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This period of time

J-WAVE INNOVATION WORLD FESTA 2021 supported by
CHINTAI ㈱シムディレクト・㈱タケナカ によるARライブ演出

スマホで撮影した写真を選ぶときに、動

最近一眼レフカメラで映像を撮影する姿を

画のようにムニュっと動く。iPhone の Live

よくみる。映像と写真との境目があいまいに

Photos は、いい表情の写真を選べたり、音声

なっているようだ。

トーリを紡ぐかを企画するもの。という違いだ

イベント制限も緩和されそうだ。
今回の特集
「リ

ろうか。

アルとオンラインで活きるイベントの映像」で

長引くコロナ禍でイベント関係者を救ってく

は、映像の専門家やイベントのプロに、オンラ

本紙編集部では紙面で使う写真を自分で撮

れたのは、オンライン配信。セミナーや展示

インイベントや映像表現が、今後どうなるの

影するし、最近は YouTube チャンネルで動

会のようすを映像やデジタル化したバーチャ

か聞いた。

物理シャッターレスになるらしい。1 秒に 30

画をアップしている。写真と映像、
双方の制作・

ル空間で再現した。この 1 年半でものすごい

フレーム撮る映像の 1 コマだけ抜き出せば、

編集をしてみて感じるのは、写真はどの瞬間

勢いで普及し、進化してきた。

写真になるということなのだろうか。

を切り取るかを考えるもの。映像はどんなス

も収録してあったり、便利な機能だ。
ニコンから発売される Z9 というカメラが、

いま感染者数（検査陽性者数）が減少して、

この 1 年半がイベント関係者にとって空白・
停滞の時間だったのか、進化の流れのなかに
あったのか。あらためて考えてみた。
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リアルとオンラインで活きるイベン
1年半におよぶ新型コロナウイルス感染症対策のためのイベント制限も、緊急事態宣言が解除とともに、徐々に緩和されつつある。
そろそろ対面で集まろうという動きが増えつつある一方で、第6波を懸念してリアルイベント開催に慎重な声も少なくない。
オンライン配信への対応、ITでリアルを再現するXR、リアルなイベントでの映像演出。イベントがどのような形で進化しようとも、
映像の力が必要なことは間違いない。
コロナ禍でイベント会社や映像会社がどのようにオンライン対応にシフトしてきたか、これからのリアルイベントバブルに備えて、
どのような準備をしているか、新たな技術やサービスなどについてとりあげる。
xR ＋インタラクティブ

疑似体験でなく特別な体験を
シンユニティグループ
音楽とテクノロジーが融合して、オンラインでも会場に集まったような参加体
験を生み出すことが求められてきた。コロナ後にハイブリッドイベントは、
「会場に行かなくても観れる」以上の価値を生み出せるのだろうか。

映像のある空間づくりをてがけるシンユニ

ングなど、リアルイベントでの映像演出を行っ

ティグループは、展示会、学会、株主総会、

てきた。コロナ禍によって多くのイベントがオ

ライブ・コンサート、プロジェクションマッピ

ンラインに切り替わった際に、自社の強みであ
るハイエンドな映像表現を活かすために、リ

J-WAVE INNOVATION WORLD FESTA 2021 supported by CHINTAI ㈱シムディレクト・㈱タケナカ によるARライブ演出

アルとバーチャルを融合した xR のサービスに

長崎 英樹さん
シンユニティグループ
（株）タケナカ 専務取締役

事業の力点をおき、IT・Web 技術の開発、人

ミュニケーションを目的とする展示会や懇親会

ト系のイベントでは、
「ｘ R を活用することで、

材の育成を進めてきた。

などのイベントの主催者、参加者が、リアル

会場にいるのとはまた違う付加価値をオンラ

開催を待ち望む声が大きくなっている。一方

インの参加者に提供できるようになった」とシ

でコンサートやライブなどエンターテインメン

ンユニティグループの㈱タケナカ 専務取締役、

コロナ禍が収束の兆しをみせているいま、
実機を触ったり人と人とのインフォーマルなコ
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トの映像
㈱シムディレクト 代表取締役の長崎英樹氏は
語る。

