
「face to faceを科学する」 月刊イベントマーケティング

TAKE FREE www.event-marketing.co.jp

特別企画 東京2020大会のレガシー
展示会開催宣言！ 「第92回東京インターナショナル・
ギフト・ショー秋2021」ほか

つながり合える場所に
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

September 30, 2021

75

　アラブ首長国連邦（UAE）が建国50周年
を記念して開かれるドバイ万博の全体テーマ
は「心をつなぎ、未来をつくる」。
今回、日本館の設計を手がけた建築家・永山
祐子さんは、三つの視点で“つなぐ”を表現
しているという。
　「ひとつは日本と中東の歴史的なつながり
を感じさせるアラベスクと日本の伝統的な文

様を組み合わせたファサード（建築物の正
面部分のデザイン）。もうひとつは水を通じ
た『つながり』です。日本は水資源に恵まれ
る一方、自然災害も少なくなく水との共生が
課題であるのに対し、中東諸国は水の確保が
課題です。水との距離感の違いや日本の淡水
化技術などは中東で活躍している実情を、建
物前面に設ける水盤で表現しています。三つ

目は世代や国を超え人々が万博を機に、つな
がり合える場所にとの思いも込められていま
す」（METI Journal ONLINEインタビュー
より抜粋）
　建物を覆う立体格子は、折り紙を思わせる。
格子に小さな膜が集積し、日差しから建物を
守る。風によって膜が揺れ、風を可視化して
いる。そして細やかな微振動によって繊細な

影を生む、という。
　ドバイ万博では、映像の高速転送技術やク
ラウド活用によって、撮影から非常に短期間
のうちに素材として活用できる映像をメディ
アに提供される実証実験も行われる。
　月刊イベントマーケティングからも、開会
式や会場全体を日本色に染めるジャパンデー
ステージを映像でお届けし、つなげたい。
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　第 32 回オリンピック競技大会（2020／東
京）、東京 2020 パラリンピック競技大会が閉
幕した。アスリートの圧倒的なパフォーマンス、
スタートラインにつくまでの感動ストーリー、
多くの国・地域から日本に来てくれた選手た
ちの笑顔。メジャーな競技・種目だけでなく、
普段はあまり目にすることのない競技も、僕ら
を夢中にさせてくれた。
　熱狂が終われば、また日常に戻る。これが
イベントの常だ。しかしそれですべて終わりで

はなく、それを振り返って語りあったり、明日
に活かせることを探したり、イベント前と後で
なにかが変わる。終わったあとにおきた現象
まで含めて、イベントの真価といえる。
　オリンピック憲章の第1章第2項に、「オリ
ンピック競技大会のよい遺産（レガシー）を、
開催都市ならびに開催国に残すことを推進す
る。」と記載されている。丸川珠代五輪相は経
済波及効果試算については検討しないとして
いるが、関西大学宮本勝浩名誉教授の試算に

よると、大会開催中の消費や閉幕
後のレガシーに関連したものを合
わせて２兆８７４４億円としてい
る。
　競技施設や都市インフラなど
ハード面のみならず、スポーツ振
興、健康増進、経済成長、芸術・
文化、多様性、持続可能性など、
ソフト面での長期的な効果が期待
される。
　東京都では「大会後のレガシー

を見据えた東京都の取組2020のその先へ」
を策定。1年間延期と無観客で開催と、当初
の期待したものとは変わったが部分もあるが、
「プラス１」として、感染症対策やDXなど、
困難を乗り越える努力を通して考えられた新
しい要素も加わっている。
　イベントに関しても然り。世界最大級のイ
ベントを開催した経験は、大きな財産になる。
オリンピック42、パラリンピック21の競技会

場で、55競技878種目を開催。無観客となっ
たものの、学校観戦など約6万人、選手1万
5000人、ボランティア約7万人、警備スタッ
フ53万5000人という規模のイベントを運営
できる質と量のキャパシティを日本が備えた。
　レガシーはすぐに見えてくるものもあるし、
時間がかかってはじめてわかるものもあるだろ
う。今号では、第一弾として閉幕直後のいま
イベント業界の声をお伝えする。

東京2020大会のレガシー
新型コロナウイルスの検査陽性者数の減少、緊急事態宣言の解除とワクチン
接種も進み、行動制限緩和も見えてきた。無観客ながら世界最大級のイベント
である東京2020大会の経験を財産として、イベント復興にとどまらず、イベン
ト産業の飛躍を目指しレガシーを最大限活用するときがきた。
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武蔵野の森公園 武蔵野の森
総合スポーツプラザ

