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■インバウンド（訪⽇外国⼈）の鍵を握るMICE（マイス）と呼ばれる国際会議や展⽰
会。運営最⼤⼿コングレ（⼤阪市）社⻑で業界団体、⽇本コンベンション協会の代表理
事の武内紀⼦さん（55）は年間300件以上の会議を切り盛りする。
相次ぐ台⾵が関⻄の観光にダメージを与えている。今こそ
MICEを積極的に誘致すべきだと思う。これまでも⼤震災や
外交問題で観光客は減った。そういう時でもMICEの多くは
開かれた。各国の要⼈やオピニオンリーダーが、必要な会議
や商談に来る。延期してもキャンセルは少ないのでインバウ
ンドの保険になる。観光とは異なる点だ。
MICEは経済活性化の戦略実現ツールでもある。⼈と⼈とを
つなげ、戦略を前進させる場になる。7⽉に京都市で⾏われ
た国際薬理学・臨床薬理学会議では⽥辺三菱製薬、塩野義製
薬や京⼤、阪⼤、理化学研究所などの担当者が⼀堂に会し



た。医薬以外でも関⻄が強みを持つ⼯学、スポーツ関連の会
議が増えている。
決議や宣⾔に都市名が冠されれば都市ブランド向上につなが
る。1997年の気候変動枠組条約締約国会議（COP3）で京都
議定書が採択された。関係者が繰り返し引⽤し、世界のメデ

画像の拡⼤
たけうち・のりこ 1963年⼤阪府出
⾝。86年⼤阪⼤卒。90年コングレ設
⽴に参加。2013年社⻑。「IMF・世
銀年次総会」（12年）、「伊勢志摩
サミット」（16年）などの運営を担
当。現在、政府の特定複合観光施設区
域整備推進会議の委員。

ィアが報じたことで京都ブランドが⼀層⾼まった。

⽇経からのお知らせ

景気討論会





10⽉29⽇、⽇経ホールで

⽇経電⼦版をもっと知りたい⽅はこちら



明⽇のビジネスに役⽴つ⽇経産業新聞はこちら

おすすめ情報

■⽗親は商社マンで転勤族。物⼼ついた頃から世界の⽂化の違いに関⼼を持ち、新聞な
どの海外関連記事を読むため図書館に通った。

恵⽐寿・渋⾕、魅惑の隠れ家レストラン
知っておきたい「ゲームを変える技術」
個性を評価

中学・⾼校の6年間はバスケットボールに励んだ。部活と勉強の合間に夢中になったのが
新聞・雑誌から海外の知識を得ること。覚えているのが「インドでは左⼿が不浄で右⼿
が神聖とされ、右⼿で⾷べる」という記事。世界の広さを痛感し、悩みも⾶んでいっ
た。

損保ジャパンの採⽤改⾰

管理職としての市場価値を確認しよう
⾎糖値を下げる5分間エクササイズ
南の島にセカンドハウス
翌朝、必ず礼を

今すぐ検索

翌朝までが接待

働き⼿の気持ちに応える離職防⽌策

⼤学時代はシドニーにホームステイ。巡礼地のフランス・シ
ャルトルのツアーにも参加した。2回⽣の時、学術会議のア
ルバイトをし国際会議運営の仕事を知った。「これだ」と思
い、卒業後は迷わず⾶び込んだ。海外への好奇⼼が今も仕事

画像の拡⼤
4⽉、⼤阪市のコングレコンベンショ
ンセンターで「MICEの未来」につい
て講義する武内さん

の⽀えになっている。

[PR]

⼀覧はこちら

シリーズ第2回、公開中
世界各地で奮闘する社員を追う〜欧州
電⼒トレーディング／三菱商事
スピード感こそ重要

■国際会議協会によると、2017年の都市別開催件数は欧州
勢やアジア勢が上位を独占。⽇本は東京が18位で京都50
位。⼤阪は156位と振るわない。

コカ・コーラ社⻑が語る経営統合の要
諦／ベイン・アンド・カンパニー
新体制がもたらす価値
ＩＢＭがセキュリティー・コンサルティングを強化
した理由／⽇本ＩＢＭ
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日本コンベンション協会が
2018年度総会を開催

