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１．MICE誘致活動における民間事業者等の役割

MICEの誘致・開催においては、日本側の主催団体、自治体・コンベンションビューローはもとより、ホテル、MICEの誘致 開催においては、日本側の主催団体、自治体 コンベンションビュ ロ はもとより、ホテル、
PCO、DMC、サプライヤー事業者等の民間事業者を中心としたステークホルダーが連携して、開催地とし
ての都市を売り込んでいくマーケティング（＝デスティネーション・マーケティング）が重要。

会議誘致プロセスにおけるステークホルダー連携 ＝コンベンションビューローの活動

調査・分析 宿泊施設・会場の確保

入札自治体

大学

DMC 会議施設
PCO

現地視察

大学
運輸事業者

サプライヤー
事業者

開催地決定会議開催

ホテル

事業者

出典：”Basic Introduction to Bidding for International Association Congresses “(ICCA総会）を元に観光庁が作成

開催地決定会議開催
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２．ホテル
～ホテルのＭＩＣＥ分野における課題～

MICEに関する各種民間事業者の中で ホテルは最大のステークホルダーの一つ

①ＭＩＣＥへの意識
・ビジネスとしてのＭＩＣＥに対する意識が全般的には弱い（グローバルチェーンと日系ホテ
ルには大きな意識差）

MICEに関する各種民間事業者の中で、ホテルは最大のステ クホルダ の つ。
海外に比べて、我が国のホテル業界関係者はＭＩＣＥ開催に対する問題意識が一般に弱く、一層の取組が期待される。

ルには大きな意識差）

・ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ（CB)や会議施設等の誘致関係者とホテルとの連携は一般的に弱い。
・リード情報等の一定レベルの情報共有や誘致活動で連携することが十分でない

②コンベンションビューロー等と
の連携

・事業者で利害が合致するＭＩＣＥデスティネーションの売り込み等に業界内で連携すること
は重要である一方、MICEについての国内ホテル業界内のヨコの連携は活発ではない。

・リード情報等の 定レベルの情報共有や誘致活動で連携することが十分でない。の連携

③ホテル同士の協力体制の構
築

・ＭＩＣＥビジネスは専門性が高く、海外との人的ネットワーク構築も重要。このため、専門家
の育成が重要。

・経営層自身もＭＩＣＥに対する理解・経験を一層深めることが期待される。④ＭＩＣＥ専門人材の育成、体制 経営層自身もＭＩＣＥに対する理解 経験を 層深めることが期待される。

・宿泊部門と宴会部門の連携が弱いと、MICEビジネスのように全体で稼ぐものへの対応が
弱くなるきらいがある。

顧客からすると商品 料金体系がわかりにくい

④
の整備

・問い合わせから回答までの時間がかかり過ぎる（24時間以内がグローバル標準）。
ば ビ

・顧客からすると商品・料金体系がわかりにくい。
・シンプルなＭＩＣＥパッケージ商品・料金（宿泊＋会議＋飲食）が必要。

⑤ＭＩＣＥ商品・料金の整備

・顧客は日本と同時に他国にも問い合わせを入れており、回答が遅れれば他国にビジネス
が流れるだけ。
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２．ホテル
～関係者からのヒアリング①～

＜MICEのプライオリティ＞

・日本のホテルではウェディングが大きな割合を占めるため、宴会場もウェディングが優先されるの
が一般的 ホテルによっては宿泊部門と宴会部門の運営が独立であるため 宿泊と宴会の両者が一般的。ホテルによっては宿泊部門と宴会部門の運営が独立であるため、宿泊と宴会の両者
で利益を勘案すべきMICEの営業には不利となる。（日系ホテル）

・ウェディングとMICEを比較した場合、売り上げはウェディングが高いが、利益率はMICEの方が高
い。（外資系ホテル）

・ウェディングとMICEのプライオリティーは定めていない。利益がある方をやる。ただし、日本のウェ
ディング産業はこれから縮小していく一方だが、MICEはまだポテンシャルがあると考えている。（外
資系ホテル）