有明親水海浜公園（仮称）

有明アリーナ

有明アーバン
スポーツパーク（仮称）

有明体操競技場

東京スタジアム

・多様な人が共に支え合う環境づくりが進む
・ユニバーサルデザインのまちづくりが進む

・感染症対策や危機管理の取組・経験が
　安全安心な暮らしの実現に生かされる
・DXの推進が加速する

・働き方は　大きく変わる
・スポーツ　やイベントが広がる

・ボランティアマインドが広がる
・被災地との絆が次代に引き継がれる

・ 「サステナブル・リカバリー」の視点から
　取組が進む
・水と緑が豊かで潤いのある都市空間を創出する

共生社会

安全安心

スムーズ つながり

持続可能性

多様性

スマート

楽しい 絆

美しい

大会のレガシーを、都市のレガシーとして発　展させ、  都民の豊かな生活につなげていく

2020のその先へ

【画像は設計段階のものであり、実際とは異
なる場合があります。】
©Tokyo 2020

©Tokyo 2020

大会の感動と記憶を    後世に永く伝えていく

武蔵野の森オリンピック・パラリンピックパーク（仮称） 有明オリンピック・パラリンピックパーク（仮称）

出典：東京都オリンピック・パラリンピック準備局ホームページ「大会後のレガシーを見据えた東京都の
取組 -2020 のその先へ -」
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2000 1000
登録ユーザー数

50
登録職種

以上

国際基準や変動する状況に対応し
サービスの質と量が向上  

99％リユース・リサイクルで
サステナブルな運営支える

　東京2020大会は持続可能性コンセプト「Be 
better, together（より良い未来へ、ともに進
もう。）」を掲げ、課題解決のモデルとなるべく、
サステナビリティに配慮して準備・運営された。
組織委員会は「東京2020ｘ持続可能性」を
策定し、そのなかで「Zero Wasting -資源を
一切ムダにしない」が１つテーマとなっていた。
使用済携帯電話からメダルをつくるプロジェ
クトや、家庭から出るプラスチックでつくる表
彰台とともに、“調達物品の99％リユース・リ
サイクル”を提唱。新たな物品の製造と廃棄
物の発生を抑制し、環境負荷を低減するため
に、レンタル・リースや物品の再販を行い、大
会後に再利用するというものだ。
　建機やイベント機材のサプライヤー業界も、
大会の調達ポリシーに沿って仮設機材をアン
ブッシュマーケティングにならないように、ロ
ゴが入ってないものを使うか、すべてマスキ
ング等のルールに注意した。

延期、無観客、揺れ動くなか
粛々と準備を進める
　西尾レントオールでは、2015年に2020プ
ロジェクトを少数規模で立上げ、2018年には
20人、最盛期には30人以上の大所帯となった。
営業・設計・施工・商品・物流など各分野の

専門的な技術をもつスタッフが集まった。ワン
ストップでイベントや建設現場の多様なニー
ズに応えてきた同社の、人材・品揃えの強み
が活かされる体制となった。
　しかし、2020年3月末に東京2020大会の
1年間延期が決定。2019年から開始していた
工事は、4～5月まで進めたところで中断。延
期になったことで、設計や仕様、費用面での
見直しが行われた。
　今年１～２月に準備が再開されたが、会期
直前まで開催できるか、無観客になるのか決
まらない状況で、観客ありのフルスペックに備
えて準備をしていた。
　先の見通しが不確定のまま時間だけが進ん
でいく。世界最大級のイベントに携わり、多く
の人の夢と希望の祭典を支えるために集まっ
たはずが、批判の対象になりかねない状況に
変わってしまった。不安を抱えるチームメン
バーもいるなか、2020プロジェクト営業部部
長の東島忠典さんは「粛 と々やっていこう」と、
目の前のことを１つずつ進めていった。
　最終的に多くの会場が無観客開催となり、
スポンサー関連イベント、ライブサイト会場、
ラストマイル、聖火リレーなど多くが中止と
なった。競技場だけでなく周辺エリアを含め
て盛り上げるはずが、密を避けるための対応
に変更しなければいけなかった。
　しかし、中止という最悪の事態は避けられ
た。「業界全体として無観客開催は残念だった
が、競技場内の設備、各種仮設施設の対応に
全力を注ぎ、高いクオリティのサービスを提供
できた」（東島さん）。

世界標準の機器と
柔軟な対応がレガシーに
　東京2020大会は国際大会であるため、日本
仕様でなくグローバル規格が採用された。た
とえば増設用の観客席は、日本で多いベンチ
式でなく単座式シートとなった。