「中間社員総会」
「講演会」
「意見交換会」
の三部構成で実施
社団法人日本コンベンション事業協会（CPA）が2015年4月

コンベンションのパフォーマンス向上により新たな価値
と感動体験を提供する専門家集団の一般社団法人日本コン

1日に合併し設立した国内最大のコンベンション団体であ

ベンション協会（JCMA）は、2018年12月11日 ( 火 )、グラン

る。JCMA は、コンベンション業界のあらゆる事業者や公

ドニッコー東京 台場において「2018年度 ( 第4期 )JCMA 中間

的団体が集結しており、現在230を超える会員規模（2017年
6月現在）となり、業界が一丸となって活動することでその

社員総会」を開催した。

方向性などを明確にし、産業としての確固たる位置づけと、

同総会は、
「中間社員総会」
「講演会」
「意見交換会」の三

日本におけるコンベンション分野の強化の実現に貢献して

部構成で開催された。約150名の会員の出席により行われた

いる。さらに、人材層を厚くすることで MICE 国際競争力の

第一部の社員総会では、冒頭、舩山龍二相談役のメッセー
ジが代読され、武内紀子代表理事により議事が進行された。

強化、事業者のさらなる専門性の向上などの事業に取り組

総会に続いて開催された第二部の講演会では、市川宏雄氏

んでおり、そのために、教育機関と協力を図りながら次世

（明治大学名誉教授・帝京大学特任教授・中部大学客員教授）
が「MICE と都市のこれから」をテーマに講演した。その後、

代のコンベンション人材の発掘や教育にも力を入れている。
会員と関係者が集う意見交換会では、武内代表理事の開

会場をパレロワイヤル A に移して17時半から行われた第三

会の挨拶に続き、井上学観光庁 MICE 担当参事官の挨拶、

部の意見交換会では、多くの会員が集まり活発な意見交換

日本コングレス・コンベンション・ビューロー（JCCB）の登

が行われた。

誠一郎副会長が乾杯の音頭を取った。会場では北海道の豪

『グローバル経済と世界平和への貢献』をビジョンに掲げ
る JCMA は、一般社団法人日本 PCO 協会（JAPCO）と一般

華商品などが当たる抽選会も行われた。最後に古橋和好監
事による一本締めでの中締めで意見交換会は終了した。

第一部の社員総会は武内代表理事の議事進行で行われた

第二部で「MICEと都市のこれから」をテーマに講演する市川氏

第三部の意見交換会で挨拶する武内代表理事

井上観光庁MICE担当参事官の挨拶

乾杯の音頭をとるJCCBの登副会長

大勢の関係者が集まった意見交換会の会場
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日本の販促・企業ギフト・マーケティン
グはここから始まる！第60回記念 プレ
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ター(東京・池袋)にて開催
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ヴィネクスポ・ボルドー2019年展 開
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JCMA2018年度第2回MICEスキル
アップセミナー ～次世代へ進化する、イ
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News

3⽉ 25, 2019

『KAWASAKI BAR‐HOPPING』
Japanese Traditional Cuisine &
Sake Festival 2019 年4月7日
（日）開催
News

3⽉ 25, 2019

痛車1,000台とコスプレイヤーで楽し
む春のお祭り「お台場痛車天国2019」
3/31(日)開催
News

3⽉ 22, 2019

「パラ駅伝in TOKYO 2019」開催
～健常者と障がい者ランナーがタスキを
つなぐ、パラスポーツの一大イベント
～
News

3⽉ 22, 2019

沖縄の音楽・食・お土産が大集合5月
18日(土)・19(日)代々木公園で
「OKINAWAまつり2019」開催
未分類

3⽉ 21, 2019

UFI アジアパシフィックカンファレンス
レポート
News

3⽉ 20, 2019

「EARTH HOUR 2019 ひろしま」
3月30日開催
News
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3⽉ 20, 2019

『台湾祭 in 横浜赤レンガ』4月11日～
14日に開催！ ～赤レンガ倉庫にあの大
人気、台湾祭が初上陸！～

2/15㈮、⼀般社団法⼈⽇本コンベンション協会(略称︓JCMA)が主催するスキ
ルアップセミナーが、コングレスクエア⽇本橋で開催された。MICE業界のト

2019年6月11日

ップランナー企業が多数参画するJCMAにおいて、現在イベントの現場で活躍
するメンバーで構成された⼈材育成委員会が主催するセミナーということもあ
り、会場にはイベント業務に深く携わる実務経験豊かな会員が多く参加した。
登壇したのはYahoo!、Microsoft、Google出⾝の精鋭が集まり⽴ち上げられた
オンラインのイベントプラットフォーム「EventRegist」を運営する、イベン
トレジスト株式会社 取締役 最⾼業務執⾏責任者の⼩笹 ⽂ ⽒だ。
「次世代へ進化する、イベントテクノロジー」と題したセミナーは、ITテクノ
ロジーの進化に伴う国内外のイベント業界の急速な変化を可視化出来る豊富な