＜対応体制＞
・宿泊と宴会に横串を通して社内にMICEチームを組織している。とるべきアクションについては検討
途上である。（日系ホテル）

・外資系ホテルの総支配人クラスは基本的に外国人でMICE関連の経験も多いため、MICEへの理
解は深い。（外資系ホテル）

＜ホテル間の連携＞＜ホテル間の連携＞

・我々は個々のホテルとして営業しているが、その前にディスティネーションあってのホテル営業。日
本のホテルが連携してディスティネーションのために働かないといけない。（外資系ホテル）
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２．ホテル
～関係者からのヒアリング②～

＜情報共有・入手＞

・コンベンションビューローからは欲しい情報はなかなかやって来ない。公平性のために個別事業者には教え
ないということだと思うが、そうしている間に競合相手は動いてしまう。さらに情報を流してもらい、一緒に誘
致活動を行うことができないものか。（日系ホテル）致活動を行う 。（ 系 ）
・早い段階で誘致情報が欲しい。コンベンションビューロー等からの情報は遅い。DMCからの問い合わせも
主催者情報を開示せずに来る。秘密主義と感じる。（外資系ホテル）

＜営業体制等＞＜営業体制等＞

・グループのグローバルセールスから案件情報も来るが、ここだけに期待するのも限界がある。重要な海外
マーケットについては個別のセールス活動を自ら展開している。（外資系ホテル）

・「市場にあるものを取ってくる」ための営業は行っているが、「需要の創出」までは取り組めていないのが現
状 （日系ホテル）状。（日系ホテル）

＜MICEパッケージ商品＞
・自分の所はMICEの問い合わせがあったときは、宿泊、会議場、飲食を組み合わせたパッケージ商品でオ

げ が が 資ファーする。日本のホテルは個々に見積もって積み上げる傾向があり、これが課題の一つ。（外資系ホテル）

＜人材＞

・海外と日本のコンファレンスマネージャーの違いを感じる。①問い合わせに対する返答の迅速化、②英語対海外 日本の ン ァ ン ネ ジャ の違 を感じる。①問 合わ 対する返答の迅速化、②英語対
応能力の改善、③フレキシビリティの醸成、の必要性を強く感じている。（外資系ホテル）

＜データ収集＞
・MICE関係宿泊客を分析できるコンピューターシステムを導入しているホテルは無いのではないか （日系ホMICE関係宿泊客を分析できるコンピュ タ システムを導入しているホテルは無いのではないか。（日系ホ
テル）
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日本のPCOの現状と課題

３．PCO（会議運営事業者）
～日本のPCOの現状と課題～

○顧客に対するソリューション提供サービスの強化
・会議アレンジ、通訳手配等の伝統的なPCOサービスを提供するビジネスだけではコモディティー化する懸念。こうしたサービスに加え、

顧客の問題を解決するソリューションを売り物とした付加価値提供型のビジネス取組を今まで以上に強化することが期待される。
・PCO事業を委託する発注者側の理解拡大も課題。例えば政府部門のPCO入札では、企画内容を問わず価格だけで競争を行う入札PCO事業を委託する発注者側の理解拡大も課題。例えば政府部門のPCO入札では、企画内容を問わず価格だけで競争を行う入札

（＝一般競争入札）のケースも多いが、PCOビジネスの高度化への阻害要因ともなりかねない。

○請負ビジネスから企画提案ビジネスへの発展
・会議ビジネスでは主催者からの請負が一般的であるためPCOビジネスそのものがコストと捉えられがち。これからは、自らが企画提案議 催者 請負 般 あ そ 捉 。 、 提案

するビジネスを開拓・拡大することが望まれる。

○国際会議の誘致活動におけるPCOの活用
・現状では、誘致活動におけるｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ（CB)とPCOの連携が限定的であり、PCOの専門的知見が誘致活動に十分反映できな

が が 事 がい。このままでは他国との誘致競争で不利となりかねない。CB側が公平性等の観点からPCOと連携することが困難な事等によるが、
双方において連携強化に向けた検討が必要。

