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アジアの先進事例から日本の MICE 競争力向上のヒントを探る

『第 1 回 横浜グローバル MICE フォーラム』開催
アフターMICE に最適な「新発見!小田原・箱根ツアー」も同時開催

国内最大級の複合 MICE※1 施設、パシフィコ横浜（正式名称：株式会社横浜国際平和会議場
区、代表取締役社長：中山こずゑ） は、2020 年 2 月 20 日（木）に『第 1 回

所在地：横浜市西

横浜グローバル MICE フォーラム』

を開催します。
本フォーラムは、MICE における世界の最新動向を学び、今後の MICE 開催におけるビジネス効果
拡大のヒントを得ることを目的としたもので、国内の MICE 業界関係者を対象に開催するものです。台
湾およびマレーシアから有識者を招き、アジアにおいて熱心に MICE 振興に取り組み、成果を上げて
いる国々の先進事例から業界展望と関連事業者との連携について考察する機会を得ます。翌日の 21
日のポスト・ツアー「新発見！小田原・箱根ツアー」では、一般のツアーでは体験することのできないア
フターMICE 最適な、フォーラム参加者のための特別プログラムとなります。
日本の MICE 競争力を向上し、MICE をよりユニークに、刺激に満ちたものにするためのアイデアを
一緒に考えていただける機会とします。

■開催概要

講師:ジェイソン・イェー（葉泰民）氏
ICCA 理事 、GIS グループ CEO

講師:アシュウィン・グナセケラン氏
ペナン・コンベンション＆エキシビション・ビューロー（PCEB）CEO

催事名

第１回 横浜グローバル MICE フォーラム

開催日

2020 年 2 月 20 日（木） ＊ポスト・ツアーは 2 月 21 日（金）

参加対象 MICE 関係者、旅行代理店、広告代理店、施設運営者、自治体関係者など
参加人数 200 名
会場

パシフィコ横浜 アネックスホール （最寄り駅 みなとみらい線みなとみらい駅から徒歩）

主催

パシフィコ横浜

後援

一般社団法人日本コンベンション協会（JCMA）ほか

参加費

16,000 円（プレツアー、フォーラム、ランチ、社交プログラムを含む）（1/17 までの早期割引 15,000 円）

申込期限 2020 年 2 月 6 日（木）まで
URL

https://www.pacifico.co.jp/visitor/events/2019/miceforum/tabid/665/Default.aspx

フォーラム事務局（パシフィコ横浜内） TEL:045-221-2158

forum@pacifico.co.jp

※公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー「令和元年度横浜クリエーションスクラム」助成事業

■「横浜グローバル MICE フォーラム」プログラム紹介
2020 年 2 月 20 日（木）
AM

プレツアー

1．羽田空港からのスマート・クルーズ体験
2．みなとみらい R&D センター視察
3．みなとみらいの新施設「ハンマーヘッド」視察他

PM

横浜グローバル

「MICE における”地域連携”のその先へ」

MICE フォーラム

会場:パシフィコ横浜アネックスホール
講師・内容（予定）（同時通訳あり）:
1．Keynote Speech
ジェイソン・イェー（葉泰民）氏（ICCA 理事 、GIS グループ CEO）
「ICCA2020 高雄総会に向けた取り組み」
2．Keynote Speech
アシュウィン・グナセケラン氏（ペナン・コンベンション＆エキシビション・ビューロー（PCEB）CEO）
「ICCA Asia Pacific Summit 2019 を終えて」
3．石井 修氏（ハードロックカフェ 横浜 セールス＆マーケティングマネージャー）
「ハードロックカフェが手がける横浜の MICE」
4．パネルディスカッション モデレーター
近浪弘武氏（JCMA 代表理事、日本コンベンションサービス㈱代表取締役社⾧）
ほか

フォーラム終了後

社交プログラム、ナイトプログラム（オプション）開催

2 月 21 日（金）には、ポストツアー（オプション）として「新発見!小田原・箱根ツアー」をご案内します。
一般的なツアーではご体験いただくことのできないフォーラム参加者のための特別プログラムです。