世界観を増幅する
カメラトラッキング
10 月 9 日・10 日に六本 木ヒルズで開催
された「J-WAVE INNOVATION WORLD
FESTA 2021 supported by CHINTAI」
（イ
ノフェス）は、
「テクノロジーと音楽で日本をイ
ノベーション！」がテーマ。有観客とオンライ
ン視聴のハイブリッド形式で実施された。その
メインコンテンツである、三面大型 LED と複
数の AR カメラとセンサーを駆使した AR ス
テージをタケナカ・シムディレクトが担当した。
会場に集まったファンは、アジカン、の

J-WAVE INNOVATION WORLD FESTA 2021 supported by CHINTAI ㈱シムディレクト・㈱タケナカ によるARライブ演出

ん、BE:FIRST など人気のアーティストのパ
フォーマンスに、久々のライブの臨場感と、場
の空気感と一体感を味わった。
オンライン参加者にも満足してもらうため、
カメラアングルの工夫など迫力のある画づくり
で、会場での参加体験により近づけるのが通
常のアプローチだが、AR ステージでは、会
場とはまったく違う体験を提供した。
会場の空間にアーティストの世界観を増幅
させる３D 映像を演出に加える。カメラアング
ルに AR 映像がスムーズに追随し、カメラの
スイッチングにもズレなく切り替わる。また、
舞台セットを一瞬にして変化させるなど、現
実世界では不可能な演出をオンライン参加者
は楽しめた。
「VFX に慣れ親しんだ Z 世代の参加者にウ
ケるか」と長崎さんには一抹の不安もあった
が、オンラインでもライブ感がしっかり伝わっ
ていたことや、高いカメラトラッキング技術を
ともなった演出で、特別感を視聴者に提供で
きた。
「歌ダンスなどのパフォーマンスも良かった

XR体感の新技術・“エモリス(Emoris)”を開発。オンライン・メタバース空間内におけるユーザー体感を追求する
シンユニティグループは、

インタラクティブで
拡がる可能性

ら参加者のメッセージを空間にとばしたり、大

ライブ・コンサートで活用されている技術

人数なら特定数の応援がたまると風船やプレ

は BtoB イベントで応用もできるだろう。

し、AR 演出もキレイで素敵やった‼︎」
「これ

ｘ R イベントにインタラクティブな要素を

ゼントのエフェクトを出したりと、使い方はい

本紙編集部（ほか 2 社）で主催している

現地行かれた方たちも配信のアーカイブ絶対

加え、さらに参加感を増す。そのためにシン

ろいろ考えられる。有料にして新たな収益に

BACKSTAGE で活躍した、アナライザー

観た方がいいね！！！ AR 楽しい！！！」
「AR

ユニティグループは、独自のｘ R 技術 “ エモ

する方法もありそうだ。

の映像に娘も興味津々で一緒に楽しめました

リス (Emoris)” を開発している。参加者の反

エモリスは、AKB48 グループの記者会見

コロナ禍によるオンライン化で開発された

〜」といった投稿が Twitter を賑わせた。

応やメッセージを３D の立体エフェクトに変

やライブでも採用され、アーティストとファン

技術が、アフターコロナで開花する事例となり

え、
「エモく、ビジュアライズする」
。少人数な

の距離を縮める役割を果たしている。

そうだ。

「Join Visual」も同じ開発思想だという。
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オンライン ｘ イベント運営

映像機器 ｘ 中継車 ｘ スタジオ

リアルの強みがバーチャルで活きる

多様なイベント形態から最適な選択を

サクラインターナショナル

西尾レントオール
イベント機器のレンタルと現場でのオペレーションを行う
西尾レントオール。映像機器、大型４K 中継車、配信スタ
ジオなどを取扱う同社の動静を見れば業界の動向がわかる。

コロナ禍の当初から「イベントは前の形には戻らない」という代表取締役の妙代
金幸さんの言葉通り、大胆に DX に舵を切ったサクラインターナショナル。コロ
ナ収束がみえてきたいま、さらにどのような進化をするのだろうか。

石田 裕さん
西尾レントオール㈱
レントオール事業部 ビジュアル営業所 所長

東京 2020 大会の延期、無観客開催によっ
て、地上波放送はハイビジョンのまま、映像
機器の４K への移行は遅れている。

左：スタジオで撮影した動画と3DCGの映像を合成した
プレゼンテーションも行っている
右上：東京本部内の「STUDIO ARUKAS T」
で収録
右下：山﨑貴予さん(左)と後藤大夢さん(右)