これらの機材は、今後も続く国際メガイベント
に対応するだけでなく、国内大会でも使用さ
れ観客のサービス向上や機材の新陳代謝、競
争による品質向上も期待できる。トイレやスロー
プなど多様性への対応も一気に進みそうだ。
また、運営面・セキュリティ面でもメガイベン
トの経験が活かせそうだ。仮設建築物におい
ても常設建築に近い厳格な安全基準や、建築
基準に対応を業界が経験し、今後のイベント
開催でも高い安全レベルにも対応できるだろ
う。
　また、「大会期間中に多くの競技が同時開催
され、それに対応するための機材・人材の拡充、

大型現場への対応など質・量双方で業界の力
がつく経験となりました」と東島さんは語る。
イベントの開催制限がつづくなか、同社では
“LQCアプローチ”という名称で「手軽に、素
早く、安価に」と小規模な取組みを大規模プ
ロジェクトに育てる動きや、遊休地利用など、
新たな用途開発を進めている。厳しい状況を
解決するための新しい取組みが、企業の多様
性を向上するレガシーとなりそうだ。
　パラリンピックでは、西尾レントオール所属
の廣瀬隆喜選手が団体で銅メダルを獲得した。
イベントを支える会社とアスリートの調和する
姿にも元気をもらった。

　外資系テーマパークの施設運営計画・動線
設計や、国内テーマパーク・アミューズメント
施設のコンサルティングを務めた石田和裕さ
んは、東京2020大会に警備スタッフとして、
参加した。
　無観客開催で来場する人数が大幅に減った
ということもあるが、ポケットマニュアルの配
布や、熱中症対策など、警備スタッフが働き
やすい環境が用意されていたことも、大きな
事故がなく、安全・安心な運営に結び付いた
という。顔認証システムやAD（オリンピック
ID兼アクレディテーション）カードとの照合
など最新技術も導入されていた。一方で、AI
の精神状態解析による危険人物の検知など危
険を未然に防ぐ技術は今後導入が期待される。
また、マニュアルにない事態に対応するため
縦割りの指示系統・情報共有とは別に、警備、
運営、設備などの責任者が輪番制で全分野を

総括するしくみなど、テーマパーク事業のノウ
ハウも活かせると石田さんは考える。
　警備スタッフは安全の確保だけでなく、円滑
な運営や、海外からの参加者へのホスピタリティ
提供も重要な役目と石田さんは考え、笑顔での
挨拶や簡単な会話などを心掛けていた。昨日は
検査不要だったのに、なぜ今日はダメなのか、
という警備によくあるクレームも、常にコミュニ
ケーションをとっておくことで円滑に解決できる
こともあるという。
　今回、大会の警備のため、民間企業複数によ
る東京2020警備共同企業体が組織された。大
阪万博など今後のメガイベント対応に、オール
ジャパン体制の実績ができたことが、大きなレ
ガシーとなりそうだ。

石田 和裕さん

西尾レントオール㈱東島忠典さん

東京2020大会の運営には多くのイベント会社が関わっていた。その活躍が
表に出ることは少ないが、1年の延期や、無観客開催など変転する状況での苦
労や、今後のイベントに活かせるレガシーについてうかがった。