※1

MICE とは
Meeting（企業ミーティング）
、Incentive Travel（報奨・研修旅行）
、Convention（国際会議）
、Exhibition/Event
（展示会/イベント）といったビジネスイベントの総称。

パシフィコ横浜とは
会議室、展示場、ホテルを 1 カ所に集約した「ALL IN ONE」をコンセ
プトに設計され、MICE 開催に必要とされる全ての機能を備えた、国内
最大級の複合 MICE 施設です。ホテルの美しくユニークな外観は風を
はらむ「帆」をイメージ、国立大ホールは「貝」、展示ホールは「波」、会
議センターは「光」をデザインし、ホテル海側の先端には、航海の安全を
祈る「みちびきの像」が設置されています。『みなとみらい 21 事業』にお
けるリーディングプロジェクトとして、1991 年に開業。「観光・MICE・創
造都市 よこはま」の MICE 拠点となっており、政府系会議 APEC や
TICAD が開催されました。国際会議の開催においては、国内トップの
実績があります。
2020 年 4 月 24 日には、国内最大規模約 6,300 ㎡となる大型多
目的ホールと大中小 42 室の会議室を持つ新施設「パシフィコ横浜ノー
ス」の開業を目指しています。
https://www.pacifico.co.jp/

パシフィコ横浜は、1991年の開業以来、国際会議、学術会議をはじめ様々なイベントが開催される舞台となって
まいりました。2020年は、いよいよ新施設「ノース」がオープンし、みなとみらいにおけるMICEの可能性がさらに大きく
羽ばたく年。そこで、MICEにおける世界の最新動向を市内外のステークホルダーの方々と共に学び、今後のMICE
開催におけるビジネス効果拡大のヒントを得ることを目的として、「横浜グローバルMICEフォーラム」を開催いたします。
第1回となる2020年は、講師に台湾およびマレーシアから有識者を招いて、アジアにおいて熱心にMICE振興に
取り組み、成果を上げている国々の先進事例から業界展望と関連事業者との連携について考察する機会を得ま
す。国際会議協会（ICCA）の総会開催を2020年秋に控えた台湾からは、ICCA理事も務めるGISグループの
CEO、ジェイソン・イェー（葉泰民）氏を、またICCAアジア・パシフィック部会初のサミット開催を成功裏に終えたば
かりのマレーシアからはペナン・コンベンション＆エキシビション・ビューローCEOのアシュウィン・グナセケラン氏をお迎えし、
それぞれのMICE開催地における地域ステークホールダーとの連携や、さらなる発展に向けた戦略についてお話をお
聞きする予定です。フォーラムは同時通訳にて進行するほか、参加者から講師への双方向の質疑も組み込みます。
また、参加者・スピーカーの皆様に、フォーラムで得られたヒラメキから議論と交流を深めていただけるよう、ユニーク
ベニューを利用した社交プログラム、ナイトプログラム、フォーラム参加者のための特別ツアーなどもご用意しております。
日本のMICE競争力を向上し、MICEをよりユニークに、刺激に満ちたものにするためのアイデアを一緒に考えてい
ただける機会として、ぜひ日本国内・横浜市内のMICE関係者の皆様のご参加をお待ちしております。

開催概要
日時

2020年2月20日（木）※翌2月21日（金）は、オプショナルのポスト・ツアー。

参加対象

学術系会議、企業会議・コンベンション、イベント等を主催・運営する
国内外の催事主催者・関係者、PCO、PEO、旅行代理店、MICE施設運営者・関係者、
コンベンションビューロー、自治体関係者、DMO、DMCなど

参加人数

200名

テーマ

MICEにおける“地域連携”のその先へ

会場

パシフィコ横浜 アネックスホール

主催

パシフィコ横浜（株式会社 横浜国際平和会議場）

後援

一般社団法人 日本コンベンション協会（JCMA）ほか

料金

税込16,000円
※1月17日（金）までの早期割引は 税込15,000円
※参加費にはプレツアー、フォーラム、ランチ、社交プログラムの費用が含まれます。
※受付完了後のキャンセルについては100％の料金を申し受けます。