○AMC、DMC等の周辺ビジネスの拡大
海外PCO事業者はAMC（Association Management Company)事業（ 協会運営支援事業） DMC事業 教育関連事業とい たシナ・海外PCO事業者はAMC（Association Management Company)事業（＝協会運営支援事業）、DMC事業、教育関連事業といったシナ
ジーのある事業を展開。我が国のPCOも同様の取組を行いつつあるが、自らの事業効果を高める観点で必要な取組を一層進めるこ
とが望ましい。

○PCO事業の国際展開の拡大○PCO事業の国際展開の拡大
・国内会議市場の将来的な成長には一定の制約が懸念されることから、国際的な展開も含めた市場の開拓が期待される。
・国際市場での競争力強化のためには、国際関連活動の更なる強化も有効。既に個々に積極的な取り組みが進められているが、国際

団体等を活用した活動の活性化、海外PCO事業者等との協力強化の一層の進展等も望まれる。

○その他
・我が国としてPCO機能の活用を図るためには、主催側関係者等に対するPCOビジネスの認知度向上への取組も必要。
・人に依存する事業であり、人材確保とその育成が重要。
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３．PCO（会議運営事業者）
～CBとPCOの協力関係、PCOの役割～

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭ ﾛ とPCOの協力関係 ～ＩＣＣＡ総会での議論～ｺﾝﾍ ﾝｼｮﾝﾋ ｭｰﾛｰとPCOの協力関係 ～ＩＣＣＡ総会での議論～

国際会議の誘致成功に向けて、コンベンションビューロー（ＣＢ）とPCOの協力関係の構築が重要課題で
あり、海外ＭＩＣＥ事業者間では下記のような議論がある。

CBは情報提供を行う事によってPCOをサポートすべき。
デスティネーション（開催地）のプレゼンや開催地の環境整備等はCBの役割であり、PCOはここに
深入りすることは避けるべき。
CBが主催者からのリクエストの窓口となると共に、国内関係者がPCOを選定することを助けるべき。CBが主催者からのリクエストの窓口となると共に、国内関係者がPCOを選定することを助ける き。
これが会議誘致成功への近道。
CBとPCOの間の透明性、信頼、協力が最も重要。

出典：Joint Destination Marketing & Meetings Management Sector Meeting(ICCA 総会）

現状の考え方 新たな視点

求められる役割 ロジスティックス ｿﾘｭｰｼｮﾝを含めた総合ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

PCOに求められる役割

プロモーションの視点 プロモーション コミュニケーション、マーケティング

サービス内容 サービス提供 ソリューション提供

求められる人材 やる気、安定感、献身的 異文化コミュニケーション能力
高等教育

価格 安価の追求 Value for Moneyの追求

質 より良いサービスの提供 戦略実現のツール、ｿﾘｭｰｼｮﾝの提供

出典：Strategies for Meeting Industry Survival and Success   (ICCA総会） -7-



３．PCO（会議運営事業者）
～海外のPCOの動向～

海外のPCO
コンベンション、イベント等の会議運営業務（PCO業務）が主役
同時に、①協会運営支援サービス（AMC: Association Management Company)、②DMCサービスなどを行うところが多い。
AMCサービス等を通じて、個々の企業や学会に対するソリューション提供サービスに取り組んでいる。
国際的な事業展開を積極的に行っている。

【海外PCOの分野別売り上げ事例（ＭＣＩ社）】

従業員数（人）
グループ

海外拠点数※

【国内外PCOの比較】

ＤＭＣ業務

海外PCO MCI 900 24
Kenes International 200 11
CONGREX 366 12
Kellen Meetings 180 3

国内PCO コングレ 250 2

ＡＭＣ業務
ミーティング・イベント

日本コンベンションサービス 203 －
ICSコンベンションデザイン 157 －
コンベンションリンケージ 285 1

※Bureau Van Dijk、Thomson Reuters等の企業情報ソースの他、各社ホームページより抽出。

会議運営業務

出典：観光庁「MICE市場動向等の調査」（H24.3)
代表的な海外PCOの例

議 営 務

広告制作・宣伝

• 売上・利益の7割はPCO業務(医療に特化)。他に
AMC事業、医学分野の教育コンテンツの提供事業等
を行 ている

• PCO業務が主要事業等であり、さらにDMC事業、
AMC事業、教育コンテンツ事業等を行っている。(PCO

Kenes AIＭ

を行っている。
• AMC事業の真の目的は、顧客との長期的かつ良好

な関係を築くこと。

AMC事業、教育 ンテンツ事業等を行っている。(PCO
に約100人、DMCに約100人等)
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４．DMC・旅行事業者