東 京 本 社 内に 設 置した 配 信 スタジ オ
「STUDIO ARUKAS T」は、既存写真・映

西尾レントオール㈱の中継車３台のうち 1

や記者発表などのほか、企業の eSports 大

台は４K 仕様だが、ハイビジョン仕様での

会などレクリエーションでの使用も多い。新

大型中継車が現在は需要が高い。４K 普及

規ユーザーの利用も多く、西尾レントオール

を支援してきた弊社の強み」
（東京イベント企

のネックになっているのは需要と移行時期が

㈱のサービス訴求の場にもなっている。

画部後藤大夢さん）
、
「オンラインイベントは、

いつになるのか、インフラ環境（５G）が普

スタジオが気軽に使え、質の高いオンライ

像素材を利用した手軽な配信から、バーチャ

配信のスキルも必要だが、それ以上にイベン

及することで状況が変わると、ビジュアル営

ン配信が容易になった。一方、展示会や企業

ルサービス（XMC ＝クロス・マーケティング・

トのノウハウが求められている」
（同、山野淳

業所の石田裕所長は考える。

イベントなどではリアルイベントの要望が高

クリエイション）と連動しグリーンバックや３

さん、
「これまで２D や３D のグラフィックか

同社は東京ビジュアル営業所内に配信スタ

い。多様なイベント形態から最適な手法を選

DCG アニメーションなどを活用した高品質な

ら映像へとフォーマットが変わったが、やっ

ジオを設置。1 日 10 万円という低額な価格

ぶ主催者を、西尾レントオール㈱は豊富な

オンライン配信にも対応する。

ているのは “ デザイン ” で大きな違いはない」

設定もあり、高稼働となっている。セミナー

ツールとスキルをもつ人材がサポートする。

東京インターナショナル・ギフト・ショーや

（XMC 部山﨑貴予さん）
。他にも２D・３D デ

SEMICON JAPAN など展示会の出展者説明

ザイナーとしてリアル・virtual イベントのデ

会や記者会見などに利用されているほか、金

ザインを行っていた多くの社員がコロナ禍、会

融機関等が開催する中規模展示会、企業のプ

社方針を理解し、学びを重ねることによって

ライベートショーなど、フル稼働の状態だとい

映像制作も行えるように成長したことが、他

う。11 月には大阪本社内にもスタジオをオー

社と比較した際の同社の強みとなっている。

プンする。
撮影、配信、音響などの機器がそろってい

グローバルからグローカルへ

るのはもちろんのこと、企画・構成から台本作

社名の通り、サクラインターナショナルはバ

成、
映像制作までできる人材の力も強みだ。
「企

イリンガル人材も多く、国際的に事業を展開し

業文化の理解や訴求のポイントなど、クライア

ている。海外企業の日本出展、日本企業の海

ントのニーズを形にできるのが、イベント運営

外出展、に加えて海外企業の海外イベントも

妙代 金幸さん
サクラインターナショナル（株） 代表取締役

学会 ｘ オンライン

学会に対応する独自システムを開発
ヒビノメディアテクニカル
学会や国際会議、展示会の映像機器のレンタルやオペレー
ションを行うヒビノメディアテクニカル。コロナで事業は
どう変わったのか？
中島 義人さん
ヒビノメディアテクニカル㈱
代表取締役社長

くみが必要。開催するたびに主催者の要望に
応えていくうちに機能が充実し、ECSS for
ONLINE というプラットフォームとして１

手掛ける。海外渡航制限のため国際事業は少

学会の多くがオンライン化すると、配信の

なかったが、先日久しぶりに台湾企業のドイツ

業務が中心となった。PC を使用して Zoom

単位取得のための e ラーニング、同時通訳

出展をサポート。今後、国際間の事業も回復、

や Teams など一般ユーザーが使用するプ

付き会議、遠隔地からのリモート発表、学会

増加していきそうだ。
「イベントがオンライン

ラットフォームに映像を送る。学会では “ 分

併設 Web 展示会の運用もできる。

化し地域の壁がなくなったことは、グローバル

科会 ” といって、複数の講演が同時に開催さ

からグローカルに進化するきっかけにもなって

れることが一般的だ。そのため多くのオペ

いる」
（妙代さん）
。

レーターを手配するようになった。

イベント業界全体で、コロナ禍の苦労を成
長につなげていきたい。

オンライン化するためには、登録・決済シ
ステムと、API 連携して映像を出力するし

つの形になった。
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RGB プロジェクター

小型軽量化で使い勝手良いRGBプロジェクター
ドバイ万博の公式プロジェクション & ディスプレイパートナーとして､ 会場の中心に
位置するアル ･ ワスル ･ ドームに４万ルーメンの 3DLP RGB ピュアレーザープロ
ジェクターを 252 台提供したクリスティ｡ 最近の動向や新製品の開発はどうなって
いるのだろうか。
ウシオライティングのクリスティ営業部では

