行っている株

はどこに頼んだら良いのか、何が必要で、そ

YouTube、Vimeo などの各配信ツールの仕

サポートしている。アクセラレータは、成長加

式会社なないろのはなでは、スキルを活かし、

れはなぜなのか、開催内容のヒアリングをし、

様比較をまとめ、週に１度情報共有の定例会

速を促し支援する存在として、スタートアップ

取締役としてイベント・プロモーション事業責

会場の特性と概要とをすり合わせをして、場

を行う。アップデート情報は日々、共有してい

企業などに対して使われることの多い印象が

任者の役割で、企業の情報発信やクライアン

合によっては本番の配信ディレクションまでを

るという。また、社内にはより大規模なオンラ

あるが、オンラインイベントを軸に、企業カン

トとのコラボイベントにも貢献する。

伴走します」
（江口さん）

イン / ハイブリッド開催のイベント制作チーム

ファレンスや大学の授業配信、コミュニティの

日々、進化しているオンラインイベントで

オンラインイベントが根付いて１年以上が

があり、月に１度、実際のイベントで使用した

ワークショップなど幅広く「場を共に創ること」

は、新しいテーマも絵づくりも展開されている

経過し、オンライン開催にリッチコンテンツ化、

システム図を読み解く機会をつくる。
「システ

を信条に展開する。

が、オフラインイベントの時から徹底している

ハイブリッド開催へとステップアップして経験

ム図をみる回数は大事です。この接続が必要

のは、イベントをみる、つくっている人と話す

値を重ねる企業・団体が少なからずいる。一方、

なのはなぜか、想定するケースもバリエーショ

といった繰り返しだという。

「ゼロから学んで、一人オンライン配信局と

これから挑戦するという主催者も増え、裾野

ンを多く持つことで提案につなげられます」と

元々は富士通グループで IT エンジニアとし

「オンラインイベントの初期から走り続けた結

は広がっているのが現状だ。ニーズが高度化、

江口さん。また、一度起こった事象で改善点

てキャリアをスタートし、システム開発会社を

果、
『西舘さんが現場にいると安心します』と

一般化し、細分化するなかで、配信への不安

があれば、同じ状況を再現して検証するなど、

経て、エンジニアとして独立。独立後は、平

言われることも多くなり、それがモチベーショ

や疑問の最初の受け皿が、会場になっている

一つひとつ解消して共有を繰り返す。

日をエンジニア業中心に、土日はピッチイベン

ンになります」と西舘さん。頼られる存在であ

ケースは多く、そのため、会場内に専属人材

「ツールの情報を継続して勉強していくこと

トの運営で全国をまわり、ボランティアでもイ

り続けるよう意識するのは「常に最新版な自

を置いたり、人材育成に力を入れたりする流

もそうですが、情報として持つだけでなく、要

ベント運営に携わるなど、エンジニアとイベン

分でいられるか」と自問し、アップデートを怠

れも出ている。

望に合わせて組み合わせること、そのために、

ターを掛け持ちしていたという。

らないことだとも話す。

して活動しています」
（西舘さん）

江口さんの所属するホットスケープでは、こ

舞台裏の照明・音響・映像、同時通訳といっ

イベンターとして多くの発注を受けるように

うした背景を受け、森ビルの運営する会場（六

たチームへの橋渡し役として丁寧に確証を得

なった転機は、トラブル対応だ。2020 年４月

本木アカデミーヒルズ、虎ノ門ヒルズフォーラ

ながらスキルを固めていきたいと思っていま

のオンラインイベントがはじまり出した頃、西

ム）との業務委託契約を結び、配信に関わる

す。新しいチームとして、会場の新しい機能、

舘さんが参加者としてあるオンラインイベン

専門部署「オンラインマーケティング課」を新

魅力の一つとして、役割を完遂できるようにマ

トに参加した際、開始 30 分ほど経っても配

設した。新たに募集した人員に７月から研修

ネージャーとしても一緒に成長していきたい。

信フォームのトラブルでセッションがはじまら

をスタートして、体制をつくっている。

失敗をするときもあって、その時は恥ずかしい

ず、300 名ほどの参加者が待機している状態
だった。そこで、運営側の新しい Zoom リン

オンラインイベントでは、配信機材一式の用意から操作
オペレーション、ディレクションまで一人で担当する

江口さんがマネージャーとして掲げてい
る課の目標の一つは「配信に使用するミー

し、悔しいけれど、失敗を糧にして基礎を固
めているところです」と話す。
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求人情報

