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知る知る

1983年に創

設、近年UCFで
もっとも発展を

遂げた学部

120 000室以上の客室世界15カ国以上から約 120,000室以上の客室、

約4000レストラン、75
のテーマパークを有する全

米屈指コンベンション

世界15カ国以上から約

3,000名学生。その数は

観光ホスピタリティ経営学

第 位 米屈指コンベンション
都市・オーランドに立地

ホスピタリティ学唯

部」の大学で全米第1位

ホスピタリティ学
部を有する全米
大学ランキング

で5位

米国唯一イベン

ド・マネジメント
の学位を取得でき

る大学

Source: Rosen College HP, Facts About UCF 2012

で5位る大学

ランキングは“the best schools .org”より抜粋



知る知る

Dr. Deborah Bretier/担当科目:Event Sales, Convention sales ＆serviceなど

全米MICE研究の第一人者で、米国初めてイベンドマネジメント指導者でも
あり、そのコースに大学で約1200人以上の学生が履修。2007年に7
PCMA,2009年Meeting Planning Internationalにそれぞれ教育賞を受賞。

Dr. youchengWang/担当科目:Destination Marketing& Management, Information 
Technology in Tourism など6科目。研究分野はディスティネーションマーケ
ティング、ツーリズムマネジメント及びITツーリズム戦略など、国際的
ジャーナル及び会議において100以上の論文を発表。ジャ ナル及び会議において100以上の論文を発表。

Dr. Tadayuki.Hara/担当科目:Strategies in Travel and Tourism, Quantitative Tourism          y g ,
Industry Analysisなどご担当。研究分野は定量的観光産業分析. 英国出版社より

世界同時出版、スイスローザンヌホテル経営学校でも教鞭を振るう。
日本観光庁観光統計に関する国際動向調査検討委員に任命。

※2012年春季課程は、計43名の教授(+35客員教授)、約200科目を開講しています。



知る知る

Undergraduate Programs
(学士課程)

Graduate Programs
(修士&博士課程)

Certificate Programs
(資格課程)

ホスピタリティマネジ
メントコース

ホスピタリティ&ツー
リズム(修士)

ホ ピタリテ 教育

イベントマネジメン
ト資格

ホスピタリティ＆ツー
ズ ネジ 資

イベントマネジメント
コース

ホスピタリティ教育
(博士)

リズムマネジメント資
格コース(大学生向け)

ホスピタリティマネジ
メント資格(大学院生向

レストラン&フード
サービスコース

メント資格(大学院生向
け)



曜日
時間

Mon Tue Wed Thu Fri

10 am

12 am‐
1:15pm

Event 
Sales

予習日

1:15pm Sales

2 pm

3pm‐
4:15pm

Event 
Services

Event 
Service

4:30‐ International Destination  International Convention 4 3
5:45pm Events Marketing & 

Management
(修士課程)

Events Sales  & 
Service

(修士課程)
7pm

※計5科目7コマ,アメリカ人大学生で週4科目の履修が適当とされています。



Gary Bruckner, a 21‐year‐old 
hospitality management major, is on p y g j
pace to graduate in near‐record time, 
as he is slated to complete his four‐
year degree this August – exactly 
three years from when he first 
enrolled at the University of Central 
Florida. The New York native’s 
d h h h lldecision to hurry through college is 
largely due to the high cost of out‐
of‐state tuition, but it wasn’t his only 

 I   ki   ith B k  it reason. In speaking with Bruckner, it 
is clear that he was anxious to 
resume a very promising career in 
the hospitality industrythe hospitality industry.



学ぶ学ぶ

コースの狙い 主に取得できる
内容(米国式)

学んだ感想

イベントプランナーと
して、企画や見積など
の組立て方 交渉テク

・具体的なイベントに対
して見積依頼書の作り方

・双方向コミュニケー
ションの重要性
(頻繁な質疑応答)の組立て方、交渉テク

ニック、セールス戦略
を含めた実績的なセー
ルスプロセスについて

・見積回答書に基づき適
切な企画提案書の組立て

( 繁 質疑 答)

・業界別のイベントセー
ルスアプローチ法が役に

ルスプロセスについて
学ぶ。

コミュニケーションス
キ を重視する

・イベントセールスプロ
セスにおける効率的なコ
ミュニケーションスキル

立つ

・ケーススタディーから
キルを重視するコース の実践

・自分自身のセールスス
キ 関し 長所と短所

学ぶ見積依頼、作成法に
リアリティ性がある

キルに関して長所と短所
の分析



学ぶ学ぶ

コ スの狙い 主に取得できる 学んだ感想コースの狙い 主に取得できる
内容(米国式)