タイプなど、ウイルス対策を進める施設に導

高輝度高精細なプロジェクターを中心にライ

入するなかで、プロジェクターなど主力製品

ンナップ。イベント以外にも、劇場や大規模

のセールスにもつなげた。

ホール、アミューズメント施設などに導入され

クリスティの今後の製品開発のロードマッ

ている。コロナ禍でイベント向けの販売が減

プは２つに分かれる。1つは製品の小型軽量化、

少するなか、以前から提案を進めていた施設・

静音化｡ ４K4 万ルーメンの D4K40-RGB、3

設備の案件で、今期納品を行ったケースがあっ

万ルーメンの Griffyn 4K32-RGB、2 万 5000

たものの、やはりコロナ前と比べて厳しい状況

ルーメンの M 4K25 RGB が代表格として挙

だった。

げられ､ M 4K25 RGB はその最たるものと言

一方で、親会社ウシオ電機が､ 人体に影響

える｡ 一方で８K の高輝度高精細モデルの開

を及ぼさない紫外線による、抗ウイルス・除

発も進め、コロナ収束後の設備投資需要に備

菌殺菌技術「Care222®」を開発。ウシオラ

える。

イティングでも同技術を搭載したダウンライト

また 240hz を活用、60hz ごとに 4 枚の異

ドバイ万博に 252 台のプロジェクターを提供

なる映像を投影し、専用のメガネをつかって、
異なるビューポイントにいる 2 人が同時に３

根岸 健次郎さん
ウシオライティング㈱
クリスティ営業部

エアータッチディスプレイ
AIRR(空中映像)+非接触タッチセンサ

安心して操作ができる

「エアータッチディスプレイ」
（製作：
（株）
エンターテイメントボウル、技術協力：
（株）

14 インチ空中映像
（310mm ｘ 174mm）

イメージ

非接触タッチセンサー
制御 PC 内蔵

DVR 映像を体験できる HoloStage のような、

性能向上がすすむプロジェクター。その効

付加価値の高い製品の用途開発も進めている。

果を最大限発揮する、アミューズメントや大

これらはエンターテイメント需要にとどまら

規模イベントがまもなく再開する。新しい体験

ず、デザイン検証やコミュニケーション促進な

が僕らを待っている。

ソリッドレイ研究所）は、ホログラムのように
空中に浮遊する映像を、非接触タッチセンサ
により操作する非接触の空中タッチディスプ
レイシステムだ。空中映像装置には広い範囲

4K4 万ルーメンの D4K40-RGB

temi
テレプレゼンスロボット×展示会/国際会議

遠隔地から見せる、参加できる
映像センター イベント映像事業部が今年新

国際団体連合 ) 主催のハイブリッド開催国際会
議イベントでは、海外からのゲストスピーカー
として、temi を複数台使ってのパネルディス
カッションが行われ、テレプレゼンスの能力

から見える空中映像を形成する技術「AIRR*」

たに導入したのは、遠隔地からの映像を届け

を存分に発揮した。イベントの演出・参加に、

を使用している。

ることのできる「テレプレゼンスロボ temi［テ

新しい選択肢となりそうだ。

一般的なタッチパネルコンテンツに対応し

ミ］
」だ。

ているため、既存のタッチパネルコンテンツや

例えば、展示会やイベント

デジタルサイネージを活用することもできる。

で、会場に持っていけないよ

商業施設の従来のタッチパネル式のイン

うな商材や、工場や倉庫のよ

フォメーションや案内マップのシステムに付加

うな場所の紹介など、temi が

し、非接触デバイスとして展開が期待される。

900mm

420mm

ど BtoB 市場への導入も進められている。

*「AIRR」は宇都宮大学山本 裕紹 教
授 が 開 発 し た「Aerial Imaging by
Retro-Reflection」の略称。
（国内特許
コード：P190015860）

460mm

※什器サイズ・画面サイズは適宜変更可能。
※複製画面を他の大型デジタルサイネージに出力可能。
※「14 インチ」の他、スマホサイズや 22 インチ、40 インチなど自由なサイズ
での展開も可能。
※卓上で利用できる高さが約 270 ｍｍ程度の什器も展開予定。