イベント業界のDX人材・デジタル業界のイベント人材
イベントレジスト株式会社

Chatwork株式会社
職種 / 募集ポジション：主催セミナー・イベ

ジメントなど。求める人物像は、中小企業の

役職 : アカウント エグゼクティブ / マネー

メッセージ： 新しいチャレンジに積極的にト

ジャー
事業内容 : 「リアルな体験を通して、世界を

ライしていく方は、とてもやりがいのある環境
だと思います。まだまだ若い会社ですが、一

その結果、気持ちが和み、生活すら好転しま

楽しくする」活動をイベントマーケティン
グプラットフォームを軸に各種サービスを提供

す。

業務内容：年間数百本の主催セミナー・イベ

す。その事実を、私たち自身がいま、身をもっ

業務内容 / 求める人物像 : クライアント様方

採用ページ : https://eventregist.jp/career/

ントの企画、運用チームのマネジメント。中

て実証しています。

へ EventRegist を活用したイベント運営に

小企業経営者や幹部層などを主な視聴者とす

採用ページ：https://recruit.chatwork.com/

つ いて提案→ご利用いただく仕事。提案内

ントの企画、運用

経営課題に関心のある方、仮説検証サイクル

事業内容：“ すべての人に、一歩先の働き方 “

を回すことが得意な方

を実現する新しいコミュニケーションの手法

やりがい・メッセージ：

として、クラウド型ビジネスチャットツール
「Chatwork」を提供。

「Chatwork」があれば、時間に余裕ができ、

るオンライン中心のセミナーを企画。運営設

緒に成長していける方、お待ちしておりま

容は EventRegist についてはもちろん、ク
ライアント様の課題に応じて多岐に及ぶ。

計、運用工程の改善、効果検証、チームマネ

RX Japan株式会社
役職：マーケティング・プロモーション職

をお持ちの方。

事業内容：年間 34 分野 84 本の国際見本市

やりがい・メッセージ：

を主催。経済発展を後押しする、日本最大の

成果・実力に基づく人事が徹底されており、

見本市主催会社

若いうちから活躍することができる職場環境。

業務内容 / 求める人物像 : 出展社・来場者誘

入社 1 年目は OJT 中心に先輩社員からの指

致のための戦略立案やメール・SNS・WEB

導で、知識・経験を積む。業務を一通り経験

マーケティング・DM・テレマなどマスプロモー

した後は、その人に適したキャリアプランを

ション計画の実行。
・コミュニケーション能力

用意する柔軟な組織体制。

があり、自ら企画・提案することも好きな方。
・

採用ページ：https://saiyo.rxjapan.jp/

多種多様な仕事を同時進行でこなせる方。
・緻

＊「web プロデューサー」
「IT セキュリティ担当」も

密な計画力と徹底して最後までやり抜く能力

募集している（要確認）

株式会社ジールアソシエイツ

役職・待遇：映像制作、編集 月給 28 万円

像制作・編集の経験があり、メンバーと共に

〜 ※経験・能力等を考慮

協働していただける方を募集。

事業内容：” 体験 ” に特化したハイブリッド（リ

やりがい・メッセージ：

アル & デジタル）
プロモーションの企画・制作・

これまでの経験を活かし面白いものを作りた

デザイン・開発事業

い！という方には、当社は最適な環境となる

業務内容・求めるスキル・人物像 :