学んだ感想

主にイベントに関わるあ ・各サプライヤ 又は ・日本では観光総論など主にイベントに関わるあ
らゆるサービス(例えば会

場選び、飲食、音響＆映
像 交通機関 施工会社

・各サプライヤー又は
MICE施設より提供される

サービスの理解及び比較
対照

・日本では観光総論など
基礎勉強を重視するが、
米国では卒業後に即戦力
となるべく イベンドプ像、交通機関、施工会社

など各パーツごと）のネ
ジメントについて学ぶ。

それぞれの役割分析と具

対照

・コンベンションマネー
ジャー、その他イベント
担当のそれぞれ役割

となるべく、イベンドプ
ランニングの詳細をブ
レークダウンした解説が
とても有用それぞれの役割分析と具

体的のオペレーション(運
営)に重視したコース

担当のそれぞれ役割

・BEO, ESG, Resume of 
Service, 契約書、提案書、

とても有用

・イベントプランニング
の前に考えるコンセプト,

SEOの分析

・イベント開催前から開

前 考
作りや予算取りなどから
イベント実施後の評価ま
で体系的に理解できる

催後のプロセスを理解及
び解説



学ぶ学ぶ

コ スの狙い 主に取得できる 学んだ感想コースの狙い 主に取得できる
内容(米国式)

学んだ感想

クイズ形式 オンライン ・PCOとDMCの構造と役 ・日本でMICEプランナークイズ形式、オンライン
調査、筆記試験など様々
な学習方法を使って、
国際MICEに必要不可欠な

・PCOとDMCの構造と役
割

・海外プランニング資源

・日本でMICEプランナ

向けの旬な情報がまだま
だ少ない、PCOとDMCが
海外イベントに担う役割国際MICEに必要不可欠な

情報収集、プランニング
の注意事項、海外コンベ
ンション都市の紹介及び

海外プランニング資源
の活用(関連機関、ウェブ

サイト、海外サプライ
ヤーなど)を理解

海外イベントに担う役割
が大きいため、もっと利
用するべき

ンション都市の紹介及び
理解などについて学ぶ

ヤ など)を理解

・国際理解、海外イベン
トの種類

・人気MICEディスティー

ネーションのプランニン
グ実践



学ぶ学ぶ

コースの狙い 主に取得できる
内容(米国式)

学んだ感想

産業 と消費者 方 角 ① 構造 のセグメ ト産業面と消費者面双方の角
度からディスティーネー
ションマーケティングマネ
ジメントについて学ぶ

①CVB/DMO構造

②地域コラボレーションの手
法及び重要性

③目的地選びプロセス分析

・VISITORのセグメント

別にディスティネーショ
ン選びのプロセスが違う
ため より細分化した既ジメントについて学ぶコー

スです。
③目的地選びプロセス分析
（Social Media,口コミなど）

④Destination Branding 

ため、より細分化した既
存客・潜在客の分析が必
要

④Destination Branding 
&Positioning

⑤海外Inbound Promotion

・オーランドの本当の
競合先はクルーズ？

⑤海外Inbound Promotion

⑥潜在顧客へアプローチ

⑦地域コミュニティがディス
ティネーションへの影響



学ぶ学ぶ

常に完璧を求めるタグ・ホ
イヤーの企業姿勢には 常イヤ の企業姿勢には、常
にトップを狙い進化し続け
る自分の世界感と共通する
ものがあると感じています。ものがあると感じています。

Source: TAGHeuer Web Menagerie 2012,2.14,より抜粋



学ぶ学ぶ

際的 ダ と総称MICE Meeting, Incentive, Convention, Exhibition or 
Event

国際的にイベントインダストリーと総称

NTO National Tourism Organization 国家観光振興機構。JNTO相当

CVB Convention and Visit Bureau コンベンションビューロに相当

DMO Destination  Marketing Organization 観光財団や地域観光課に相当

PCMA P f i l C i  M    アメリカ C 関連団体 登録イベントPCMA Professional Convention Management  
Association

アメリカMICE関連団体、登録イベント
プランナー数は5000以上

MPI Meeting Planner International アメリカのMICE関連団体、世界で20000
人以上登録 日本にもチャプタ人以上登録、日本にもチャプター

