イベント／ライブ／スポーツ／地方創生 2020 講演一覧

・・・ イベント総合EXPO
・・・ライブ・エンターテイメントEXPO
・・・スポーツビジネス産業展
・・・地方創生EXPO

※各セッションをクリックすると、講演詳細ページに移動します。

２月5日（水） 会場：幕張メッセ
基調・特別講演
【K-1】 9:30~10:30
9:30

10:00

10:30

専門セミナー

【S-S1】 9:30~10:30

ライブエンターテイメント・スポーツ・地方創生
合同基調講演 <対談>

グッズで稼ぐ！スポーツチームのMD戦略
<対談>
福岡ソフトバンクホークス（株）事業統括本部
【E-S1】 10:00~10:45
【J-S1】10:00~11:00
マーケティング本部 商品部 部長 西川 正記 氏
浦和レッドダイヤモンズ（株）本部長
パートナー・マーチャンダイジング担当 戸苅 淳 氏 企業のブランディング①
地方活性化事例紹介① ＜※1 対談＞
（株）栃木ブレックスマーチャンダイジンググループ
（株）NTTアグリテクノロジー 代表取締役社長
（一社）渋谷未来デザイン
企画・制作 田代 智子 氏

（株）ディスクガレージホールディングス グループ代
表
中西 健夫 氏
（株）ジャパネットホールディングス
代表取締役社長 兼 CEO 髙田 旭人 氏
早稲田大学 スポーツ科学学術院 教授／
スポーツビジネス研究所 所長 間野 義之 氏

理事・事務局次長
長田 新子 氏

11:00

【L-S1】 12:00~13:00
12:00

エンターテイメントの未来＜対談＞

12:30

13:00

ユニバーサル ミュージック（同）
社長 兼 最高経営責任者
藤倉 尚 氏
（株）アミューズ 代表取締役 社長執行役員
中西 正樹 氏
AEG米国本社 エグゼクティブVP アジア担当
北谷 賢司 氏

【L-S2】 14:00~14:45

【S-S4】 12:00~13:00
協力：（一社）大学スポーツ協会
大学スポーツの未来＜対談＞
（一社）大学スポーツ協会 専務理事
池田 敦司 氏
日本女子体育大学 体育学部 スポーツ健康
学科准教授／（公財） 日本スポーツ協会
常務理事

【L-Z】 14:00~15:00

【S-S2】 12:00~12:45
デジタルマーケティング＜日英同時通訳＞
ラ・リーガ 事業開発 日本代表
Rubén González 氏

【S-S3】 14:00～15:00

【E-S2】 12:00~12:45
成功するイベント

14:30

（株）RIZeST 代表取締役
古澤 明仁 氏

学生・若手向け業界若手座談会＜対談＞
エイベックス・マネジメント（株） 鈴木 大輔 氏
（株）Zeppライブ 向井 昴司 氏
（株）ディスクガレージ 竹沢 周平 氏
ユニバーサル ミュージック（同）EMI Records
岡田 武士 氏

スポーツチーム経営と戦略＜対談＞
（株）メルカリ 取締役社長 兼 COO／
(株) 鹿島アントラーズFC 代表取締役社長
小泉 文明 氏
（株）千葉ジェッツふなばし
代表取締役会長
島田 慎二 氏

【J-S2】 12:00~12:45
スマートシティの展望①

LeaR（株）代表取締役／ 元総務大臣／内閣官房 「まち・ひと・しごと創
クリエイティブディレクター
生戦略」有識者会議 委員／
小橋 賢児 氏
東京大学 客員教授
増田 寛也 氏

【E-S3】 14:00~14:45

14:00

eスポーツの発展と展望

酒井 大雅 氏
※１京セラコミュニケーションシステム（株）LPWAソ
リューション事業部副事業部長
大木 浩 氏
※１寝屋川市 経営企画部 情報化推進課
課長
羽根 基博 氏

海外アミューズメント動向＜日英同時通訳＞
IAAPA 元会長／
インターナショナル・テーマパーク・サービス
プレジデント Dennis Speigel 氏

【J-S3】 14:00~14:45
協力：（公財）文字・活字文化推進機構
図書館・書店の役割
早稲田大学教授／
鳥取大学 客員教授／
元総務大臣 片山 善博 氏

15:00

16:00

16:30

17:00

【S-S5】 16:00~17:00
【L-S3】 16:00~16:45
【S-S7】 16:00~17:00
【E-S4】 16:00~16:45
【J-S4】 16:00~16:45
協力：（一社）Entertainment
協力：DMO推進機構
Committee for Stadium・Arena
スタジアム・アリーナによるまちづくり
スタジアム・アリーナの最前線
SNS活用術①
DMO（地域観光づくり）
最新ステージ演出＜対談＞
＜対談＞
アーティスト／音楽プロデューサー ECSA事務局長 /（一社）日本トップリーグ
（株）NTTドコモ
（株）メンバーズ
DMO推進機構 代表理事
ソーシャルメディアマーケティングチーム
VERBAL 氏
連携機構 理事・事務局長
スポーツ＆ライブビジネス推進室 室長
大社 充 氏
マネージャー 兼 戦略プランナー 福島 享之 氏
田口 禎則 氏
馬場 浩史 氏
ECSA プロデューサー/
（株）丹青社 デザインセンター
（一社）コンサートプロモーターズ協会
カルチャー＆コミュニケーションデザイン局
デザインディレクター 小岩井 淳雄 氏
理事
長井 延裕 氏