製作：
（株）エンターティメントボウル
技術協力：
（株）ソリッドレイ研究所

動き回って遠隔地で見せるこ
とができる。逆に、イベント
会場に temi を置き、遠隔地か
らの参加に対応することも。
10 月 21 日に 行 わ れ た 東

temi は、移動のスタート / ゴールの位
置を設定し、移動空間を学習。障害物
に対してもセンサーが察知しぶつかるこ
となく遠隔操作ができる

京観光財団× UIA(Union of
International Associations・

おかげさまで創刊 6 周年
愛されるイベマケから

業界のみなさんを愛するイベマケに
株式会社 MICE 研究所

月刊イベントマーケティング編集部

〒105-0004 東京都港区新橋 5-12-9 ABC ビル 4F-A
Tel : 03-6721-5303 / Fax : 03-6721-5704
https://www.event-marketing.co.jp
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【展示会開催宣言】
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“

”

Inter BEE 2021

展示会  開催宣言！

「Inter BEE 2021」
＜リアル＞

会期：11 月 17 日（水）〜 19 日（金）
会場：幕張メッセ

価値あるリアル対面で体験を提供
一般社団法人
日本エレクトロニクスショー協会
Inter BEE ディレクター

小田 佳代子 さん

＜オンライン＞

会期：11 月 17 日（水）～ 12 月 17 日（金）

主催：一般社団法人 電子情報技術産業協会

11 月17 日から 19 日まで、幕張メッセおよびオンラインのハイ

運営：一般社団法人日本エレクトロニクスショー
協会

ブリッド形式でメディア総合イベント「Inter BEE 2021（イン
タービー 2021）
」が開催される。Inter BEE ディレクターの小
田佳代子さんに、２年ぶりのリアル開催復活やオンライン連
動開催の継続について、その舞台裏を聴いた。

「INTER BEE IP PAVILION」では、IP
リモート・プロダクション＋実体験＋ 5G をテー
マに、ニューノーマル時代の放送技術を紹介す
る。遠隔地から IP ネットワーク回線経由で放

