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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／国際競争力のさらなる強化へ 
 6 ●  Report／ 沖縄MICEネットワーク設立総会・記念シンポジウム①

沖縄経済発展の起爆剤として、全県を挙げた産業振興を実現 
産学官が一丸となって沖縄MICEを牽引する「沖縄MICEネットワーク」

 9 ●  インタビュー／ グループの強みを生かし 新たなソリューション価値を創造
 ～JTBグループのMICEブランドを象徴～

JTB総合研究所 参与 MICE戦略室 室長 小泉 靖 氏
12 ●  寄稿／ 世界最大のグローバルホテル マリオット・インターナショナルの

MICE成長戦略
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
16 ●  CMPコラム／ CMP（Certifi ed Meeting Professional）から考える

MICEのグローバルスタンダードと日本基準
SKILL 29：Manage Meeting-Related Sales Activities
日本コンベンションサービス㈱ MICE都市研究所 西本 恵子 氏

18 ●  グアム 政府観光局主催 記者会見 声明／グアムは安全です。
神の祝福を受けた島グアムでは、今日も普段通りの生活が営まれています。
常夏の楽園グアムで チャモロ文化、おもてなし、地元の人 と々の交流を！

グアム準州副知事 レイ・テノリオ 氏
グアム政府観光局局長兼CEO ジョン・ネイサン・デナイト 氏

20 ●  MICE国際競争力強化に向けて
MICE全体の目標設定、都市力の強化 TEAM JAPAN組成、人材育成強化へ
～「MICE国際競争力強化委員会 中間とりまとめ」及び

「関係府省MICE支援アクションプラン 中間とりまとめ」の策定～
24 ●  連載  JAPAN MICE のセカンド・ステージMICE3.0／

始動したIR・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

27 ●  世界を、ここから動かそう。BEYOND THE MOTOR
｢第45回東京モーターショー2017」前売り入場券発売中

28 ●  連載寄稿／東京富士大学 イベント社会工学研究所
30 ●  誌上タイムトラベル体験ツアー／幕末・明治 江戸城

東京観光専門学校 非常勤講師 宮地 克昌 氏
32 ●  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5

展示会研究所 代表 辻井 勝 氏
34 ●  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／情報収集  発想力
跡見学園女子大学 非常勤講師（イベント論） 宮地 克昌 氏

37 ●  JETRO海外見本市レポート／ ロシア・エカテリンブルク
ロシア最大級の産業総合博覧会 INNOPROM 2017

36 ●  DMC通信／サーモンの散歩　38●MICE映画館　
39 ●  全国会場別MICEスケジュール

 4 ●  視点／ユニークベニュー 
 6 ●  Report／ 沖縄MICEネットワーク設立総会・記念シンポジウム①

沖縄経済発展の起爆剤として、全県を挙げた産業振興を実現 
産学官が一丸となって沖縄MICEを牽引する「沖縄MICEネットワーク」

 9 ●  インタビュー／ グループの強みを生かし 新たなソリューション価値を創造
 ～JTBグループのMICEブランドを象徴～

JTB総合研究所 参与 MICE戦略室 室長 小泉 靖 氏
12 ●  寄稿／ 世界最大のグローバルホテル マリオット・インターナショナルの

MICE成長戦略
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
16 ●  CMPコラム／ CMP（Certifi ed Meeting Professional）から考える

MICEのグローバルスタンダードと日本基準
SKILL 29：Manage Meeting-Related Sales Activities
日本コンベンションサービス㈱ MICE都市研究所 西本 恵子 氏

18 ●  グアム 政府観光局主催 記者会見 声明／グアムは安全です。
神の祝福を受けた島グアムでは、今日も普段通りの生活が営まれています。
常夏の楽園グアムで チャモロ文化、おもてなし、地元の人 と々の交流を！

グアム準州副知事 レイ・テノリオ 氏
グアム政府観光局局長兼CEO ジョン・ネイサン・デナイト 氏

20 ●  MICE国際競争力強化に向けて
MICE全体の目標設定、都市力の強化 TEAM JAPAN組成、人材育成強化へ
～「MICE国際競争力強化委員会 中間とりまとめ」及び

「関係府省MICE支援アクションプラン 中間とりまとめ」の策定～
24 ●  連載  JAPAN MICE のセカンド・ステージMICE3.0／

始動したIR・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

27 ●  世界を、ここから動かそう。BEYOND THE MOTOR
｢第45回東京モーターショー2017」前売り入場券発売中

27 ●  第14回国連犯罪防止刑事司法会議の京都開催決定
アジア太平洋地域のMICE市場を牽引 25周年を迎える「IT＆CMA」

28 ●  連載寄稿／東京富士大学 イベント社会工学研究所
30 ●  東誌上タイムトラベル体験ツアー／幕末・明治 江戸城

東京観光専門学校 非常勤講師 宮地 克昌 氏
32 ●  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5

展示会研究所 代表 辻井 勝 氏
34 ●  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／情報収集  発想力
跡見学園女子大学 非常勤講師（イベント論） 宮地 克昌 氏

37 ●  JETRO海外見本市レポート／ ロシア・エカテリンブルク
ロシア最大級の産業総合博覧会 INNOPROM 2017

36 ●  DMC通信／サーモンの散歩　38●MICE映画館　58●NEWS
39 ●  全国会場別MICEスケジュール

■今月の表紙
　ツーリズムEXPOジャパン2017
　9月21日 （木） ～ 24日 （日）、東京ビッグサイトで「ツ
ーリズムEXPOジャパン2017」が開催される。海外・
国内・訪日旅行のさらなる需要喚起、2020年東京オリ
ンピック・パラリンピックを視野に、新たな観光ビジネス
の創出と発展をめざす「ツーリズムEXPOジャパン」は、
ツーリズムEXPOジャパンフォーラム、展示会、商談会、
交流会、懸賞事業から構成される観光分野では日本一、
世界有数の総合観光イベント。今回より （公社） 日本観
光振興協会、（一社） 日本旅行業協会の主催に、日本
政府観光局（JNTO）が加わる。
　4年目を迎える2017年の開催テーマは“見つけよう。
旅の「新しいカタチ」。創ろう。ツーリズムの「新しいカ
タチ」”。B to B向け商談会を強化し、「展示会」から「展
示商談会」へと進化。またツーリズムEXPOジャパンフ
ォーラムでは、「輝き続ける日本、そして世界～インバウ
ンド4,000万人時代の交流大国を目指して」をテーマに、
グローバル観光フォーラムを実施し、世界に向けてアジ
アにおけるツーリズムの大きな可能性を発信。
　またJNTOでは、今年も商談会とFAMトリップからな
るVISIT JAPAN Travel & MICE Mart2017を同時
期開催。国内セラーを前年の450枠から770枠程度
へ拡大させるほか、アウトドアアクティビティを扱う海外
バイヤーを重点招聘する。


