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千葉県スポーツコンシェルジュ

MICE

1．誘致活動報告
12月22日に、第16回世界女子ソフトボール選手権大会組織委員会（会長 勝又隆一

※ MICE（マイス）とは、企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（Incentive Travel）、国際機関・団体・学会等が行う国
際会議（Convention）、イベント・展示会・見本市（Event/Exhibition）のことで、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントの総称。

千葉トヨペット(株)代表取締役社長）が発足し、平成30年8月の開催に向けた準備が加
速することになりました。活躍が期待される日本代表チームの合宿は3月10日から鴨川市

【〈MICE誘致・支援〉 問い合せ先】
MICE第一事業部（コンベンション関連）０４３－２９７－２７５１
MICE第二事業部（インセンティブ関連）０４３－２９７－２７５２

で実施されます。鴨川市の長谷川孝夫市長は、日本代表チームの宇津木麗華新監督と
面談し、万全な練習環境でお迎えすることを約束しました。

1．誘致決定案件

また、ニュージーランド代表チームも、7月に市原市、君津市で合宿することで合意してお

2017 IEEE Region 10 Meet

り、世界選手権大会を前に、暑い夏を経験して選手強化をしたいと考えているようです。

IEEEはInstitute of Electrical and Electronics Engineers の略。今日の通信、
情報技術、発電製品とサービスを支える多くのの標準規格をもっており、160ヵ
国以上の電気・コンピュータサイエンスを主としたエンジニアや科学者等の専門
会場：幕張メッセ
ｱﾊﾟﾎﾃﾙ&ﾘｿﾞｰﾄ〈東京ベイ幕張〉（千葉市） 家約40万人の会員数を擁する。Region 10 Meetは日本を含むアジアパシ
フィック地区の代表者会議で、日本初開催となる。
予定参加者数：130名
会期：2017年3月4日～5日

練習は公開されるので、ぜひ世界のプレーを楽しんでいただきたいと思います。なお、ニュー
ジーランドチームは試合前に、伝統の「ハカ」を演じる予定です。
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会期：2017年3月16日～17日
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賛助会員募集中！
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【〈スポーツツーリズム支援〉 問い合せ先】 千葉県スポーツコンシェルジュ ０４３－２９７－２７５４

千葉県南房総市

会場：かずさアーク（木更津市）

当財団の目的・活動に賛同し、ご支援いただける賛助会員を募集しております。

予定参加者数：200名
第10回アジア環太平洋音声言語聴覚学会

詳しくは財団ウェブサイトをご覧ください。

会期：2017年9月17日～19日
会場：国際医療福祉大学（成田市）
予定参加者数：500名

賛助会員へのお知らせ
1．【賛助会員限定】サービスのご案内

掲載無料

当財団のウェブサイト内に、「賛助会員からのお知らせ」欄を設けています。
専用の申請フォームより、貴企業・団体のお知らせしたい情報（新サービス、新商品、プロモーションなど）及び必要事項をご記入いただき、
送信いただく流れとなります。簡単な入力となっていますので、ぜひご活用ください。
【掲載場所】 「財団ウェブサイト（日）」「MICEウェブサイト（日）」の全ページフッダー部分（下部）にある「賛助会員のご紹介」欄

HUGO（Human Genome Organisation, ヒトゲノム国際機構）が開催するワー
クショップのひとつ。HUGO はヒトゲノム研究者の世界で唯一の組織であり、各
種の調査からヒトゲノム解析のかかえる倫理的社会的問題まで幅広い活動を
している。96ヵ国、約900人の会員を擁する。

アジア環太平洋音声言語聴覚学会（APCSLH）は、アジア環太平洋の言語
聴覚士が集う学術集会で日本初開催となる。国際医療福祉大学成田キャン
パスにおいて開催されることにより国内と諸外国の言語聴覚士の交流の橋渡し
となることを目指している。

2．海外・国内プロモーション活動報告
今年度も海外競合国・都市との厳しい誘致競争に打ち勝つため、昨年度に引続き、海外のMICE見本市やJNTO主催の商談会な
どに出展し、MICE適地「千葉」の魅力を積極的にアピールするなど、継続的な誘致活動を行っています。
シンガポールの商談会では、海外の国際会議の主催者や多彩な案件を持つ協会、PCO（国際会議運営の専門会社）、旅行会社の
参加に加え、インセンティブ旅行や企業ミーティングを取扱う業者も多くみられ、千葉の支援メニューや東京と空港からのアクセスの良さに
興味を持っていただくことができました。今後、継続して関わりを持つことにより、千葉での開催決定に繋げてまいります。
また、インドネシアの訪問では、木更津市長とともに、観光・農業・医療分野についての視察や現地旅行会社との商談によるインセン
ティブ旅行の情報収集、ボゴール市長、ボゴール農科大学学長、環境・林業大臣との面談を行うとともに、木更津市はもちろん、千葉
市、成田市、浦安市のPRを行い、千葉県への誘致に取り組みました。今回得た情報をもとに、今後、木更津市との関係を強化し、
MICE誘致を推進してまいります。
IMEX America（ラスベガス） 〈10月16日～23日〉
北米最大のMICE見本市で北米最大規模の来場者数を誇る。