申込期限

2020年1月30日（木）まで ※早期割引は1月17日（金）まで

フォーラムURL https://www.pacifico.co.jp/visitor/events/2019/miceforum/tabid/665/Default.aspx

申込方法

フォーラムHPよりお申し込みください ※1月上旬より募集開始

予定プログラム

※内容は変更になる場合があります

2020年2月20日（木）
10:0012:00

プレツアー

下記3コースよりお選びください
1. 羽田空港からの
スマート・クルーズ体験

※コースにより
若干時間が
前後します

2. みなとみらい
R&Dセンター視察

3. みなとみらいの新施設
「ハンマーヘッド」視察

12:0013:30

ビジネス・ランチ

会場：パシフィコ横浜 アネックスホール

13:3018:00

横浜グローバル
MICEフォーラム

テーマ：「MICEにおける“地域連携”のその先へ」
会場：パシフィコ横浜 アネックスホール
講師・講演内容（予定）※同時通訳あり
Keynote speech 1: ジェイソン・イェー（葉泰民）氏
（ICCA理事 / GISグループCEO）
❝ICCA高雄総会2020に向けた取り組み
～会議誘致における台湾の戦略
Keynote speech 2: アシュウィン・グナセケラン氏
（ペナン・コンベンション＆エキシビション・ビューローCEO）
❝ICCA Asia Pacific Summit 2019を終えて
～ペナンにおけるBusiness Eventsの展望
石井 修 氏（ハードロックカフェ横浜 セールス＆マーケティングマネージャー）
❝ハードロックカフェが手がける横浜のMICE
パネル・ディスカッション、モデレーター: 近浪弘武氏
（JCMA代表理事/日本コンベンションサービス(株)代表取締役社長）
ほか

18:3021:00

社交プログラム

会場：横浜みなとみらいホール 大ホールフォワイエ

21:3023:00

ナイトプログラム

会場：未定
参加費：4,000円

※参加費別途

予定

社交プログラムに引き続き、夜の横浜みなとみらいを楽しみ、参加者の皆様
とさらに懇親を深めていただくためのナイトプログラムをオプションにてご案内い
たします。会場・詳細は1月中旬に発表予定。

※宿泊のご案内
ナイトプログラム、ポスト・ツアーにご参加の皆様のため、フォーラム価格での宿泊のご案内をさせていただく予定で
す。詳細は後日発表いたします。

2020年2月21日（金）
オプション：ポスト・ツアー「新発見！小田原・箱根ツアー」
参加費 未定
フォーラム翌日には、小田原・箱根方面をめぐるバス・ツアーをご用意しております。一般的なツアーではご体験い
ただくことのできないフォーラム参加者のための特別プログラムとなる予定です。詳細については、1月上旬にご案
内申し上げます。

フォーラム講演者紹介（講演内容は予定です）
ジェイソン・イェー氏（台湾）
葉泰民 Jason Yeh
GISグループCEO
ICCA（国際会議協会）理事
ICCAアジア・パシフィック部会会長
GISグループのCEO、国際会議協会（ICCA）の第3副会長およびアジア・パシフィック部会会長。
中華國際會議展覽協會（Taiwan Convention & Exhibition Association, TCEA）の名誉会長。国立台湾師範大学翻訳
研究所の講師および高雄會展聯盟アンバサダーとしてMICE業界に貢献を続けている。
中国文化大学（台北）において英文学学士号ならびに観光事業学修士号を取得。1991年にGISグループを創設し、学会運営、
デスティネーション・マネジメント（企業イベント、インセンティブ・プログラム、チームビルディング、文化体験）、AV機材や会議関連技術、
言語サービス、会場運営といったサービスを提供。顧客の要望に応えるのみならず、その高いプロフェッショナリズムは数々の協会からも認
められている。GISグループは、国際会議協会（ICCA）、インセンティブ・トラベル・役員協会（SITE）、国際PCO協会（IAPCO）、
コングレス・レンタル・ネットワーク（CRN）の会員。
ミーティング業界の拡大を助け台湾にさらなる国際会議を誘致することを使命とし、2016年には著書『The Driving Force Behind
Destination Marketing（デスティネーション・マーケティングを支える原動力）』を出版。その中で、国際会議誘致に努める都市の
秘密を分析している。2017年には台湾初となるIAPCO EDGEセミナーを誘致し、台湾の業界関係者に有意義な教育プログラムを提
供。業界への貢献、積極的な活動が評価され、2017年には「Successful Meetings Magazine」による“ミーティング業界における
最も影響力のある25人”に選出された。