イベントマーケティングWeb版
事例・サービスの紹介を軸に、今後⾒据えるべきテクノロジーへの対応につい

EVENT MARKETING BLOG

一般社団法人 日本コンベンション協会

て、具体的な提案が盛り込まれたイベント従事者へのHow to的な構成となっ

ており、セミナーを通して聴講者がしきりに頷きながら話を聞く様⼦が印象的

2019年3月25日
だった。

⽥中⼒（47）を被写体にしてもフォトジェ

冒頭「イベント(⽇本では展⽰会、⾒本市と称される事案)において、海外での

体験レポート

ニックは完成するのかーVINYL MUSEUM

イベントテクノロジーの活⽤は、⽇本の現状よりも進んでいる状況にある。」

11⽉ 22, 2018

Yoko-Higuchievent-Marketing-Co-Jp

と⼩笹⽒は語る。
オンラインチケッティングやMA(マーケティングオートメーション)ツールに
よるデータ分析等様々なコンテンツが海外イベントで既に主流化されている事
例が多数紹介される中、特に今後国内で急速に利⽤が⾒込まれると考えられる

一般社団法人日本コンベンション協会

イベントテクノロジーはセキュリティ管理が可能なツールだ。例えば海外では

トンネルで400⼈がカンパイ︕︖誰も⾒た
ことない景⾊をつくるメンバー募集〜「東
京カンパイ⾃動⾞道」
11⽉ 5, 2018
Yoko-Higuchievent-Marketing-Co-Jp

セキュリティ対策に有効なオンラインチケット(ID管理)が主流化しているが、
⽇本ではまだまだ名刺を差し込む紙仕様のPassが多い。

Produced by 広報委員会

〒102-8481 東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル

⼊退場管理や来場時のペーパーレス化、あるいは会場内でのヒートマップ管理
に⾄るまで、来場者にIDを付与して管理するメリットは複数に渡る。国内で

TEL：+81-3-3263-2377 FAX：+81-3-5216-5011
MAIL：office@jp-cma.org

もBtoC案件では既に積極活⽤されているケースも⽬⽴つが、今後ラグビーW
杯・東京オリンピック2020等国際的なスポーツイベントの開催で⼀気に普及
し、BtoB案件でも採⽤されていく⾒通しだ。本セミナーの受付でも実際に

映像ある空間創出へ

〜 タケナカ・シンユ

ニティグループ内覧会
11⽉ 1, 2018

Riki-Tanaka

EventRegistの最新サービス、顔認証pass「KAOPASS（カオパス）」での受付
が実施されており、その⼿軽さと様々なサービスに紐づられるであろう先進性
を実体験したことで、テクノロジー活⽤の重要性を認識することが出来た。