安全とおもてなし
石田和裕さん 警備スタッフとして従事
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●東京ビッグサイトで開催する2021年10月以降の展示会・イベントスケジュール（※来場の際は、公式ページを必ずご確認ください）
展示会・イベント名 会期 ホール 主催者 備考
第1回 スマートエネルギーWEEK 秋 9月29日（水）～10月01日（金） 青海A-Bホール RX Japan株式会社 「FC EXPO 水素・燃料電池展」など7展で構成
癒しフェア2021inTOKYO 10月2日（土）～3日（日） 南1ホール 株式会社エルアウラ オンライン形式でも開催（9/30-10/1,10/7-10）
TOKYO FES Oct.2021-day1- 10月3日（日） 青海A-Bホール 赤ブーブー通信社
ハイウェイテクノフェア2021 10月6日（水）～7日（木） 西3・4ホール 公益財団法人高速道路調査会
食品開発展2021 10月6日（水）～8日（金） 西１・２ホール＆アトリウム インフォーマ マーケッツ ジャパン（株） 「セーフティ＆テクノロジー ジャパン」など4展で構成
第26回フルードパワー国際見本市 10月6日（水）～8日（金） 南1・2ホール 一般社団法人日本フルードパワー工業会、フジサンケイビジネスアイ
測定計測展2021 10月6日（水）～8日（金） 南1・2ホール 日本光学測定機工業会、日本精密測定機器工業会
第23回自動認識総合展 10月6日（水）～8日（金） 南3・4ホール 一般社団法人日本自動認識システム協会
TEST2021 第16回総合試験機器展 10月6日（水）～8日（金） 南3・4ホール 一般社団法人日本試験機工業会
センサエキスポジャパン2021 Autumn 10月6日（水）～8日（金） 南3・4 産経新聞社
外食ビジネスウィーク2021 10月7日（木）～8日（金） 青海Aホール 外食ビジネスウィーク 実行委員会 8展で構成
住宅ビジネスフェア2021ほか 10月7日（木）～8日（金） 青海Bホール 実行委員会 オンライン形式でも開催（10/18-22）　
1010#エアブー2021 10月10日（日） 青海A-Bホール 赤ブーブー通信社
国際物流総合展2021 第2回 INNOVATION EXPO 10月13日（水）～15日（金） 青海A-Bホール 一般社団法人 日本産業機械工業会ほか
第92回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2021 10月13日（水）～15日（金） 西1-4ホール、南1-4ホール 株式会社ビジネスガイド社
第10回　LIFEXDESIGN 10月13日（水）～15日（金） 西1-4ホール、南1-4ホール 株式会社ビジネスガイド社
IFFT/インテリア ライフスタイル リビング 10月18日（月）～20日（水） 南1・2ホール メッセフランクフルト ジャパン（株）
ファッションワールド東京 10月18日（月）～20日（水） 西1・2ホール RX Japan株式会社 6展で構成
第34回　国際メガネ展 -IOFT 2021- 10月18日（月）～20日（水） 西3・4ホール RX Japan株式会社
危機管理産業展(RISCON TOKYO)2021 10月20日（水）～22日（金） 青海A-Bホール （株）東京ビッグサイト
テロ対策特殊装備展(SEECAT)’21 10月20日（水）～22日（金） 青海A-Bホール （株）東京ビッグサイト
フードシステムソリューション2021ほか 10月27日（水）～29日（金） 青海A-Bホール フードシステムソリューション(F-SYS)実行委員会 FOOD展として6展で構成
電子機器トータルソリューション展ほか 10月27日（水）～29日（金） 南1-3ホール 一般社団法人日本電子回路工業会 12展同時開催・共催
地方銀行フードセレクション2021 11月4日（木）～5日（金） 青海Bホール 地方銀行フードセレクション実行委員会・
第62回サインアンドディスプレイショウ 11月4日（木）～6日（土） 青海Aホール 東京屋外広告美術協同組合
TOKYO FES Nov.2021 11月7日（日） 青海A-Bホール 赤ブーブー通信社
第23回「ジャパン・インターナショナル・シーフードショー」 11月8日（月）～10日（水） 南1ホール 一般社団法人 大日本水産会
第48回国際福祉機器展 H.C.R. 2021 11月10日（水）～12日（金） 青海A-Bホール （社福）全国社会福祉協議会、（一財）保健福祉広報協会
57th FISMA TOKYO (東京ファッション産業機器展) 11月11日（木）～12日（金） 西3ホール 東京都ミシン商工業協同組合
レジャー＆サービス産業展2021ほか 11月11日（木）～12日（金） 西1ホール 綜合ユニコム（株）
ザインフェスタ vol.54 11月13日（土）～14日（日） 西1-4ホール デザインフェスタ有限会社
SCAJ ワールドスペシャルティコーヒーカンファレンスアンドエキシビション
2021

11月17日（水）～19日（金） 青海Aホール 一般社団法人 日本スペシャルティコーヒー協会（SCAJ）

Japan Home & Building Show 2021ほか 11月17日（水）～19日（金） 西1・2ホール 一般社団法人　日本能率協会 7展で構成
INCHEM TOKYO 2021 11月17日（水）～19日（金） 南1-4ホール 公益社団法人化学工学会、一般社団法人日本能率協会
COMITIA138 11月21日（日） 青海A-Bホール COMITIA実行委員会
アグロ・イノベーション 2021ほか 11月24日（水）～26日（金） 青海A-Bホール 一般社団法人　日本能率協会 12展同時開催・共催
メンテナンス・レジリエンスTOKYO2021ほか 11月24日（水）～26日（金） 青海A-Bホール 一般社団法人　日本能率協会 13展同時開催
第7回国際ドローン展 11月24日（水）～26日（金） 青海A-Bホール 一般社団法人日本ドローンコンソーシアム、一般社団法人日本能

率協会
HOSPEX Japan 2021ほか 11月24日（水）～26日（金） 西1-4ホール 一般社団法人日本医療福祉設備協会、一般社団法人日本能率

協会
8展で構成、1展同時開催

ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO 2021 11月24日（水）～26日（金） 西3・4ホール 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会、一般社団法人日本能
率協会

第4回香りデザイン東京 11月24日（水）～26日（金） 西1ホール 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会、一般社団法人日本能
率協会