「Inter BEE 2021」では、今年３月 25 日に
は幕張メッセでのリアル開催とオンラインでの
連動開催を発表するとともに、出展者募集を開

リアル基軸 オンラインで補完
「Inter BEE」には、プロオーディオ、映像、

140 社・来場者数 21,056 名で展開した実績も

送機材を操作し、ライブ番組を送出する新しい

あり、
「コンファレンスをいつでも視聴できる」

手法のデモ提示や IP 機材を中心に構成した中

「出展者情報を動画やデジタルデータでも取得

始し、例年と同様のスケジュールで開催準備を

放送、通信、プロライティング、配信関連のプ

できる」という参加者の声を受け、今年も継続

進めてきた。

ロフェッショナル、そして映像・メディア業界

して提供する。

継車のデモ展示などを実施するという。
また、
「INTER BEE CREATIVE」では、
世界の映像業界で、次世代の映像制作手法と

「Inter BEE 2021」では、リアルおよびオ

の技術者・クリエイター・ステークホルダーま

「リアルと同じことをオンラインでしようとい

して注目を集めている In-Camera VFX（実写

ンラインというハイブリッド型スタイルで、11

でが集まる。目的は、音や映像、照明など、実

うことではなく、いい形で棲み分けて活用して

撮影とリアルタイム 3DCG 映像を LED ビジョ

月 17 日から 19 日までの３日間を幕張メッセで、

際にみて放送・配信の制作や伝送、体験のシー

いただこうというのが今回の基本設計です」と

ンに描写し撮影する手法）の撮影システムを会

そして 11 月 17 日から 12 月 17 日までの１ヶ月

ンを想定しながらの商談や導入検討、最新情報

小田さんは関心度合いによってさまざまな参加

場に組み立て、国内の展示会では初めてとなる

間をオンラインでの連動開催の形をとった。

のアップデートなどだ。

の選択肢がある、と説明する。

撮影および体験のデモンストレーションを実施

「2020 年に完全オンライン開催をした直後か

「製品を触る、聴くという体感や、対面で直

ら次回はぜひリアル開催をという声が多数届い

に説明を受ける、交流をともなった製品理解を

ていましたので、その声に応えたいと思ってい

するという展示製品の性質上、訴求効果がオン

幕張メッセの会場では、体験型の企画を集

材はもちろん、インターネット配信向けなど量

ました」と Inter BEE ディレクターの小田佳

ライン開催でのモニターを通してでは十分とは

中して行い、
「INTER BEE EXPERIENCE」

販店では扱っていないような BtoB ユースのラ

代子さんは話す。

言えず、リアルの場所を提供するべきとしてリ

では、音のプロフェッショナルユーザに向けた

インナップも揃うのが特長です。配信イベント

アル開催の準備を進めています」
（小田さん）

小型 SR スピーカー体験セッション、音響セッ

や動画マーケティングを担当される方にも有意

ション、チュートリアルセミナーを実施。

義な機会になると思います」
（小田さん）

イベマ広告11月_ol.pdf 1 2021/10/21 10:24

一方で、オンライン開催は昨年実施し出展者

する。

体験できる特別企画を用意

68

処理能力
需要

「Inter BEE にはプロユースの放送局向け機

電力

100％

いよいよ、展示会が
本格再開！力を合わせて
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。

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

【News/Report】

「GBAC STAR™ 認証」8 施設同時取得
          
  ―― マグネットスタジオ
株式会社マグネットスタジオは、

管理・運営をしているイベントホー

・大手町三井ホール
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イベントレポート

公式番組の総視聴数 3947 万回

- 東京ゲームショウ 2021 オンライン -

・品川インターシティホール＆貸会議

ル、貸会議室、レンタル和室等の施

室

「東京ゲームショウ 2021 オンライ

大級のゲームメディア IGN と連携

設を、安心・安全に利用しイベント

・神田明神ホール

ン」
（TGS2021 ONLINE」
） が、9

して配信された。ほとんどの番組は、

実施ができるよう、感染症予防対策

・THE GRAND HALL

月 30 日から 10 月 3 日までの 4 日間

日本語配信だけでなく、英語の同時

で国際的な衛生基準を満たした施

・大崎ブライトコアホール

開催され、公式番組の総視聴数は

通訳版や字幕付き版も配信。一部の

設であることを証明する、GBAC

・品川フロントビル会議室

この認証プログラムで、同社が管

3947 万回（期間：9 月 30 日～ 10 月

番組は、中国語の同時通訳付きや多

11 日）となった。

言語字幕付きなども用意され、海外

STAR Facility Accreditation

GBAC STAR™ 認証は、世界的

（GBAC STAR™ 認証 ) を国内のイ

な洗浄業界団体 (ISSA) で洗浄、消

感性症予防に関する各部門、従業員

オンライン展示会場に 351 の企業・

ベント施設管理会社として初めて 8

毒および感染症予防のプロトコール

の役割と責任が GBAC の定める認

団体が出展し、会期中は、出展社に

また、オンラインでの開催が２回

施設同時に取得した。

を実施する施設の運営基準を提唱し

定基準によって十分に果たされてい

よる 36 番組と主催者による 10 番組

目となった今回、新型コロナウィル

ている部門、グローバル・バイオリ

ること、施設の洗浄、消毒および感

を合わせた 46 の公式番組を配信。

ス感染拡大防止を踏まえ、プレスと

スク・アドバイサリー・カウンシル

染症予防のプロトコールが、国際基

初出し情報や、TGS ならではの特別

インフルエンサーのみを対象とした

（GBAC）による国際的認証プログラ

準において安全・安心であると証明

な対談、トーク、インタビューなど

展示会場を幕張メッセに設置。出展・

された。

が展開された。

協賛企業 34 社がブースを構え、報

今回、取得した 8 施設は次の通り。
・有明セントラルタワーホール＆カン
ファレンス

理する施設が策定する洗浄、消毒、

ム。

・日本橋三井ホール

3 年分の思い届けたい クラウドファンディング実施
                             ―― 日本ホビーショー
一般社団法人日本ホビー協会は、