はずです。

展示会 / デジタルブース案件の映像や自社
YouTube 動画の制作。
Adobe Premiere Pro/After Eﬀects にて映

株式会社ホットスケープ

bravesoft株式会社
役職・待遇：イベント DX コンサルタント

等 )。求めるスキルは、
イベント業界での経験、

役職・待遇：イベント企画・演出・制作業務

ションを取るのが好きな方、ライフワークバ

400 〜 700 万円

マーケティングの経験、顧客折衝経験、広告・

事業内容：

事業内容：リアルイベントに対応したアプリ

ランスを大切にしながらイベント業界で働き
たい方、DX や AV・通信などの経験・関心

イベントなど無形商材の営業経験

ビジネスセミナーや展示会など BtoB の企業

とオンラインイベントに対応できるWEBサー

メッセージ：

イベントの企画・制作・運営。

ビスを展開し、イベントの DX 化を推進する

イベント DX を推進する企業のトップラン

業務内容・求めるスキル・人物像：

事業部

ナーとして、ハイブリッドなイベンターを一

イベント主催者、または自社開催イベントの

顧客のリピート率が高く、信頼関係を築いて

業務内容 / 求める人物像：イベントプラッ

緒に目指しましょう！

目的を明確にし、形にしていく仕事です。( 会

いきやすい。自社開催のイベントもあり、主

トフォーム "eventos" を拡販し、イベントの

採用ページ：

場選定、企画、レイアウト、機材、装飾、ス

催者の立場でイベントに携われるため企画・

ケジュール管理、予算管理など )。フットワー

制作・演出の自由度が高い。経験と意欲を
満たす仕事があります！採用ページ：

DX 化をコンサルタントする業務を幅広く担当
( 案件開拓や企画提案、イベントの進行管理

https://www.bravesoft.co.jp/recruit/

クが軽い方、お客様からの「ありがとう」を
やりがいにしている方、人とのコミュニケー

ד嗚稊

のある方など、広く募集。
やりがい・メッセージ：

https://next.rikunabi.com/company/
cmi1861884002/nx1_rq0021080203/

【広告】
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【特別企画】

ワクワクを力に！ 期待を超える。

社 長 イ ン タ ビュー

進化のさらにその先へ。社員の個性と想いを引き出す。
日本を世界市場の中心に。全員が創業メンバー

400 人の個性で創る展示会
弊社はおかげさまで日本最大の見
本市主催会社に成長させていただき

RX Japan 株式会社
代表取締役社長

日本展示会産業の最大手リードエグジビションジャパンが 7 月
的、新会社のビジョンについて田中岳志社長にインタビューを実

施。また 3 人の社員を加えた座談会でそれぞれの本音を聞いた。

仕方では、楽しくありませんし、こ

前半の 4 つは見本市を通して日本

ちらが指示を出すと、それが上限に

年コロナ禍に直面したわけです。そ

の成長に寄与するといった私たちの

なってしまって、100 点満点以上が

れは私にとって見本市の開催意義や

事業のあり方です。後半は自分たち

出せません。

主催者の使命を見つめ直すきっかけ

がどうなっていきたいかということ。

私の経験上、顧客の期待値を圧倒

となりました。そして見本市を必要

これまでとちょっと違うというか反響

的に超えたときにこそ、感動が生ま

としてくれている方々のために、今

が大きいのは、６番目の「ワクワク

れます。

まで以上に価値ある展示会を創り上

を力に！」
です。これは私が常に思い、

げる企業になりたい。さらなる飛躍

口にしてきた言葉です。

想像以上の成果や期待以上の新製
品・サービスとの出会いを提供する、

展示会は、出展者や来場者を笑顔

感動領域の仕事をしていきたいです

新たな一歩を踏み出す必要があると

にして幸せにするもの。私たちが身

思うに至りました。

を削って良いものを提供する、とい

７つのビジョンは、私や経営陣が

そのために、社名を変更し、今ま

うのは少し違うと思います。私たち

考えましたが、8 つめ以降は社員ひ

での延長ではない、圧倒的な成長を

自身が幸せで楽しみながら展示会を

とりひとりが、自分のやりたいこと、

目指そうと決意しました。

ワクワクを力に！
15 日に RX Japan 株式会社と社名を変更した。その経緯と目

会社のビジョンにしました。

言われたことをやるという仕事の

ました。業績も順調に伸びる中、昨

をするためには、現状維持ではなく、

田中 岳志さん

X がつく 7 つのキーワードにまとめ

7 つのエックス

社名やロゴを変えるより、大切な

つくる。みんなのワクワクが企画力

得意なことを活かしたそれぞれのビ

や実行力になるのだと考えています。

ジョンを考えてもらいたい。
新しい会社になったので、全員が

期待を超え感動を呼ぶ

こういう会社にしたいという想いを、

創業メンバーです。皆の個性、想い

全員が創業メンバー

2017新聞6月1日別冊

のは組織の中身を変えることです。

ね。

を引き出す環境整備が私の仕事だと

1C 半5段

７つの X の最後は期待を超えるこ

と。

考えています。
（取材・文：田中力 / 撮影：Rie Oshinomi）

何
か
を
わ
た
し
た
ち
は
持
っ
て
い
ま
す
︒

で、
、世界
ーバル
日本で 験もグロ
経
発想も

展
示
会
︑
そ
の
す
べ
て
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
埋
め
る

www.tzb.co.jp
www.tzb.co.jp

東京都中央区日本橋大伝馬町12-7 3F
TEL：03-3669-8571 FAX：03-3669-8240
E-mail：info@tzb.co.jp
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社員座談会
田中岳志社長のインタビューの後、3 人の社員も加わって座談会を実施。営業の山