アシュウィン・グナセケラン氏（マレーシア）
Ashwin Gunasekeran
ペナン・コンベンション＆エキシビション・ビューローCEO
ICCA （国際会議協会）マレーシア委員会会長

ビジネス・イベント業界の発展と成長を目的として設立された、マレーシア北部における初の州のコンベンション・ビューローであるPCEBの
CEO。PCEB所属以前には、Destination Resorts & Hotels （マレーシア）の団体セールス＆マーケティング部長補佐を務めた。
ペナン生まれ、ペナン育ち。スイスのホスピタリティ専門大学IMI（International Management Institute）にて国際観光学の修
士号を取得後、ペナン州観光局に勤務。15年以上にわたる豊富な業界経験をもとに、観光、ホスピタリティ・マネジメント、収益分析、
イールド・マネジメント、ターンアラウンド戦略、事業開発、ビジネス・ツーリズムにおける知見をPCEBに活かしている。
国際会議協会（ICCA）マレーシア委員会会長。

近浪 弘武 氏（日本）
Chikanami Hirotake
一般社団法人日本コンベンション協会（JCMA）代表理事
日本コンベンションサービス（株）代表取締役社長
2つのコンベンション団体（日本PCO協会、日本コンベンション事業協会）が2015年4月、合併し発足した日本コンベンション協会
（JCMA）の設立に関与した。同協会は、コンベンションのみならずMICE産業に広く従事する事業者が参画し、コンベンションやMICE
をビジネスとして成長させるために提言活動、人材育成事業、ネットワーキング、グローバル活動等を行っている。
また、代表理事として、観光やMICE関連団体の委員等にも就任し、協会活動の広報やMICE振興に尽力している。

石井 修 氏（日本）
Shu Ishii
ハードロックカフェ横浜 セールス＆マーケティングマネージャー

日本の外食産業では初となるセールス&マーケティングの仕事に携わって横浜で8年。各種イベントやコラボレーション、旅行代理店、修
学旅行などの営業・企画・運営を統括。SNSを駆使した情報拡散など、マルチな業務を担当。MICEビジネス成功の鍵は、アフター
MICEをいかに充実させるかという持論の元、数々の国内外の企業向けパーティーや国際交流会を手掛けました。

お申し込み方法 ※1月上旬より募集開始
お申し込みは、横浜グローバルMICEフォーラムHP 申込フォームよりお願いいたします。
URL
https://www.pacifico.co.jp/visitor/events/2019/miceforum/tabid/665/Default.aspx

※受付完了後、ご登録いただきましたアドレスに登録完了のメールをお送りします。3営業日を過ぎても届かな
い場合は、フォーラム事務局までご連絡ください。
※ご指定のメールアドレスに請求書を送付いたしますので、2月10日（月）までに振込をお願いします。
※会期が近づいてまいりましたら、参加証のQRコードを登録いただいたアドレス宛にメールにてお送りいたします。
※ナイトプログラム、ポスト・ツアーについては、1月上旬に詳細をご案内申し上げます。
※フォーラム価格での宿泊のご案内をさせていただく予定です。後日、ご案内いたします。

申込受付期間
2020年1月上旬～1月30日（木）
※早期割引適用は、2020年1月17日（金）まで

第1回横浜グローバルMICEフォーラム事務局（パシフィコ横浜内）
担当：営業推進部 誘致推進課 村山・鈴木
E-mail: forum@pacifico.co.jp
Tel: 045-221-2158
Fax: 045-221-2136

令和元年度横浜クリエーションスクラム助成事業