番組は、TGS の YouTube 公式

からの視聴にもつながった。

道や SNS の投稿を通じて広く情報

チャンネルや Twitter 公式アカウ

を発信するなど、対象者を絞ったオ

ント、ニコニコや Steam の TGS 特

フライン開催を展開し、新しい形の

設ページなどさまざまなプラット

ハイブリッドスタイルを実施してい
る。

特に、2021 年は会期 4 日前の深夜の

フォームで配信されたほか、中国向

「日本ホビーショー」を継続開催する

決定による中止で主催者としての損

け に は DouYu、bilibili、Douyin、

ため、クラウドファンディングを実施

失額は、
約 1 億 1150 万円にのぼった。

Xigua、Toutiao、HUYA といった

は、
9 月 15 日から 9 月 18 日の４日間、

した。10 月 27 日から Campfire で

今回のクラウドファンディングで

動画メディア、欧米向けには世界最

幕張メッセで開催予定だ。

公式番組で配信

オフライン会場用意

公式番組では、主催者と出展社が番組
を配信。４日間、9 時から 24 時までタ
イムテーブルが組まれた。現在もアー
カイブで視聴できる

プレス / インフルエンサーを対象に幕
張メッセにオフライン会場を用意。出
展・協 賛 企 業 34 社 が ブ ースを 構え、
試遊・取材対応をした

Amazon 特設会場も

初の VR 会場で新体験提供

ゲーム関連商品・TGS 公式グッズの販
売のため、昨年に続き Amazon 特設会
場を今年も設置。主催者番組からの新
作発表後、即座に特設会場で予約解禁
するなど、ライブ感ある商品購入機会
をつくった

今回初となる VR 会場を用意。パソコン
や VR ヘッドセットから VR 会場にアク
セスし、バーチャル空間でさまざまなコ
ンテンツを楽しめる。アイテム収集とい
うゲーム性が会場回遊を促す仕掛けに
もなっていた

スタートしている。

来年の「東京ゲームショウ 2022」

は、来年 2022 年 4 月 27 日から 29

日本ホビーショーは、2019 年まで
43 回一度も途切れることなく続けて

日の開催に向けての会場環境整備費・
会場環境運営人権費・展示作業費を

熱烈なファンも多い「日本ホビーショー」

いる世界最大級のハンドメイドのイ

使い道としており、目標金額は、第 1

ベントだが、2020 年はコロナによる

期直前に緊急事態宣言の発令で無観

ステップとして 3,000,000 円。All-in

緊急事態宣言で開催を中止、2021 年

客での開催を余儀なくされ、やむな

方式で実施し、目標に満たない場合

はリアル開催を予定していたが、会

く 2 年連続開催中止となっている。

も計画実行する。

顔写真で作成したアバターで参加
―― NTT Communications Digital Forum 2021
NTT コミュニケーションズグ
ループはバーチャルイベント「NTT
Communications Digital Forum

2021」を 10 月 20 日から 22 日まで

体験を実現するため、双方向コミュ

の３日間、開催した。

ニケーション性を強化したバーチャ

今年はよりリアルに近いイベント

ル・イベント・プラットフォーム
「DOOR」を活用。
プライベートショーでは営業担当
者がクライアントに展示をアテンド
するが、インタラクティブにやり取
りしながら案内できるよう「グルー
プ機能」が備わっており、デジタ

参加者は登録時に顔写
真のアップロードで自
身のアバターを作成し
イベントに参加するこ
とができる

ル会場内で音声チャットやテキスト
チャットでグループ内でのコミュニ
ケーションができる。

からの大事なお知らせ

魁！ E V E N T T E C H 塾
～テクノロジー最前線
次の２０２1 年11月30日号で特集します

テックと豆の木♥
12 月 24 日発行
1 月 31 日発行
2 月 28 日発行
3 月 31 日発行
4 月 30 日発行

ドバイから大阪へつなぐ万博の輪
リアルマーケティング 21/22 成果の新法則
空間デザインとイベントの未来図
イベント会場特集
都市を復興させる MICE

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）
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【Interview】
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連携型

「ＤＭＯ芝東京ベイ」始動！ＭＩＣＥのビジョン
ＤＭＯ芝東京ベイ 事務局長

田中 敦典

「ＤＭＯ芝東京ベイ」とは

さん

９月29日に
「ＤＭＯ 芝東京ベイ」
が設立された。ＤＭＯ
（Destination Marketing Organization）
とは、観光
物件、
自然、食、芸術・芸能、風習、風俗など観光資源
に精通し、地域と協同して観光地域作りを行う組織
のこと。今回、東京都に新たに設立された「ＤＭＯ
芝東京ベイ」の設立の目的や今後のビジョンについ
て、
ＤＭＯ芝東京ベイ事務局長の田中敦典さんにお
話をうかがった。