産業交流展2021 11月24日（水）～26日（金） 南1-4ホール 産業交流展2021実行委員会 オンラインでも開催（11/17~12/10）
COMIC CITY SPARK 16 11月28日（日） 西1-4ホール、南3・4ホール 赤ブーブー通信社
2021洗浄総合展ほか 12月1日（水）～3日（金） 西1-4ホール （公社）日本洗浄技能開発協会、日本産業洗浄協議会、日刊工業

新聞社
5展同時開催 *オンラインでも開催（11/24~12/10）

SPORTEC2021ほか 12月1日（水）～3日（金） 南1-4ホール SPORTEC実行委員会 9展で構成、1展同時開催
SDGs Week EXPO 2021 12月8日（水）～10日（金） 東1-3ホール （株）日本経済新聞社
新価値創造展2021 12月8日（水）～10日（金） 東5・6ホール 独立行政法人中小企業基盤整備機構
Tokyo技能五輪・アビリンピック2021 12月17日（金）～20日（月） 東7・8ホール、西1-4ホール、南1-4ホール 東京都

　東京オリンピック・パラリンピック（以
下、東京五輪）のIBC（国際放送センター）/
MPC（メインプレスセンター）として使用さ
れていた東京ビッグサイトが、大会期間を終
え、展示会では９月26日から青海展示棟で実
施されている。10月以降、西展示棟、南展示
棟での開催も再開され、12月には撤去工事を
終えた東展示棟での開催もスタートする。

　東京五輪の開催延期に伴う東京ビッグサイ
トの利用制限にあたっては、2020年４月当時
に、日本展示会協会（日展協）が東京都や東
京都議会議員、自由民主党の展示会産業議員
連盟、経済産業省に要望書を提出していた。
その内容によると、1年で4万9200の出展者
に1.3兆円の売上損失が生じると試算されてお
り、主催者（430億円）・支援企業（1140億円）

を合わせると、約1.5兆円の損失額と算出して
いた。その際、要望書には青海展示棟の使用
延長なども提案されていたが、青海展示棟は
現在も稼働しており、展示会開催を支えてい
る。
　東京ビッグサイトのなかでも東展示棟での
貸出休止期間は最も長く、2019年４月から大
会延期の影響で2021年11月までと実に32ヶ
月間もの間休止されており、12月からの東展
示棟の営業再開で２年半ぶりに全館使用とな
る。
各展示棟・会議施設の営業再開は次の通り。

青海展示棟：2021年９月～
西・南展示棟、会議棟：2021年10月～
東展示棟：2021年12月～

展示会では「ダイエット＆ビューティーフェア
2021」（9/26-28）で開催。211社・446コマが出
展し、３日間で12,935人来場した

展示会・イベントが再開
東京ビッグサイト12月から全館使用へ

PICK UP
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　日本最大のパーソナルギフトと生
活雑貨の国際見本市「第92回東京
インターナショナル・ギフト・ショー
秋 2021（以下東京ギフト・ショー）」
が、10月13日から15日の３日間、
東京ビッグサイト（西展示棟・南展
示棟）で開催される。
　今回も暮らし方から住まいをデザ
インするリノベーションとデザイン・

ものづくりの見本市「第10回LIFE
×DESIGN」と、地域のプレミア
ムフードが集まる品質・ライフスタ
イル志向の食の見本市「第30回グ
ルメ&ダイニングスタイルショー秋
2021」を同時開催する。
　主催は、今年で創立50年を迎え
る株式会社ビジネスガイド社。

時流に沿った商材を集め
特別展示やイベントも

　「東京ギフト・ショー」の今回のテー
マは、「自然との共生 花と緑のガー
デニングライフの魅惑」。特別テー
マ展示イベントを西4ホールで展開
し、コロナ禍でおうち時間を楽しむ、
花と緑のガーデンライフの提案とし
て出展者から募集した癒しとリラク
セーションをもたらすグッズを展示
する。

　また、特別展示イベントとして、
防災、防犯、防疫の“３防対策商品”
を集めた「３防プロダクト展示」を
実施。新型コロナウイルス感染症拡
大防止だけでなく、自然災害による
被害や、犯罪・交通事故など、日常
の中での備えが必要となった現在、
消費者の意識の高まりを受けて、集
中展示として全出展者からプロダク
トを募集し、売り場提案の一つとし
ても展開する。また、会議棟で連日
開催されているセミナーでも、防災

のキーワードでは、「新しい時代を
拓く防災～今、そしてこれからの備
えと流通における可能性～」として、
一般社団法人災害防止研究所の吉田
明生代表理事が講演。会議棟では上
記セミナーを含め、市場動向を反映
した27本の講演が用意されている。

