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※ 本リリースは国土交通記者会・交通運輸記者会に配布しております。
平成２７年１２月２日
日本政府観光局（JNTO）
観光庁、(一社)日本ｺﾝｸﾞﾚｽ･ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ･ﾋﾞｭｰﾛｰ (JCCB)同時発表
理事長 松山良一

MICE 見本市「第 25 回 国際ミーティング・エキスポ（IME 2015）」を開催、
併せて MICE シンポジウム・国際会議主催者セミナーを行います
○IME2015 は全国のコンベンションビューローや MICE 関連業界の団体・企業、海外の観光
局など 146 団体が出展し、各種学会や大会を主催する学協会や大学関係者、インセンティ
ブ旅行・企業会議を実施している企業や旅行会社を対象に、プロモーション、商談を行う
日本で唯一の MICE 見本市で、来場者は 3500 名を見込んでいます。
○基調講演では、前中華人民共和国駐箚特命全権大使の丹羽宇一郎氏にご講演いただきます。
また、今年の MICE シンポジウムは、効果的な企業会議や訪日インセンティブ旅行のため
に、今回新たにミーティングプランナーの国際団体である MPI 本部と連携したプログラム
を企画しました。
○初の取り組みとして国際会議主催者を対象としたオープンセミナーを開催し、米国の国際
会議主催者協会である ASAE から講師を迎え、グローバルな視点での学会運営について講
演いただく予定です。
※ MICE とは…企業会議（Meeting）、企業の報奨・研修旅行（Incentive）、国際会議（Convention）、展示会・イベ
ント（Exhibition/Event）を総称したもの

【IME2015 開催概要】
１．日時：平成 27 年 12 月 9 日（水）10 : 30～19 : 00
１．日時：平成 25 年 12 月 10 日（木）10 : 00～17 : 00
２．場所：東京国際フォーラム 展示ホール 1
３．主催：観光庁／（一社）日本ｺﾝｸﾞﾚｽ･ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ･ﾋﾞｭｰﾛｰ（JCCB）／日本政府観光局（JNTO）
４．主なプログラム：
○ 開 会 式（12 月 9 日 10 : 00～）展示ホール 1

会場入口前

○ 基調講演（12 月 9 日 11 : 00～）
「日本立国の三大柱」
前中華人民共和国駐箚特命全権大使、前伊藤忠商事株式会社会長

丹羽宇一郎 氏

○ JNTO 国際会議誘致・開催貢献賞授賞式（12 月 9 日 13 : 30～）
○ 国際会議主催者セミナー（12 月 9 日 15 : 00～）
○ MICE シンポジウム、
（12 月 10 日 10 : 30～）
○ MICE 誘致・開催のための商談会、各種セミナー、出展者プレゼンテーション、 等
※ ご来場ご希望の方は IME2015 公式ホームページ

http://expo.nikkeibp.co.jp/ime/2015/index.html

よりお申し込みください。
■取材について
開会式及び開催行事（商談を除きます）は、すべて取材可能です。
取材をご希望の方は、事前に IME 運営事務局（下記参照）へ、12 月 8 日（火）までにご連絡下さい
（土・日を除きます）
。
（IME 運営事務局 (株)日経 BP

担当：森井・船本 TEL:03-6811-8081）

PRESS RELEASE（報道発表資料）
経営管理部 総務・広報グループ
TEL:03-3216-1905
FAX:03-3214-7680
http://www.jnto.go.jp

【MICE シンポジウム概要】
世界 80 カ国の MICE 専門家 18,500 名以上の会員を持つ Meeting Professional International(MPI)から
次期会長の Fiona Pelham 氏をお招きし、ミーティングおよびインセンティブの現状や動向、日本への誘
致にあたっての課題等について基調講演を行っていただきます。
また、
モデレーターに MPI Japan Chapter
会長の山本氏をお招きし、パネルディスカッションも予定しております。
１．日 時： 平成 27 年 12 月 10 日(木) 10：30～12：00
２．場 所： 東京国際フォーラム 展示ホール
３．プログラム：
◆挨拶(10：30～10：35) 日本政府観光局 コンベンション誘致部長 鈴木
◆基調講演「ミーティング・インセンティブ誘致のグローバルトレンド

克明

(10：35～11：45)

講師：Fiona Pelham 氏(Meeting Professionals International 次期会長)
◆パネルディスカッション
「日本のミーティング・インセンティブ国際競争力向上のために」(11：15～12：00)
パネリスト：Fiona Pelham 氏(Meeting
Joris Vanzieleghem

Professionals

International

次期会長)

(Hilton Worldwide)

Yuji Andreas Wendler （teamtravel premium 代表/teamtravel Sports & Events 代表）
モデレーター: 山本

牧子（MPI Japan Chapter

会長）

【国際会議主催者セミナー概要】
北米を中心としたあらゆる分野の学協会幹部 21,000 名・9,300 団体が加盟する American Society of
Association Executives（ASAE）から講師をお招きして、国際会議とアソシエーション経営に関する講演
をしていただきます。米国の学協会がどのようにして国際会議や学協会自体を運営しているか、また日本
への誘致の可能性や課題等、日本の国際会議主催者及び関係者の皆様にとって、誘致・開催にあたり参考
になる内容を予定しています。
１．日

時 ： 平成 27 年 12 月 9 日（水） 15：00～18：00

２．場

所 ： 東京国際フォーラム ガラス棟 G409 号室

３．プログラム：
◆挨拶（15：00～15：05）日本政府観光局 コンベンション誘致部長 鈴木

克明

◆寄附金募集・交付金交付制度のご案内（15：05～15：20）
◆講演「国際会議とアソシエーション経営」
（15：20～17：00）
ASAE グローバル推進担当役員 Greta Kotler 氏
◆情報交換会 （17：10～18：00）
【お問い合わせ先】
○ IME 全体について
（一社）日本ｺﾝｸﾞﾚｽ･ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ･ﾋﾞｭｰﾛｰ（JCCB） 担当：丸山、山崎（担当） TEL:03-3212-1371
○「国際会議誘致・開催貢献賞授賞式」、「MICE シンポジウム」
「国際会議主催者セミナー」について
日本政府観光局(JNTO)
担当：藤内、村上、山田、石川 TEL:03-3216-2905