F/B Food and Beverage 食事及び飲み物

DM&M Destination Marketing  ディスティネーションマーケティンDM&M Destination Marketing 
and Management

ディスティネ ションマ ケティン
グ＆マネジメント

BEO Banquet Event Order バンケット依頼書

ESG Event Specifications Guide イベントオペレーションマニュアル

RFP Request For Proposal イベント見積依頼書



学ぶ学ぶ

コースの狙い 主に取得できる
内容(米国式)

学んだ感想

質疑応答 グ プデ デ ネ 販売手法質疑応答、グループディ
スカッション、フィール
ドワーク、外部講演など
学習方法による ンベン

・ディスティネーション
ブランディングとコンベ
ンションの関係

・販売手法では、コンベ
ンションセンターでCMP/
ホテルはMeeting Package
主流学習方法によるコンベン

ション、見本市プライ
ナーとサプライヤーの種
類 プランニング考え方

・医薬、自動車、小売、
ハウスケアなど主要業界
別のコンベンション需要

主流
・米国は場所代が高い/日
本はF/B重視・販売形態の
違い類、プランニング考え方、

コンベンション誘致のポ
イントについて学ぶ

別のコンベンション需要

・見本市会場、コンベン
ションセンター ホテル

違い

・常連企業又は協会向け
の長期契約プランあり
・intermediary(仲介人)のションセンタ 、ホテル

別の販売形態

・Social Mediaとコンベン

intermediary(仲介人)の
存在意義大(協会、教育機関)

・都市ごとのコンベン
ション招致フェアや会議Social Mediaとコン ン

ションセールスの関連・
ション招致フェアや会議
が頻繁



学ぶ学ぶ

Amway center Orange country convention centerAmway center g y

観客動員20万人観客動員20万人
経済効果800億



UtilizingUtilizing
活用



活用活用

米国式 日本式米国式 日本式

教育機関
大学 究所

関連協会
など 国内外 教育機関

(大学、研究所

による高度な
教育)

(PCMA,CICなど
100以上
,資格制度

国内外
政府機関

(NTO,CVBなど)

育成 登録

(大学,専門学校ツー
リズムコース)

無給インターン先育成

イベントプランナー

育成
育成
評価 サポート

登録

イベントプランナー

・イベント会社

就職先で訓練

就職先
(PCO,旅行会社など)

ホスピタリティに関連する有
給インターンシップ先

就職先で訓練

・政府機関(NTO,CVB)
・PCO
・DMC
・WEDDING会社 国内外政府

( CO,旅行会社など)

各サプライヤー

サポート サポート

・コンベンションセンター
・旅行会社 など

国内外政府
機関研修

(NTO,CVBなど)

各サ ライヤ
(ホテル/イベント会社

など)



活用活用

米国式 日本式

１ 自由な発想/クリエ ティブ提案型 １ オ ダ メイド型１ 自由な発想/クリエーティブ提案型
２ 統計データーベース重視
３ 契約書が全て
４ 業界ル ルが統 されている

１ オーダーメイド型
２ 過去実施の経験によることが多い
３ 契約書と人脈が半々
４ 日本特有かつ外から見えない４ 業界ルールが統一されている

５ 参加経験(思い出)をデザインする
４ 日本特有かつ外から見えない

業界ルールがある
５ 的確なオペレーションが評価される



総括総括

MICE事業実施後データー統計・分析・国際発信の重要性

即戦力を養う国際イベントプランナーの育成プログラム・即戦力を養う国際イベントプランナ の育成プログラム
認定資格は日本にまだ少ない、海外で通用するイベントマ
ネジメントコースを推進するべき

インバウンドMICEを増進させる英語、スペイン語、中国語
など多言語で対応するなど多言語で対応する

海外プライナーに通用するコンベンション契約書(英語)や
企画提案書などの統一させ デ タ ベ ス化すべき企画提案書などの統一させ、データーベース化すべき

海外からコンベンション誘致で日本独特な商習慣が阻害要
因の一つであり、早急に整備するべき



研修
意義意義

“ Doing the Right Thing , the more 
you have the more you need to give 
back ”back.
Harries Rosen ,donator of Rosen College, 
(Presentation at Entrepreneurship of Cornell celebration,2011)



ご清聴ありがとうございました。

授業風景授業風景

連絡先 chenjinhuan07@gmail.com連絡先 j 7@g