テーマにつながる
アイテムや空間演出、サービス

　「第 10回 LIFE×DESIGN」の
テーマは、「新しいゆとりある暮らし
方・働き方のためのリノベーション
デザイン」。小売・流通、サービス、
住関連産業者を対象に、「デザイン&
クラフト」「日本のモノづくり」「リノ
ベーション&ライフスタイル」を軸
に、テーマにつながるアイテムや空

6

展示会前から商談先を開拓！プレ商談も対応！
広い会場の中で、新しいものを発見するのが醍醐味の展示会。新商品はもちろん、既存商品を新たな切り口で見せる売り場提案
といったアイデアまで、さまざまな角度でヒントのある展示会がいよいよ10月13日から開催される。オンラインでのプレ商談にも
対応する新たな商談機会も見逃さないよう準備して向かおう。

第92回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2021
第10回 LIFE ×DESIGN

第30回グルメ&ダイニングスタイルショー秋2021“
”

展示会  開催宣言！

Pick Upセミナー

10月14日(木)10:30～12:00
「新しい時代を拓く防災～今、そしてこれからの備えと流通に
おける可能性～」
一般社団法人災害防止研究所 代表理事　吉田 明生さん

「自然との共生　花と緑の
ガーデニングライフの魅
惑」の特別テーマ展示イベ
ントを行なう



【News】

　EventRegistは、リコージャパン
株式会社が提供するオンラインイベ
ントやハイブリッドイベントでリアル
タイムに投票やアンケートができる
「RICOH Realtime Communication
（以下RC）」との連携機能の提供を
開始した。
　RCは、リアルタイムに投票やアン
ケート、コメントや質問ができる双
方向コミュニケーションサービスで、

主催者側から投票を促したり、匿名
で気軽に質問やコメントを入力でき
たりする、「参加型」のイベントを実
現。
　また、「LIKEボタン」や「拍手ボ

タン」、「拍手メーター」によりライブ
感を高め、満足度の高い双方向型の
イベントを支援する。
　EventRegistで申し込んだ参加者
情報を、RCへ連携することで、RC
へアクセスする際の、アクセス制限
の実施（チケット番号でのログイン
を実施）と、匿名の投票やアンケート、
コメントの投稿者と、参加者情報の
照合が可能となる。

　東急不動産は、多目的に利用が
可能なイベントスペース兼オンライ
ン配信スタジオ「STUDIO VIZZ 
EBISU（スタジオヴィズ恵比寿）」を、
10 月1 日、恵比寿ビジネスタワー１
階（東京都渋谷区）に、直営店舗と
してオープンする。
　「STUDIO VIZZ EBISU」 は、
JR 恵比寿駅から徒歩2分という立
地で、需要の高まりがみられる企業
のオンラインイベントの配信場所と
して、配信に必要な照明・音響・映
像設備機器のほか、ソファやカーペッ
ト等の対談イベント用の什器や、ク
ロマキカーテン等も常設。施設は 24 
時間利用可能で、スタッフが常駐

し、イベント収録等のサポートもす
る。配信用の各種調整機材を設置し
たオペレーションルームを併設して
おり、様々なオンラインイベントや収

録シーンに対応することも可能。
　施設の運営は、映像制作・WEB
制作・イベント企画からライブ配信
を手がける株式会社音動。

　ホスピタリティエージェントは、ビ
ジネスユースの会議室をリーズナブ
ルに簡単予約できるサイト「ビズア
ポ『BIZ＠PO』」を９月１日オープ
ンした。
　コロナ禍でビジネスマンがオフィ
ス以外で商談や打ち合わせをする機
会が増えてきており、 「喫茶店やオー
プンスペースでは、情報漏洩などの
リスクがあり心配」「フォーマルな会
場 を予約したい」という声を受け、

今まで手間が多くか
かっていた貸し会議室
やホテルの会議室予約
を簡単でリーズナブル 
にできるようにした予
約サイト。どの会議室
も　１時間3,300( 税込 )円の定額料

金で利用できる。半額利用のオープ
ンキャンペーンを開催している。

間演出、サービスが集まる。
　例えば、コミュニケーションが豊
かになり、ワクワク働ける空間を、
スノーピークビジネスソリューション
が、アウトドア×オフィスで新しい働
き方として提案。キャンピングオフィ
スを実際に体験することができる。
　「第30回グルメ&ダイニングスタ
イルショー秋2021」のテーマは、「健
全な心とカラダをつくる、新時代の
食のスタンダード」。特別展示イベン
トでは、地域の風土や生産者の想い
を感じながら食卓を囲み、より豊か
な気持ちにさせる「お取り寄せ」食
品をクローズアップする。
　主催するビジネスガイド社創業50
周年記念ライブ配信として、「ギフト・