DMC (Destination Management Company) とは

DMC とは、ＭＩＣＥ開催地に関する専門知識やネットワークを持ち、イベントやツアーの企画、ロジス
ティックスに関連する業務を行うデスティネーションマネージメント機能を有する専門事業者のこと。
DMCがすべての手続きや調達を行うワンストップ窓口となるため 関連業者との調整や支払い等の煩

DMC (Destination Management Company) とは

DMCがすべての手続きや調達を行うワンストップ窓口となるため、関連業者との調整や支払い等の煩
雑な手続きが簡素化される。
DMCの特徴は、その企画・提案力にある。顧客である主催者のニーズを踏まえ、地域が有する資源・コ

ンテンツを活用して、各種イベントやアクティビティ、エンターテイメント等の企画・提案を行い、主催者の
MICE開催に係るROI最大化を支援するビジネスモデルと言える。

地域密着ワンストップ
ソリューションの

企 提案

ＤＭＣの提供する主なサービス：

地域密着ワンストップ
企画・提案

≪参考情報≫ＤＭＣの提供する主なサ ビス：
顧客のニーズに適した施設の絞り込み・手配
アクティビティの企画・実施
エンターテイメントの提案・手配
ケータリングの提案・手配

ADME International
(Association of Destination 

Management Executives International)

≪参考情報≫

ケ タリングの提案 手配
開催地ならではのコンテンツに関する提案

上記各コンテンツにおけるメッセージやテーマの
打ち出し
ロジスティックスマネージメント

Management Executives International)
★約200のＤＭＣが会員
(アジアの会員は中国のＤＭＣ１社のみ）
★本部：米国オハイオ州
★認証制度やA dを設け ＤＭＣ業界の質の向ロジスティックスマネ ジメント

サプライヤーのサービスレベルの調整・価格交渉
等

★認証制度やAwardを設け、ＤＭＣ業界の質の向
上や標準化を図っている。
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４．DMC・旅行事業者

諸外国では デスティネ ション マネ ジメント機能を持つ専門事業者が活躍している 方 我が国では諸外国では、デスティネーション・マネージメント機能を持つ専門事業者が活躍している。一方、我が国では、
少数のDMC専門事業者及び一部の旅行業者がDMC的サービスを展開しているが、全般的にはDMCｻｰ
ﾋﾞｽ提供の取組は遅れており、我が国のMICE誘致競争力強化を図る上での課題の一つとなっている。

【従来の旅行事業者】 【ＤＭＣ】

地域密着型。隠れた観光資源を
発掘して商品化できる

開催地の情報を熟知
しているとは限らない

ＭＩＣＥ開催目的を達成するための
ソリューションの企画・提案

顧客のリクエストに
基づく手配・オペレーション業務

旅行手配はソリューションの
コンテンツのひとつ

手配内容は旅行関連
コンテンツに限られるンテンツに限られる

⇒ ＭＩＣＥの誘致・開催においては、より専門的な知識と企画力を持ち、主催者の
総合 サ タ トとなりうる“ ” （デ ネ シ ネ ジメ ト機能を総合コンサルタントとなりうる“ＤＭＣ” （デスティネーション・マネージメント機能を
有する事業者）が求められる。
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５．運輸事業者

MICEの誘致活動や受入環境整備に当たっては 運輸事業者が果たす役割は大きい

背景・課題

MICEの誘致活動や受入環境整備に当たっては、運輸事業者が果たす役割は大きい。
海外では自治体・コンベンションビューローと航空事業者や鉄道事業者が連携して誘致活動等を展開しており、我が国でも
同様の取組を強化すべきとの指摘もある。
MICE誘致関係者と運輸事業者とが共通のメリットを見いだすような連携方策を我が国でも検討していくべき。

航空事業者と 連携事例

・コンベンションビューローのオフィシャルエアラインとなり、参加者の航空運賃をディスカウント
・誘致活動において、主催者キーパーソンの視察の際の航空券を無償供与 等