【J-1】 14:00~15:00
地方銀行の役割
（株）三十三総研 専務取締役／
三重銀行 地方創生推進室長／
三重大学 理事（産学連携）客員教授
伊藤 公昭 氏

技術セミナー
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・・・ イベント総合EXPO
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※各セッションをクリックすると、講演詳細ページに移動します。

２月6日（木） 会場：幕張メッセ
基調・特別講演
【K-2】 9:30~10:00

専門セミナー

技術セミナー

【S-S6】 9:30~10:15

9:30

チームのマーケティング戦略①

地方創生EXPO 基調講演

10:00

（株）名古屋グランパスエイト
専務取締役 事業統括 マーケティング部長
清水 克洋 氏

前内閣府特命担当大臣(地方創生担当)／
参議院議員 片山 さつき 氏

【E-S5】 10:00~10:45
企業のブランディング②

【J-S5】 10:00~11:00
地方活性化事例紹介②

スポーツツーリズム

（株）メルカリ （同）DMM.com COO 兼 DMM GAMES
Communityチーム マネージャー
CEO 村中 悠介 氏
Peach Aviation（株）執行役員
上村 一斗 氏
事業戦略室長 兼 営業統括本部長
*展示会招待券情報より講師変更されました
轟木 一博 氏
[2019/11/28]

10:30

11:00

【J-2】 10:00~11:00

（一社）日本スポーツツーリズム推進機構
事務局 事務局長
中山 哲郎 氏
【T-1】 11:00~12:30
共催：（一社）日本音響家協会
音響（ベーシック編）

【L-S4】 12:00~13:00
12:00

グッズで稼ぐ！売れるグッズとは？＜対談＞
12:30

13:00

（株）アミューズ 執行役員 MD事業部担当
高橋 由香里 氏
（株）ソニー・ミュージック アーティスツ マーケティング本部
マーチャンダイジング事業部次長
菊地 圭介 氏
（株）WONDER STYLE 執行役員 藤井 都 氏

【L-S10】 12:00~13:00
協力：（一社）日本音楽事業者協会
マネジメント・人材育成
（一社）日本音楽事業者協会 理事／
（株）メリーゴーランド 代表取締役
森本 精人 氏

【S-S8】 12:00~13:00
最新のスタジアム・アリーナ事例＜対談＞
早稲田大学 スポーツ科学学術院教授／
スポーツビジネス研究所 所長
間野 義之 氏
（株）日本政策投資銀行 地域企画部 課長
桂田 隆行 氏

【E-S6】 12:00~12:45
インフルエンサーマーケティング
Bytedance（株）
ブランドソリューション事業部 総括部長
田村 千秋 氏

ハーティワークス 代表／
（一社）日本音響家協会
代表理事・副会長
高崎 利成 氏

【J-S6】 12:00~12:45
地方創生の国家戦略
内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局
地方創生総括官補
多田 健一郎 氏

【T-2】 13:30~15:00
共催：（一社）日本音響家協会

13:30

音響（クリエイティブ編）
【S-S9】 14:00~15:00

【L-S5】 14:00~15:00

【E-S7】 14:00~14:45

【J-S7】 14:00~14:45

サウンドワーク・アシュリー代表／
（一社）日本音響家協会 西日本支部
運営委員
浅原 勇治 氏

14:00

最新技術でスポーツ観戦はこう変わる！

最新チケッティングとファンクラブ運営
14:30

EMTG（株） 代表取締役社長
佐藤 元 氏
ダイナミックプラス（株）代表取締役社長
平田 英人 氏

富士通（株）執行役員常務／東京オリンピック・
パラリンピック推進本部 スポーツ・文化イベントビジネ
ス推進本部担当 阪井 洋之 氏
NTT西日本（株）ビジネスデザイン部
X-CREATE 室長 中村 正敏 氏

注目のテーマパーク戦略

インバウンド成功事例

（株）富士急ハイランド 代表取締役社長
／富士急行（株） 執行役員
岩田 大昌 氏

兵庫県豊岡市 市長
中貝 宗治 氏

15:00

【L-S6】 16:00~17:00
16:00

次世代エンターテイメント＜対談＞
16:30

17:00

17:30

（株）アカツキ 共同創業者 取締役 COO
香田 哲朗 氏
SHOWROOM（株）代表取締役社長
前田 裕二 氏

【L-S11】 16:00~17:00

協力：（一社）コンサートプロモーターズ協会

ライブ市場の成長展望＜対談＞

【S-S10】 16:00~17:00

協力：（一社）日本スポーツアナリスト協会

最先端データ活用事例

商業施設の集客施策

（株）日本政策投資銀行 地域企画部 課長 全日本柔道連盟 科学研究部／了德寺大学 准教授／
了德寺学園医療専門学校 校長
桂田 隆行 氏
ACPC理事／（株）GAKUONユニティ・フェイス