ショーTV」が今回、２年ぶりに実
施される。特設会場で出展社が新商
品のセールスポイントや開発背景な
どをプレゼン、ギフト・ショー公式
ホームページから視聴できる。
　また、流通業者のためのBtoBポー
タルサイト「Gift Net® 」では、出
展社や商品を検索するだけでなく、
会期中のアポイントもできるほか、
来場できない場合も名刺交換やカタ
ログダウンロードが可能だ。動画や
SNSへのリンクなど幅広くチェック
し、お気に入り登録すれば、商談リ
ストにもなる。会期前後に活用する
ことで、リアルとオンラインのメリッ
トを補完して商談成果を高めてほし
いとしている。
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「第92回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2021」
「第10回LIFE×DESIGN」
「第30回グルメ＆ダイニングスタイルショー秋2021」

会期：2021年10月13日（水）～15日（金）
会場：東京ビッグサイト（西展示棟・南展示棟）
主催：株式会社ビジネスガイド社
入場：無料（事前登録制）

スノーピーク発の「キャンピン
グオフィス」登場

「ギフト・ショーTV」は会場からライブ中継
する

BtoBポータルサイト「GiftNet®」でハイブ
リット商談も

映像・放送・
配信プラットフォーム

次の２０２1年10月31日号で特集します31日号で特集します

11月 30日発行 魁！EVENT  TECH塾 ～テクノロジー最前線～
12月24 日発行　ドバイから大阪へつなぐ万博の輪
  1 月 31日発行 リアルマーケティング21/22 成果の新法則
  2 月 28日発行　空間デザインとイベントの未来図
  3 月 31日発行　イベント会場特集　
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

映像とリアル、どちらがお好き？

「RICOH Realtime Communication」との
連携機能提供を開始　　　　　　　　　　　―― EventRegist

STUDIO VIZZ EBISUが10月１日オープン
―― 東急不動産

定額料金で利用できる会議室予約サイト
―― ホスピタリティエージェント

「STUDIO VIZZ EBISU」イメージ図

「ビズアポ『BIZ ＠ PO』」
の検索画面
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読者Profile

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

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

毎月30日発行
読者Profile読者

FREE PAPER

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。

　10月1日から「2020年ドバイ国
際博覧会」（ドバイ万博）が開幕する。
　2020年での開催予定だったが、コ
ロナ禍で１年延期し、今年10月１日
から2022年3月31日まで新たな会
期での開催となる。
　ドバイ万博日本館では、「Where 
ideas meet アイディアの出会い」の
テーマのもと、多様な出会いから新
しいアイディアが生まれ、未来がよ
りよい方向に変わりゆくことを、最新
の映像表現・空間演出での体験を提
供する。
　また、日本館では、新型コロナウ
イルス感染症の影響を踏まえ、万博
パビリオンの新しいスタイルとして、
世界のどこからでも日本館のことを
知り、参加できるデジタル体験を提
供する。
　デジタル体験コンテンツは３つ用
意されており、一つは日本館 特設サ
イトとしてコンセプトムービーやコ
ンテンツをオンライン上で体験でき
る。もう一つは、特設サイト「循環 

JUNKAN -Where ideas meet-」と
して“課題”や、その解決に向けた“ア
イディア”を、メッセージとして共有
するオンライン・プラットフォームと
なる。そして、日本など遠く離れた
場所からアバター(分身ロボット)を
操作することで日本館にいるかのよ
うな体験ができる「avatarin(アバ
ターイン)」によるイベントも会期中
に計画されている。
　開幕１ヶ月前記念の記者発表に登
場した経済産業大臣梶山氏は、「UAE
建国50年を迎える記念の万博。パー
トナーシップの重要性を掲げている。
アイデアの出会いこそが社会課題の
解決について、メッセージする」と
ともに、「次期登録博である2025年
の大阪・関西万博への橋渡しとなる
アクションを起こしたい」と語った。

　大阪府と大阪市が誘致を目指すカ
ジノを含んだIR（統合型リゾート）
の事業者に、米MGMリゾーツ・イ
ンターナショナルとオリックスの共同
グループが決定したことが9月16日、
明らかになったと、日経新聞が報じ
た。同紙によると、大阪府市IR事業
者選定委員会が16日に選定し、今後、
府・市が選定委員会の結果を受け入