JNTO国際会議主催者セミナー（シンガポール） 〈10月26日～28日〉

掲載をご希望の方は、
下記にお問合せください！
pr@ccb.or.jp

インドネシア共和国訪問事業（ボゴール、ジャカルタ） 〈10月1日～9日〉
インドネシアの行政・大学との関係を強化し、MICE誘致体制の強化を図る。

2016大規模インセンティブセミナー（ソウル） 〈12月19日～21日〉

2．有益な情報を掲載「会員へのお知らせ」ページのご案内
【掲載内容】 財団が出展する商談会やセミナーへの共同出展の案内、財団が主催するイベントの案内、会員向けサービスの案内
【掲載場所】 「財団Webサイト（日）」内http://www.ccb.or.jp/member/information/

公益財団法人

JNTO主催の現地の国際団体、協会、コアPCOのキーパーソンを対象としたセミナー及び商談会。

ちば国際コンベンションビューロー

JNTO主催の大規模インセンティブを主催する企業を対象としたセミナー及び商談会。

3．第55回ICCA総会（マレーシア・クチン） < 11月12日～17日>
総会では、世界中のMICE関係者との人脈を構築するとともに、海外のMICE最新情報など
について学びました。特に、「航空会社を巻き込んだMICEビジネス」の先進的なケーススタ
ディーや、「主催者の立場から見た開催決定から開催までの実際の事例」についてのプログラ
ムで得た知識を今後の誘致活動に活かしていきたいと考えています。

〒261-7114 千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブイースト14階
TEL.043-297-4301（代表）

FAX.043-297-2753

http://www.ccb.or.jp/

※ICCA（国際会議協会）： アムステルダムに本部があり、1963年に創設された国際会議に係わる業界関係者の知識と人脈を構築し、世界各国で国際会議を開催する
ための情報交換を目的とする団体。現在、世界97カ国の約1110団体の政府観光局、コンベンションビューロー、会議施設、ホテル、リゾート等の業界関係者が所属。

4．主なMICE支援情報
会

名

第57回電池討論会

会

期

11月29日～12月1日

参

会

場

幕張メッセ

経済波及効果

容

千葉県国際会議開催補助金制度、千葉市国際会議開催補助制度、後援名義、
広報支援（市民公開講座の告知）、幕張エリアマップ提供、日本酒試飲コーナーの設置、
物産コーナーの設置

名

The 19th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS 2016)

2017 IEEE Region 10 Meet

3月4日～5日

幕張メッセ
アパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉

130人

会

期

11月13日～16日

参

562名

第11回国際ゲルシンポジウム

3月7日～9日

日本大学 津田沼キャンパス

200人

会

場

アパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉

経済波及効果

57百万円

HUGO-JAX Workshop

3月16日～17日 かずさアーク

200人

容

当財団コンベンション開催助成金による財政支援、アトラクション手配（船橋ばか面、和太鼓荒川社中）、
千葉MICEプロモーションビデオ提供、千葉市観光パンフレット提供、ギブアウェイの提供、
広報支援（写真提供）

大学の世界展開力強化事業 平成28年度千葉大学ツインクルプログラム
ASEAN活動成果報告会

3月17日～19日 千葉大学 西千葉キャンパス

160人

支

議

2017年1月～3月に開催されるコンベンション

※経済波及効果は、観光庁測定モデルによるもの

援

会

支

内

議

援

内

加

加

者

者

数

数

2,346名
312百万円

名

7th Global Mobile Broadband(MBB) Forum

会

期

11月23日～25日

参

会

場

幕張メッセ

経済波及効果

容

アトラクション手配（花魁獅子）、ユニークベニュー紹介、総務省関連事業との連携調整、
地域産業界との連携調整

会

支

議

援

内

加

者

数

第22回アジア南太平洋設計自動化会議 (ASP-DAC 2017)