代表取締役社長 加来 聖子 氏
ACPC Live Entertainment Lab.
客員研究員 長井 延裕 氏

【E-S8】 16:00~16:45

石井 孝法 氏

SAPジャパン（株） ソリューション統括本部 エンタープライズ・
アーキテクト/スポーツ & エンターテイメント・イノベーション推進

エバンジェリスト 佐宗 龍 氏

森ビル（株）営業本部 商業施設事業部
統括部長 執行役員
栗原 弘一 氏

【J-S8】 16:00~16:45
スマートシティの展望②
アクセンチュア（株）
アクセンチュア・イノベーションセンター福島
センター長 中村 彰二朗 氏

【J-3】 16:00~17:00
地方創生ファンド
フューチャーベンチャーキャピタル（株）
代表取締役社長
松本 直人 氏

【T-3】 16:00~17:30
共催：（一社）日本音響家協会
音響（クリエイティブ編）
びわ湖ホール 音響デザイナー／
大阪芸術大学 舞台芸術学科 准教授
小野 隆浩 氏
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・・・ イベント総合EXPO
・・・ライブ・エンターテイメントEXPO
・・・スポーツビジネス産業展
・・・地方創生EXPO

２月7日（金） 会場：幕張メッセ
基調・特別講演
【L-S7】 10:00~10:45

【E-S9】 10:00~10:45

【J-S9】 10:00~10:45

専門セミナー

技術セミナー

【J-4】 10:00~11:00

【T-4】 10:00~11:40
共催：（公社）日本照明家協会

10:00

eスポーツのマーケティング活用

先端テクノロジー×イベント

日本コカ・コーラ（株）マーケティング本部
10:30

（株）ワントゥーテン 代表取締役社長
澤邊 芳明 氏

IMCコネクションプランニング＆メディア統括部長

今西 周 氏

地域創生事業の今
（一財）地域活性化センター 理事長
椎川 忍 氏

照明（安全）

MaaS
WILLER（株）代表取締役
村瀨 茂高 氏

（公社）日本照明家協会 安全委員
片野 豊 氏

11:00

【L-S8】 12:00~13:00

【S-S11】 12:00~13:00

【E-S10】 12:00~12:45

【J-S10】 12:00~12:45

12:00

音楽業界の未来＜対談＞
12:30

（株）ワーナーミュージック・ジャパン 執行役員／
（株）CENTRO 代表取締役
鈴木 竜馬 氏
（株）ポニーキャニオン ミュージッククリエイティヴ
本部副本部長 後藤 篤 氏

13:00

【L-S9】 14:00~14:45

最新フィジカル・コンディショニング＜対談＞
（独）日本スポーツ振興センター 国立スポーツ科学セン
ター センター長 ハイパフォーマンス戦略部 部長
久木留 毅 氏
（公財）日本バスケットボール協会 技術委員会
スポーツパフォーマンス部会 部会長 佐藤 晃一 氏
筑波大学大学院 人間総合科学研究科 准教授
谷川 聡 氏

【S-S12】 14:00~14:45

海外テーマパークの魅力＜日英同時通訳＞
ウォルト・ディズニー・アトラクションズ・ジャパン
東京ディズニーリゾート
エンターテイメント&コスチューム ディレクター
Paul E. Rivet 氏

【E-S11】 14:00~14:45

デジタルマーケティング
内閣府クールジャパン地域プロデューサー/
観光庁アドバイザリーボードメンバー
陳内 裕樹 氏

【J-S11】 14:00~14:45

14:00

舞台ビジネスの成長戦略
14:30

松竹(株) 代表取締役副社長
事業開発本部長
細田 光人 氏

チームのマーケティング戦略②
（株）DeNA川崎ブレイブサンダース
代表取締役社長
元沢 伸夫 氏

SNS活用術②
トランスコスモス（株）DEC統括 DX本部
執行役員
所 年雄 氏

15:00

【E-S12】 16:00~16:45
16:00

イベント集客術
16:30

17:00

ギネスワールドレコーズジャパン（株）ビジネスディベ
ロップメント ＆ パートナシップスディレクター
ヴィハーグ クルシュレーシュタ 氏

イベントによる地域経済活性化
（株）W TOKYO上席執行役員
一色 淳之介 氏

【T-5】 14:00~15:40
共催：（公社）日本照明家協会

照明（演出）
ライティングデザイナー／
ライティングビッグワン（株）
清水 淳 氏