　株式会社HYTEKは、検温をエン
タメ化し思い出へと変えるオリジナ
ルコンテンツ「Thermo Selfi e（サー
モセルフィー）」のプロトタイプを開
発した。「Thermo Selfi e」は、イベ
ント・展示会やレストランなどの店
舗で、感染症対策として検温を行う
ことが定着化しつつあるコロナ禍で、
検温を事務的な作業のみとせず、来
場者が笑顔で入場できる新たな検温

体験を目指し、制作パートナーの博
報堂アイ・スタジオとともに開発さ
れたもの。
　検温と共に撮影を行い、写真をフォ
トカードとしてその場で印刷。正常
体温を証明できる顔写真つき入場パ
スになると同時に、元気にその場を
迎えられた思い出になる。フェス、
遊園地、美術館、スポーツ観戦など
での導入を目指す、としている。 れ、基本協定締結に

向けて進められてい
く。
　今回のMGMとオ
リックス合同グルー
プは、大阪のRFP
に参加した唯一の事
業者。基本協定が締
結された後、大阪府・

市とMGMとオリックス合同グルー
プは、2022年 4月28日までに国に
区域整備計画の認定申請を行い、承
認されれば2020年代後半までに開
発第一段階が完了する予定だ。提案
予定地は人工島・夢洲。

MGMとオリックス大阪 IR事業者
決定へ前進                         ―― 大阪 IR

検温をエンタメ化し思い出に
―― Thermo Selfi e

ドバイ万博日本館の外観

「2020 年ドバイ国際博覧会」の
日本館開幕 1か月前を記念した記
者会見を９月１日に実施。経済産
業大臣梶山弘志氏（中央）や日本
館 PRアンバサダー嘉門タツオ氏
（左から３番目）も登場

「第 1回［関西］統合型リゾート産業展」
（2019/5/15・16、インテックス大阪）
出展時の「日本MGMリゾーツ」ブー
ス

10 月のセミナー・イベント
＊9月24日時点での情報です。変更の場
合がありますので必ずご確認ください。
＊東京ビッグサイトの開催情報は4pへ

10月 1日～ 3日 
第 2回 【関西】資産運用EXPO

@インテックス大阪
10 月 5日 
Network World 2021
 @ JPタワーホール＆カンファレンス
10 月 5日 ･6日 
Reuse× Tech Conference for 
2021                  

  < オンライン>
10 月 6日～ 8日
 ［関西］ものづくりワールド 2021

@インテックス大阪
10 月 6日～ 8日 
Security Days Fall 2021（東京）
@JPタワーホール＆カンファレンス
10 月 8日 ･9日
FIT2020 ( 金融国際情報技術展 )

online<オンライン>
10 月 9日～ 13日 
2021 NAB Show
 @Las Vegas Convention Center

10 月 12日～ 25日 
日経 クロステック EXPO2021 

<オンライン>
10 月 13日
インストアテック 2021
 @JPタワーホール＆カンファレンス
10 月 13日
デジタル・コマース 2021 
@JPタワーホール＆カンファレンス
10 月 13日
営業・マーケティングDX2021 
@JPタワーホール＆カンファレンス
10 月 13日～ 15日
農業Week 　　　　@幕張メッセ
10 月 13日～ 15日
第 4回 医療と介護の総合展 [ 東
京 ]（メディカルジャパン 東京）

@幕張メッセ
10 月 13日～ 15日 
モノづくりフェア 2021 

@マリンメッセ福岡
10 月 14日 
製造業向け IoT 活用カンファレン
ス 2021 秋（東京）

@JPタワーKITTE
10 月 18日～ 20日
ビューティーワールドジャパンウ
エスト　　　  @インテックス大阪
10 月 27日～ 28日 
AdobeMAX2021

<オンライン>
10 月 27日 ･28日 
観光・ホテル・外食産業展　
HOKKAIDO 2021 

@アクセスサッポロ
10 月 27日 ･28日 
【北海道】 都市開発・建設総合展 
2021              @アクセスサッポロ
10 月 27日～ 29日 
第 51回　日本プロモーショナル・
マーケティング協会展 2021  
@東京都立産業貿易センター浜松町館
10 月 27日～ 29日 
Japan IT Week 【秋】

@幕張メッセ
10 月 27日～ 29日
第 9回 国際宝飾展【秋】

@パシフィコ横浜
10 月 27日～ 29日 
【名古屋】 オートモーティブ 

@ワールドポートメッセなごや
10 月 27日～ 29日
CareTEX大阪 ’21

@インテックス大阪
10 月 27日～ 29日
第 12回 Japan IT Week【秋】 

@幕張メッセ

イベンター・マーケター向け 10月１日から開幕 デジタル体験提供も
―― ドバイ万博

9月10日から13日まで
有楽町micro FOOD & IDEA 
MARKET」に設置、検証を
行った。