RX のブランドデザインをてがけた五十嵐健治さんに、それぞれの立場から、社名

口峻太さん、セミナー企画と来場プロモーション担当の小倉桃子さん、制作本部で

変更の想い、田中社長の人ととなりについて聞いた。

ブランディングとビジョンが、新しい発想を生みチーム力を向上させる

楽しくて自由な雰囲気が RX の魅力の源泉に
名刺や封筒のほかに、RX オリジナ

――最初に社名変更を聞いた時は？

山口

山口 発表の１ヶ月前にオンライン
会議で聞いて、本当にビックリ。最

峻太さん

総務・人事・経理 Week
営業責任者

2011 年入社、総務・人事・経理 Week、ライフス
タイル Week、メディカルジャパンをはじめ、数々
の展示会を担当。現在は総務・人事・経理 Week
の営業責任者として出展社誘致、新規展示会・ゾー
ンの企画 / 立上げ、セミナー企画・依頼などを行っ
ている。信条は「①結果主義 ②できる理由から
考える ③迷ったらワクワクするほうを選ぶ」

初は実感がわきませんでした。
小倉 私も驚きましたが、社長から
なぜ社名変更するのか、そして新し
い RX のビジョンを聞いた後には、

逆に自社のことを改めて考え整理

五十嵐 健治さん

ことがありましたよね（笑）
。

制作本部 制作担当次長

2002 年入社、入社以来、制作本部にてすべての展示会のデ
ザインディレクションを担当。
今回の社名変更に伴い、田中社長と二人三脚で RX Japan ブ
ランドのデザインを行う。信条は、
「むずかしいことをやさしく」

――田中社長はどんな人ですか
山口 やる気を焚きつける人、とい
う印象です。
「あれして、これして」
とは言わないけれど、食事したり会

する契機となりましたし、社名変更

話したあとに、いつの間にかこちら

の理由やビジョンを自分自身で語る

が「やってやろう」とか「この人の

ことで、お客さまにより深く理解して

期待を超えたい」と思うんですよね。

もらう機会になりました。また、社

小倉 エネルギッシュで、本人が一

名が新しくなることで、社長が強調

番ワクワク仕事している印象。オン

していたように、これまでの延長で

ライン会議でもそれが伝わるくらい。

考えるのではなく、新たな発想をも

五十嵐 自分が楽しんでいる姿を見

つようになりました。

せて人の力を引き出すんですよね。

小倉 ビジョンに共感してくれる協

社長自身がどんどんアイデアを出す

力会社さんも多く、これからもある

ので、こちらもいろんな企画を考え

意味１つのチームとして一緒に展示

るようになります。僕らブランディン

会をつくっていけると実感しました。
五十嵐 私はブランティングプロ
ジェクトの一員だったため、皆より

田中 岳志さん

グチームは社長を広告塔にしようと
企んでいます。

代表取締役社長

早く知りました。社長や役員とアイ

小倉 桃子さん

デアを考えるのが楽しくて本当にワ
クワクした。人に言いたくなるのを

第二事業部

2017 年入社。現在は Japan マーケ
ティング Week のセミナー統括として、
セミナー企画・依頼・プロモーションデ
ジタルマーケティング展示会全体の来
場者動員を行う。信条は「結果にどん
欲に。プラスアルファを思考すること。
」