――「ＤＭＯ 芝東京ベイ」という名称には、

「ＤＭＯ 芝東京ベイ」の対象は竹芝エリア、浜松
町エリア、芝浦エリア。1000 名規模の MICE を
受入れる施設も。幅広く対応する

東京ポートシティ竹芝を拠点に、芝エリアの

できる会員さんなどもいらっしゃいます。また、

どのような想いが込められているのでしょうか

地域活性をという思いを持っています。一方

MICE 事業も展開されていない地元の企業さ

田中 「ＤＭＯ 芝東京ベイ」の対象エリアは、

で、１社単独１拠点だけでは、面としての盛り

まにも会員になっていただいており、一義的に

竹芝エリア、浜松町エリア、芝浦エリアと東京

上げには限界があります。そこで、世界貿易

想像する MICE シーンには想定されないかも

都内でも東京湾を臨む範囲になります。地元

センタービルの再開発として「浜松町駅前西

しれませんが、街の魅力紹介といった場面な

の皆さんからは古くから「芝」と呼ばれている

口計画」を進める株式会社世界貿易センター

どで協力をいただきたいと思っています。

こと、このエリアの特徴でもある水辺の景観を

ビルディング、
「芝浦一丁目計画」の開発をす

生かしたいと思ったことから「ＤＭＯ 芝東京

る野村不動産株式会社、竹芝海沿いに四季劇

――これから MICE 誘致に向けてはメニュー

ベイ」の名称にしました。東京ベイと付けたの

場、アトレ竹芝、メズム東京からなる複合施

開発もされていくんでしょうか

には、国際的にみても海に接している首都は少

設「ウォーターズ竹芝」を開発する JR 東日本

田中 すでに施設見学を含めて定例で行って

なく、なかでも東京の水辺は面白いということ

とディベロッパー各社と連合し垣根を乗り越

いる勉強会やワークショップでご意見をいた

を伝えたいという思いからです。海から見た景

えて、浜松町駅周辺の芝エリアを盛り上げよ

だき、これから誘致していくにあたって、選ば

観が非常にきれいで、東京を代表するような

うとスタートしました。

れる理由となるエリア特色のあるメニューを開

東京タワーや増上寺、東京スカイツリー、レイ

（* 東京の MICE 開催の新たな拠点となる地域・団体）

ンボーブリッジなどを一望できますし、東京に

発検討中です。特に地元の方々は歴史・文化
に強く、江戸時代から 300 年、400 年の歴史

――設立当初からすでに 59 社・団体が会員

を語れる方や、水辺の楽しみ方をガイドでき

となり、顔ぶれも多様ですね

る方、そして、われわれのような新しくスポッ

――設立まで、どのように進められてきたん

田中 東京における MICE 開催の新たな拠点

トを開発している者などいろいろな知見があ

でしょうか

になることが設立の目的ですので、MICE 会

り、全方位、いろいろな分野の方が集まられ

田中 2020 年 9 月に東京都および東京観光財

場となるホテルやコンベンション施設や水辺

ているのがワクワクしています。

団の「東京ビジネスイベンツ先進エリア *」に

活性する MICE メニューの取組みで舟運関

応募をして採択をされました。

係の皆さまへ声がけをしたり、元々芝を祭な

――今後に向けたメッセージをお願いします

どのような狙いがあったのかというと、例え

どで盛り上げてきた地元企業・振興団体の皆

田中 都心でありながら、光溢れる親水空間、

ば都内では、東急グループが渋谷を、三菱地

さまともコミュニケーションを取ったりしなが

四季を感じられる文化財庭園などの自然豊か

所が大手町中心に大丸有エリアを、森ビルが

ら、約１年をかけて機運を醸成してきました。

な環境、歴史ある文化施設、日本有数のミュー

六本木・虎ノ門エリアをそれぞれ開発し街を

東京タワー、増上寺などユニークベニューと

ジカル劇場等、ここでしか体験できない非日

盛り上げるために、ＤＭＯをつくっています。

しても魅力的な会員さんや、割烹料亭や屋形

常を提供して参ります。都心のアーバンリゾー

私自身は東急不動産の所属で、昨年開業した

船など日本的なレクリエーション提供が期待

トを感じていただけたらと思います。

来たということを実感いただけると思います。

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。

▶ 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

芝エリアの放送局として「浜祭」などの地域振興
活動を行う文化放送によるトークイベントも行わ
れた

設立総会後には、記念祭として会員でもある芝大
神宮で祈祷が行われた

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。

読者Profile

大手メーカーマーケター

９月 29 日に開催された「ＤＭＯ 芝東京ベイ」設
立総会イベント

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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