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【お知らせ】ピースタイル㈱の辻井 勝代表取締役にご執筆頂いております好評連載「展示会マーケティング戦略ゼミ～出展成果最大
化の現場から～」、佐々木春夫氏にご執筆頂いておりますロング連載「ココロとカラダに効くコラム」は、今号はお休みを頂戴しました。※コラム「Tech for MICE business」は、都合によりお休みさせていただきます。※編集の都合により、「出展募集」、「イベントレポート」はお休みとさせていただきました。ご了承ください。

※今号に掲載を予定しておりました全国展示場連絡協議会 第22回実務担当者会議 分科会は、
　次号2017年2月号にて掲載させていただきます。

※DMC通信は、編集部の都合によりお休みさせていただきました。

 4 ●  視点／地域特性を活かす
 6 ●  Breaking News／International Media Familiarisation Trip IMFT 2018

MICEジャパンシニアアドバイザー／展示会プランナー 於久田 幸雄 氏
10 ●  寄稿／ 北海道胆振東部地震による 「ブラックアウト」 から見えたこと 

札幌国際プラザ コンベンションビューロー
14 ●  寄稿／アクセスサッポロが経験した事実を綴る

（一財）札幌産業流通振興協会 業務課 山下 孝幸 氏
20 ●  展示会◇レポート／ 中四国地区最大の包装展「SHIMANAMI PACK 2018」 

問題解決型の商談展示会
MICEジャパンシニアアドバイザー／展示会プランナー 於久田 幸雄 氏

22 ●  海外展示会◇レポート（台湾）／2018 台北国際物流 ＆ IoT展 
物流の進化への期待から出展者・来場者ともに大幅増加　　　　
MICEジャパンシニアアドバイザー／展示会プランナー 於久田 幸雄 氏

23 ●  連載 Meetings Imagined／
Unlocking the Power of Facial Recognition for Better Events 

　　　　　　　　顔認証でイベントが変わる
マリオット・インターナショナル グローバルセールスオフィス東京 

セールスマネージャーMICEセールス 荘司 梢 氏
24 ●  連載／  Japan  ： The  Minority  in  the  World ─

TI （翻訳通訳）リテラシーから探る真の国際競争力／
Vol.12 ： Dare to be Diff erent.　

日本コンベンションサー ビス㈱  東川 静香 氏
26 ●  レポート／ 全国展示場連絡協議会  第1ブロック会議 

全国からブロック外4組織のオブザーバー参加を迎え開催
28 ●  誌上タイムトラベル体験ツアー／戦国時代 小田原城

東京観光専門学校 非常勤講師 宮地 克昌 氏
30 ●  連載／ 展示会マーケティング戦略ゼミ～出展成果最大化の現場から～

「展示会とは・来場者とは何か」3）
「展示会来場者マーケティング」⑬ 施策の〈表情〉について その19

展示会研究所 代表 辻井 勝 氏
32 ●  総合コミュニケーション誌上セミナー 情報収集から企画、プレゼンテーションまで 
   Input → Process → Output／広告メディアとしての新聞

跡見学園女子大学 非常勤講師（イベント論） 宮地 克昌 氏
35 ●  JETRO 海外見本市レポート／サウジアラビア・リヤド

サウジアラビア初の女性向け自動車展示会 Pinkish　　
34 ●  DMC通信／サバの散歩　53●MICE映画館　36●NEWS 
37 ●  全国会場別MICEスケジュール　54●北から南から　

 4 ●  視点／パーティ
 7 ●  レポート／ インテックス大阪 安全大会

～安全衛生に対する問題意識を共有～
13 ●  観光庁／ JAPAN Best Incentive Travel Awards 2018

ベストプラクティスの共有
16 ●  レポート／THE ULTIMATE DOWNLOAD AT SANDS RESORTS MACAO
18 ●  国内初の国際空港直結6万㎡の大規模展示場 