必死にガマンしました（笑）
。

――デザインのポイントは？

田中 ワクワク感は言葉で伝えよう

五十嵐 まず考えたのは、社員にど

としてもダメ。自然にワクワク感を感

う喜んでもらうか。お客さまに名刺

田中 社員証も白と黒の 2 種類から、

じてもらえるようにイメージムービー

や印刷物をお渡しするときに、社員

自分の好きなデザインが選べるよう

をつくったり制作物のデザインを考

の気分がアガるように、名刺を出し

にしました。

しているうちに、自分で選べるとい

えました。

たくなるようにカッコ良く、と。

五十嵐 愛着がわくデザインを議論

うのが１つの方法だと気づきました。

68

処理能力
需要

電力

100％

東京 2020 大会が終わると展
示会が本格再開するから頑張
ろう！

ビジネス系イベントの
電気工事もしっかりサ
ポートします。

五十嵐 2 人のリアクションをみて、

五十嵐 社内会議の開始を遅らせた

る飛躍のために会社を新しくするこ

というマイナス面はないですね。

山口 このスマホケースとかカッコ
いい。欲しいです！

議がつい長くなってしまって。

会社に成長したこの時期に、さらな

山口 リード時代の実績がなくなる

小倉 見ているとワクワクしますね。

田中 アイデア出しが楽しくて、会

かったです。日本最大の見本市主催

すごいと思いました。

ザイン・制作しました。

狙い通りだと、確信しました。

新しい会社になるワクワク感が大き

とを決断するのは自分の会社ながら、

ルのスマホケースやマスクなどもデ

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

田中 RX にはいろんな能力や個性
を持つ人が集まっています。それぞ
れの個性が展示会という大きなパズ
ルをつくっています。この座談会で
もみんな思っていることを自由に話
してくれましたが、そういうあるがま
まの姿で、楽しく活気に溢れたチー
ムが、RX がつくる展示会の魅力の
源泉になっていくと思います。
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イベンター・マーケター向け

9 月のセミナー・イベント

８名のプロデューサー企画のテーマ事業協賛など募集
― 大阪・関西万博

＊8/23時点の情報です。変更の場合がありま
すので必ずご確認ください

公益社団法人 2025 年日本国際博

ることを目指す事業。コロナ禍を乗

覧会協会は、８月 19 日、
「2025 年日

り越えた先の新しい時代の万博とし

2 日 ･3 日
東京フードテクノロジーウィーク 2021

本国際博覧会 ( 大阪・関西万博 )」の

て、カーボンニュートラルの実現、

ケース事業出展のいずれも、企業・

各参加形態に応じて、呼称権、社名

3日
ECzine Day 2021 Autumn

企業・団体を対象とした出展参加説

デジタル技術や次世代モビリティの

団体の参加には、10 億円以上の協賛

表示権、バーチャルパビリオン出展

明会をオンラインで開催した。

活用など、2025 年以降の未来を感じ

金、施設・物品・サービスなどの提供・

権などの特典が利用可能となる。

貸与が求められる。

1 日〜 30 日
ITmedia Virtual EXPO 2021 秋

〈オンライン〉

@ パシフィコ横浜
〈オンライン〉

9 月 8 日〜 10 日
第 64 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
2021

@ 池袋サンシャインシティ

9 日〜 12 日
Japan Robot Week in AichiAICHI
SKYEXPO
15 日 ･16 日
第 6 回国際コインランドリー
EXPO2021

@ インテックス大阪

16 日〜 18 日
オーガニックライフスタイル
EXPO

@ 東京都立産業貿易センター浜松町館

参加メニューは、これまでの万博

させる次世代技術の実証と 2025 年
にふさわしい先端技術の実装を目指

その他の参加メニューには、(1) 会

う、パビリオン出展の９区画 (1 区画

す、としており６つの事業フレーム

場整備参加・運営参加、(2)「TEAM

あたりの敷地 面積 : 約 3,500 m²) 以

（スマートモビリティ万博、デジタル

EXPO 2025」プログラム、(3) 催事

外にも、テーマ事業協賛、未来社会

万博、バーチャル万博、アート万博、

参加、(4) 営業参加（飲食施設、物販

ショーケース事業出展などが用意さ

グリーン万博、フューチャーライフ

施設を中心とした、会場内営業施設

を実現するため、大阪・関西万博の
業で、
1970 年大阪万博での太陽の塔、

〈オンライン〉

にあたる。2025 年の大阪・関西万博

〈オンライン〉

大学教授の石黒浩さんをはじめ 8 人

では映画監督の河瀨直美さん、大阪

28 日 ･29 日
フォームネクストフォーラム 東京
2021

内最大級の領域型パビリオンを展開

9 月 29 日〜 10 月 1 日
名古屋プラスチック工業展 2021

ベント実施で構成される。

@ ポートメッセなごや〈ハイブリッド〉
@ 東京ビッグサイト

9 月 29 日〜 10 月 1 日
Japan マーケティング Week
【関西】

期間：2025年4月13日〜10月13日
（184日間）
想定来場者数：約2,820万人
開催場所：大阪 夢洲(ゆめしま)
テーマ：いのち輝く未来社会のデザイン
Designing Future Society for Our
Lives