イベントと販促をつなぐマーケティングオートメー
ション

姿勢で進めていくこと。100%の成功の保証も⼤事だが、まずはリスクよりも

w w w. j p - c m a . o r g

クが楽しめるのか

ラーを前提としたツールの積極活⽤だ。イベントを主催する顧客がオールドト
ラディショナルな考えが抜けきらないケースでも、有⽤性を共有し、前向きな

www.event-marketing.co.jp/contents/16228

どんな視点でリオデジャネイロ五輪・パラリンピッ

イベントを企画運営していく⽴場の⼼得として⼩笹 ⽒が掲げたのはトライ&エ

BtoBマーケターから⾒た展⽰会エトセトラ
Real to Web〜Webを強くするイベントを考える〜

1/2

2018年度活動実績（2018年4月～2019年3月）

人材育成委員会

■ 協会行事
日程

■ 後援名義使用許可
活動内容

参加 参加
社数 人数

担当

2018年
4 月 10 日 第1回 理事会
委員長会議
5 月 8 日 第1回 運営委員会
6 月 12 日 第2回 理事会

第1回勉強会～講演：秋の演～

MICEスキルアップセミナー
「次世代へ進化する、イベントテクノロジー」

女性委員会

9 月 11 日

JNTO国際MICEフォト・動画コンテスト
募集期間：2018年9月18日
（火）～2019年1月7日
（月）

10 月 24 日

第28回国際MICEエキスポ（IME2019）
会期：2019年2月28日
（木） 会場：東京国際フォーラム

11 月 13 日

DESTINATION KIX-RINKU！
会期：2019年1月21日
（月） 会場：ホテル日航関西空港

11 月 16 日

第1回 [関西] 統合型リゾート産業展
・16日（木） 会場：インテックス大阪
会期：2019年5月15日（水）

講演会

91 188 人材育成委員会

11 月 30 日

国際観光コンベンションフォーラム2019in札幌
会期：2019年3月7日
（木）
・8日（金） 会場：札幌市民交流プラザ

意見交換会

98 220 会員交流委員会

2019年

15

23 会員交流委員会

1月 7 日

MICE国際競争力強化に関する提言
を観光庁長官へ提出

日程

47 国際交流推進委員会

Taiwan External Trade Development
Council（TAITRA/台湾貿易センター）
とMOU（覚書）締結

出席者

4 月 13 日 観光庁MICE国際競争力強化委員会（第9回） 武内代表理事
5 月 14 日 愛知・名古屋MICE推進協議会

武内代表理事

6 月 1 日 観光庁MICE人材育成協議会（第3回）
12 日 沖縄MICEネットワーク幹事会（第2回）
10

9 月 7～8日 サマーセミナーin札幌 中止

25 次世代委員会
会員交流委員会

19

48 人材育成委員会

9 日 第3回 理事会

7 月 11 日 東京都MICE連携推進協議会（第1回）

鹿児島県新総合体育館基本構想策定に係る
ヒアリング

12 月 18 日 東京都MICE連携推進協議会（第2回）
12

17 会員交流・女性委員会

小泉業務執行理事
ジョンソン会員

武内代表理事
武内代表理事

11 月 1 日 沖縄MICEネットワーク幹事会（第3回）
8日

第5回 運営委員会

ジョンソン会員

15 日 観光庁MICE国際競争力強化委員会（第10回） 武内代表理事

東京都MICE連携推進協議会
24 日
国際会議誘致部会（第1回）

11 日 第4回 運営委員会

11 月 1 日 第3回“茶道を楽しむ会”

国際交流推進委員会

委員会等

16 日 沖縄MICEネットワーク幹事会（第1回）

8 月 7 日 第3回 運営委員会

10 月 3 日 第1回勉強会～講演：秋の演～

第3回“茶道を楽しむ会”

2018年

Taiwan Exhibition and Convention
12 日 Association（TECA）とMOU（覚書）締結 26

8 日 技能取得講習会（普通救命講習）

2018年度 中間総会 意見交換会

第4回交流ゴルフ会

千葉MICE Day
会期：2019年2月12日
（火） 会場：幕張メッセ

■ 関係団体の委員会等

日本/台湾MICEビジネス交流会
2018 in TOKYO

次世代委員会

内容

95 172 総務委員会

12 日 第2回 運営委員会

京都体験ツアー～Women‘s Contents in Kyoto～

許可日

2018年

第3期（2017年度）社員総会

13 日 第4回 交流ゴルフ会
7 月 10 日

会員交流委員会

21 日 東京都観光事業審議会（第2回）

ジョンソン会員
木村会員

1 月 18 日 観光立国推進協議会（第6回）

12 月 11 日 第4回 理事会
第4期（2018年度）中間社員総会

82 143 総務委員会

講演会

80 156 人材育成委員会

意見交換会

86 194 会員交流委員会

2月 5 日

小泉業務執行理事

東京都MICE連携推進協議会
国際会議誘致部会（第2回）

韓国へのビデオレター

武内代表理事

2019年

13 日 第6回 運営委員会

日本/台湾MICEビジネス交流会 in TOKYO

坂井業務執行理事

総務委員会

武内代表理事

7 日 沖縄MICEネットワーク幹事会（第4回）
3 月 25 日 観光庁MICE人材育成協議会（第4回）

ジョンソン会員
小泉業務執行理事

2019年
技能取得講習会（普通救命講習）

1 月 15 日 次世代勉強会（第1回）

16

54 次世代委員会

日程

2 月 12 日 第7回 運営委員会
14 日 京都体験ツアー

16

20 女性委員会

15 日 MICEスキルアップセミナー

25

79 人材育成委員会

3 月 13 日 第8回 運営委員会
第１回 次世代勉強会＆懇親会

22 日 次世代勉強会（第2回）

■ その他

28 人材育成・次世代委員会

内容

2018年
4月 6 日

10 月 26 日
13

横浜商科大学「実践MICE講座」

横浜商科大学「実践MICE講座」
（寄付講座）
～7 月 20 日 全15回
国土交通省観光庁事業
「産学連携による観光産業の中核人材育成・強化事業」
（講座受託・実施：横浜商科大学）
第2回講義：MICEビジネスに求められる人材 小泉人材育成委員長

2018年度社員総会

観光庁へ提言を提出