【海外の事例】

航空事業者との連携事例

【海外の事例】
●ウィーン
・オーストリア航空と連携し、会議主催者の事前視察に対して無償航空券を提供。
●ヒューストン
・ユナイテッド航空をオフィシャルエアラインとする協定を締結。500名以上の会議を対象に最大２割引。

・MICE参加者が利用するMICEパス（ICカード等）を発行。
・会議参加パスとして使うと共に、鉄道、バス、買い物、観光施設等に使える機能を有する。

鉄道事業者との連携事例

【海外の事例】
●韓国の「MICE Korea Pass」（ICｶｰﾄﾞ）
• 会議参加パス機能
• クレジットカードにより、チャージ可能。
• 公共交通機関（バス、地下鉄）乗車可能。
プリペイドカ ドとして買い物も可能• プリペイドカードとして買い物も可能。

• 公共交通機関、公共文化施設、食事及びショッピング等も含め一定の割引を実施。

●その他の導入事例
ウィーン、シドニー、ブリュッセル、アムステルダム、ミラノ等
• シドニー（Conference Card）、ブリュッセル（MICE Card）、シド （ ）、ブリ ッ ル（ ）、
アムステル ダム（Congress Card）、ミラノ（My Milano Card）、
韓国（MICE Card）等が導入

出典：「平成24年度IMEシンポジウム企画･運営等業務」報告書（観光庁）

〈第18回国際エイズ会議パス（ｳｨｰﾝ）〉
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６．MICE民間事業者団体

●海外では MICE産業の振興や政府への提言活動等を行うMICE業界団体が存在する●海外では、MICE産業の振興や政府への提言活動等を行うMICE業界団体が存在する。
（米国：Convention Industry Council、欧州：Joint Meeting Industry Council）

●他方、我が国では、MICE業界横断的な事業者組織が存在せず、MICEビジネス振興の中心的な担い手が不在。

CIC（Convention Industry Council)
概要 1949年設立の米国のMICE産業の業界団体（所属団体の活動範囲は米国にとどまらない）

参加団体（３２団体） ・ホテル、旅行会社、ミーティングプランナー、DMO、コンベンションセンター等業界団体が業種横断的に参画
ICCA IAPCO MPI DMAI等の国際団体も参画

CIC（Convention Industry Council)

・ICCA、IAPCO、MPI、DMAI等の国際団体も参画

活動内容 MICE産業のトレンドの情報交換、業界標準・ベストプラクティスの共有、課題検討、情報発信
【具体例】
・CMP（Certified Meeting Professional)資格認定制度運営
・業界標準（APEX： accepted practices exchange initiative)作成：用語集 標準RFP チェックリスト等業界標準（APEX： accepted practices exchange initiative)作成：用語集、標準RFP、チェックリスト等
・政治家等へのロビーイング、MICEの認知度向上に向けた活動

日本の現状

・CVB、PCO、MICE関連施設などの分野では、事業者団体、関連協議会等が設置されている例もあるが、
MICE関連の民間事業者全体を包括する団体等は存在しない。

・このため、MICE民間事業者がオールジャパンとして取り組むべき誘致関連活動、人材育成等の業界共通の課

題対応 事業者間での関連情報交換 政府 社会等への対外的な発信等 産業界が共同で取り組むべき活動題対応、事業者間での関連情報交換、政府・社会等への対外的な発信等、産業界が共同で取り組むべき活動
が、必ずしも十分に行われていないのが現状。

【参考：日本のMICE関係事業者団体】

一般社団法人日本コングレス・コンベンション・ビューロー（ＪＣＣＢ）、一般社団法人日本コンベンション事業協会（ＣＰＡ）、日本ＰＣ
Ｏ協会（ＪＡＰＣＯ） 等
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７．ステークホルダー間の連携事例
～ベルリンの事例～

●MICEの効率的・効果的な誘致のためには、個別主体の取組のみならず、ステークホルダー間の緊密な連携が●MICEの効率的 効果的な誘致のためには、個別主体の取組のみならず、ステ クホルダ 間の緊密な連携が
必要。