マ「いのち輝く未来社会のデザイン」

2005 年愛知博でのグローバルハウス

9 月 29 日〜 10 月 1 日
スマートエネルギー Week

＜開催概要＞

テーマ事業は大阪・関西万博のテー

21 日〜 23 日
TechCrunch Disrupt 2021

〈オンライン〉

業）
、(5) 万博応援参加などもあり、

れている。

主催者である協会が企画する中核事

21 日〜 24 日
Dreamforce 2021

の出店およびライセンスビジネス事

テーマ事業協賛、未来社会ショー

よりもさらに幅広い参加ができるよ

16 日〜 20 日
第 43 回 西日本陶磁器フェスタ

@ 西日本総合展示場

万博）で構成される。

のプロデューサーによる展示で会場
するパビリオンと、会場内外でのイ
未来社会ショーケース事業出展は、
万博会場を未来社会のショーケース
に見立て、先進的な技術やシステム
を取り入れ未来社会の一端を実現す

テーマ事業では８人の専門家がテーマの「いのちの輝き」とは何かを語り、深め、残すことを象徴するパビリオンとイベントで構
成する

@ インテックス大阪

9 月 29 日〜 10 月 1 日
ライフスタイル Week【関西】

@ インテックス大阪

9 月 29 日〜 10 月 1 日
COSME Week [ 大阪 ]

@ インテックス大阪

9 月 29 日〜 10 月 1 日
第 5 回［関西］ジャパンビルド
−建築の先端技術展−

@ インテックス大阪

9 月 30 日〜 10 月 3 日
東京ゲームショウ 2021 オンライ
ン
< 変更のお知らせ >

本 紙 前 号（No.73）の７頁で 掲 載した
「MEETING SPACE AP 東新宿」の内覧
会は、９月９日・10 日の予定でしたが、
緊 急 事 態 宣 言の延 期により、10 月 14
日・15 日に延期開催となりました。詳細
については、月刊イベントマーケティング
Web 版にて、随時情報発信いたします。

開催中止、ハイブリッド移行も

ワクチン義務化
――

― 9 月イベント動向

新型コロナウイルスの急激な感染
再拡大、緊急事態宣言の９月12日ま

CES2022

DX 推進へ
――

パシフィコ横浜

パシフィコ横浜は、10 月 1 日から、

「C E S」を主催するC o n s u m e r

アル開催を中止し、同日程でのオンラ

Technology Association (CTA)

クラウド型の Web 申込システム『パ

インセミナーを実施する。

は、
「CES 2022」
に参加するすべての

シフィコ横浜 ユーザーページ』の運

での延期などの影響で、９月の国内

学会では、
「第61回日本産科婦人科

来場者と出展者に、ワクチン接種の

用をスタートする。催事の施設利用申

イベント開催動向は、展示会では
「ク

内視鏡学会学術講演会」
「第80回日本

証明を提示することを義務付ける予

込、各種サービスの申込手続きが全

リスマスおもちゃ見本市2021」
（9/1・

癌学会学術総会」が現地開催とオン

定であることを発表した。

てオンライン上で可能となる。

デマンド配信・ライブ配信を合わせ

CTAのCEOゲーリー・シャピロ

これまで施設利用や各種サービス

秋」
（9/9~12、
静岡）
が、即売会では
「I・

て行うハイブリッド形式に方法を変

氏は
「私たちは皆、感染の拡大を食い

は異なる申込様式だったため手続き

Doll West VOL.34」
（9/5、
大阪）
が開

更。
「第54回日本薬剤師会学術大会」

止める役割を担っている。

簡便化の要望があったことやリモート

催中止を発表した。

は
「現地開催」と
「WEB開催」のハイ

「CES 2022でワクチン接種の証明

２、東京）
、
「静岡ホビーショー2021

ワークに移行し、各企業・団体での

また、加工技術、3Dプリンティン

ブリッド形式を取り止め、WEB配信

書を要求することは、私たちの側が

ペーパーレス化などの動きが加速して

グなどの国際見本市「F o r m n e x t

のみによる
「完全WEB開催」へ変更

責任を持てる方法のひとつ」として

いたことを背景に、DX 推進につな

Forum Tokyo2021」
（9/28・29）
はリ

した。

いる。

がった。

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。
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