1月16日～19日 幕張メッセ

Plenary Meeting of ISO/TC107（ISO/TC107に係る総会）

1月16日～20日 柏の葉カンファレンスセンター

日本総合健診医学会 第45回大会

1月27日～28日 東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート

第5回NSCA国際カンファレンス

1月27日～29日 幕張メッセ

800人

第44回日本臨床矯正歯科医会大会・千葉大会

2月22日～23日 ヒルトン成田

500人

千葉大学次世代才能スキップアッププログラム国際研究発表会

千葉大学 西千葉キャンパス

60人
1,300人

200人

千葉県国際交流センター

1,500名
111百万円

3月19日

500人

【〈国際交流・多文化共生推進〉 問い合せ先】 千葉県国際交流センター ０４３－２９７－０２４５
1．コミュニティ通訳研修 【10/28、11/4・9・18】
日本で生活する外国人住民を言葉と知識の双方でサポートするボランティアを養成するた

5．第26回国際ミーティング・エキスポ（IME2016）
12月6日～7日、パシフィコ横浜にて開催され、2,791名の来場者が集まりました。
今回、ビジネスマッチングシステムを活用した主催者とのアポイントにより、誘致に繋がる
具体的な情報を得ることができました。また、共同出展していただいた関係機関の皆様と
MICEマーケットの情報について共有し、関係強化を図りました。
今後は、ブースに来場いただいた主催者から得た情報を精査し、新規案件の獲得に
向けて積極的な誘致活動を行ってまいります。

め、入管や行政サービスの手続きを学ぶ研修を基礎編と応用編に分け実施しました。研修
では、出入国や戸籍等についての講義に続き、実際に外国人の方にも参加していただき、
外国人、市役所職員、通訳の役に分かれてのロールプレイを行いました。
受講者の中には、日本語ボランティアや通訳ボランティアの他、福祉施設関係者や市役
所職員の方の参加もありました。
2．日本語ボランティア・スキルアップ講座 【12/6・13】

ちば国際コンベンションビューローブース参加団体
千葉市、成田市、木更津市、浦安市
幕張新都心ホテル協議会（アパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉、ホテルニューオータニ幕張、ホテル ザ・マンハッタン、ホテルスプリン
グス幕張、ホテルフランクス、ホテルグリーンタワー幕張）、（一社）浦安観光コンベンション協会、シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホ
テル、東京ベイ舞浜ホテル クラブリゾート
※IME2016：観光庁・JCCB・JNTO主催の学会、コンベンション、企業ミーティング、インセンティブ・ツアー、研修旅行などBtoBの会議、旅行、イベントに関する国内唯一
の総合展示会。

地域で在住外国人の方に日本語学習の支援活動を行っているボランティアの方々を対
象に、さらなる活動の向上を目指す講座を開催しました。講座は、成人を対象に活動して
いるボランティアと、子どもを対象に活動しているボランティアの2つのコースに分け、日本語教
育の専門知識・現場体験が豊富な先生方にご指導いただきました。
講義を受け、「読む・書く・話す・聞くの総合力を目標にすべきことを学んだ」、「『学習者が
今日何を持ち帰るのか』を考えるということが、新鮮で刺激を受けた」などの感想が寄せられ、

6．今後の予定（1月～3月）

有意義な講座となりました。
海外プロモーション

東京観光プロモーション訪問（ニューデリー） 〈1月30日～31日〉

タイ・インセンティブ旅行セミナー（バンコク） 〈2月17日〉

千葉県フィルムコミッション

AIME（メルボルン） 〈2月19日～24日〉

【〈映画・ドラマ撮影支援〉 問い合せ先】 千葉県フィルムコミッション ０４３－２１３－３５３３

大型誘致案件

「Gastech Japan 2017」開催のご案内
＜会期：2017年4月4日～7日 会場：幕張メッセ＞

天然ガス、LNG（液化天然ガス）がテーマのエネルギー業界世界最大級・最重要の国際会議・展示会。
1972年ロンドンにて初開催以来、40年以上にわたり18カ月ごとに世界各地で開催されています。
今回は、日本初開催となり、70カ国から25,000人の参加者が見込まれています。

1．「千葉県映画・テレビ撮影支援事業補助金制度」に関する作品情報
映画「ねこあつめの家」の撮影が、8月～9月に多古町 町内を中心に行われまし
た。大人気ゲームアプリ「ねこあつめ」の実写化で、多古町の古民家をメイン舞台に
して、街並みや美しいロケーションが描かれているシンプルで温かい映画となっていま
す。今回、多古町役場、商店街、田園風景、書店などで撮影されており、地域の
魅力が詰まった作品です。
出演は伊藤 淳史さん、忽那 汐里さん他、演技派が揃ったキャストとなっています。
【劇場公開予定：2017年4月8日】

【©2017 Hit-Point/「映画ねこあつめ」製作委員会】