●海外では、業界横断的な連携体制や共通データベースシステムが構築されている事例あり。

ベ リ の例 i it B li P f d A iベルリンの例 ～visit Berlin Preferred Agencies～

概要 PCO、DMC、技術提供者、ケータリング会社等のMICEに関連する業種横断的な業界団体。
ベルリンCBと密に連携してベルリンへのMICE誘致に取り組む。

メンバー企業（13社） 2PAX, a5 Marketing, B. concepts, Conference & Touring, CONGREX GmbH, CPO Hanser, 
Echt Stark Event, i-contravel, MCI Berlin, MIHATSCH & CO., pcma, v. Beust & Partner, 
Zander & Partner

サ ビ 内容 会議 催 をも 者 プ があ 合 が プ ビサービス内容 ベルリンでの会議開催に関心をもつ者からのアプローチがあった場合、ＣＢがワンストップサービス
の窓口となり、visit Berlin Preferred Agencies につなぎ、最も適切な事業者を紹介する。

特徴 ・厳格な入会基準を設けているため、高いサービス水準を保証

主催者ベルリン
コンベンション
ビューロー

照会 問合せ
visit Berlin 

Preferred Agencies ビュ ロ

適切な企業と契約

PCO, DMC, 
ケータリング会社等の
MICE関連事業者から

問合Preferred Agencies

適切な企業と契約MICE関連事業者から
なる業界団体

http://www.berlin-agencies.com/
主催者側メリット：サービスの質の保証
業界側のメリット：会議情報の優先的な入手
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７．ステークホルダー間の連携事例
～ミネアポリスの事例～

ミネアポリスCVBのCRM（Customer Relationship Management）システムネアポリ （ p g ）シ テ

●iDSS (internet Destination Sales System) 
概要 ミネアポリスCVB（Minneapolis）は2004年に、世界の他都市に先駆けてディステネーションマーケ

テ ングに関するCRMシステムを導入ティングに関するCRMシステムを導入

仕組み ・CVBが入手した案件情報や、主催者とのコンタクト履歴をシステムに入力し、その情報を見たホテ
ルが、当該期間の部屋を確保する仕組み。

・案件情報の共有を容易に行えることに加えて、受入の可能性を早期に判断できるため、主催者へ案件情報の共有を容易 行える と 加えて、受入の可能性を早期 判断できるため、主催者
の対応をより迅速化できる。

他都市への展開 アメリカその他都市、ロンドン、マカオ、シドニー等で導入済み。

主催者CVB
案件
情報

案件情報

コンタクト履
歴等を入力

客室の確保
可能性を把握

ホテルの受入可能性
を早期に判断でき

CRMシステム

CVBの入力

した案件情報
部屋数の
供給可能量

を早期に判断でき
主催者への対応を
より迅速化できる

CVBの案件情報を

ホテル

した案件情報
を閲覧

供給可能量
等を入力

CVBの案件情報を
早期に把握でき

長期的な需要見通し
をたてやすい
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７．ステークホルダー間の連携事例
～国内の事例～

福岡地域戦略推進協議会（FDC）によるプラットフォームの提供 仙台市と東北大学の連携の例福岡地域戦略推進協議会（FDC）によるプラットフォ ムの提供

【背景】

・教育研究機関が集積する「学都」として
の強みを生かす

仙台市と東北大学の連携の例

●福岡では、成長戦略策定から実施までを一貫して推進する母
体として、産官学金の78団体が参加するプラットフォームとし
て設立

【FDCの重点分野】

の強みを生かす

・震災以降低迷する交流人口の回復、及
び風評被害払拭のため、コンベンション
推進に注力

て設立。
●取組の重点分野を選定し、資源を集中的に投入。

【連携内容】

・コンベンション誘致に向け、仙台市と東
北大学が協力協定を締結。

コンベンシ ンの誘致 開催に関する情・コンベンションの誘致・開催に関する情
報や人的資源、知的資源の活用

・コンベンションの誘致・開催のための環
境整備

台 東北大学

コンベンション誘致に向けた協力協定締結

仙台市 東北大学

出典：Fukuoka.D.C HPより
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