愛知県国際展示場の愛称 及びロゴマーク決定　　　　
19 ●  連載  JAPAN MICEのセカンドステージMICE3.0／

　　地域のMICE その3 ～自治体に期待される統合型リゾートとMICE～
JTB総合研究所 主席研究員 東京国際大学 客員教授 太田 正隆 氏

22 ●  連載／  Japan  ： The Minority in the World ─
TI （翻訳通訳）リテラシーから探る真の国際競争力／
Vol.11 ： Answer to Survive:  Human w/ Machine　

日本コンベンションサー ビス㈱  東川 静香 氏
24 ●  「大大阪MICE時代へのプロローグ」をテーマに 
   大阪MICEデスティネーション・ショーケース2018 
   ～12月12月6日（木）～7日（金）開催決定！～
25 ●  連載 Meetings Imagined／無断キャンセルを減らすには 高い参加率を保つ秘訣

マリオット・インターナショナル グローバルセールスオフィス東京 
セールスマネージャーMICEセールス 荘司 梢 氏

26 ●  東京モーターフェス2018 ～平成を楽しみ尽くし、未来へ繋げるイベントに ～
27 ●  For the Next ～ 未来へつながるMICEを中心としたまちづくり～

 福岡市第２期展示場等整備事業 九電工グループが落札
28 ●  誌上タイムトラベル体験ツアー／江戸・元禄 赤穂事件

東京観光専門学校 非常勤講師 宮地 克昌 氏
30 ●  連載／ 展示会マーケティング戦略ゼミ～出展成果最大化の現場から～

「展示会とは・来場者とは何か」3）
「展示会来場者マーケティング」⑬ 施策の〈表情〉について その18

展示会研究所 代表 辻井 勝 氏
32 ●  イベント・マネジメント 誌上セミナー（特別編）／博覧会

跡見学園女子大学 非常勤講師（イベント論） 宮地 克昌 氏
35 ●  JETRO海外見本市レポート／シンガポール

月間ページビュー数1,000万以上のウェブメディアTech In Asiaが主催 
Tech In Asia Singapore 2018 　　　　　　　　　　　　　　　

36 ●  MINI SPOT／ 第1回 ［関西］統合型リゾート産業展
　　　2019年5月開催！ 出展者を募集中
第22回 買いまっせ！売れ筋商品発掘市 
　　　総合型逆商談会  売手企業参加募集中！

34 ●  DMC通信／鱧の散歩　57●MICE映画館 
37 ●  全国会場別MICEスケジュール　

■今月の表紙
　 「第5回 山形ビッグウイングフェスティバル」
　山形国際交流プラザの指定管理者である（一財）
山形コンベンションビューローは、今年で５回目とな
る「山形ビッグウイングフェスティバル」を、12月1日
（土）～ 2日（日）、山形ビッグウイングで開催する。
　地域産業の振興を目的とする同フェスティバルで
は、昨年に引き続き「村山広域７市７町うまいものフ
ェア」、「山形市伝統的工芸品まつり」、「みちのくこ
けしまつり」のほか、昨年大変好評だった「パンマル
シェ」のコーナーやミニマルシェ （クラフト教室） など
も企画。
　またチラシ作成は、地域活性化をテーマに活気あ
ふれるまちづくりのヒントとなる多彩なアイディアを
発信する山形市立商業高校産業調査部（愛称：産調
ガールズ）に、その研究の一環として作成を依頼。
新たなコラボによる広報活動を展開中だ。
　産調ガールズは、2012年に山形市の「お宝広報大
使」に任命されており、昨年の全国高校生徒商業研
究発表大会では、「人口増大計画」で最優秀賞の栄
誉に輝く。今年は「That's Light（光）～ピカッと光る
ビジネスチャンス～」をテーマに、3年連続で東北大
会最優秀賞を受賞。11月、静岡で開催される全国大
会での2連覇をめざしている。


