
 
 
報道関係者各位 

プレスリリース 

                                                                     2018 年 4 月 11 日 

関西 IR ショーケース実行委員会 

 
関西 IR ショーケース実行委員会（運営事務局：トレードショーオーガナイザーズ株式会社、実行委員長：堀正人）は、

2018 年 4 月 27 日（金）・28 日（土）の 2 日間、グランフロント大阪北館地下 2 階 ナレッジキャピタル コングレコンベンション

センターにて「第 1 回関西 IR ショーケース」を開催いたします。 

 

「第 1 回 関西 IR ショーケース」は、世界を代表する IR（統合型リゾート）オペレーター6 社が展示会場に集結し、一般

も対象にした日本初の IR の MICE イベント。4 月 27 日は、松井大阪府知事・吉村大阪市長らが開会式に参列し、午後

は世界を代表する IR オペレーターの代表者が講演を行います。参加社は、シーザーズエンターテイメント、ギャラクシー・エン

ターテインメント・グループ、ゲンティン、メルコリゾーツ＆エンターテインメント、MGM リゾーツ、サンズの 6 社。また、28 日は一

般向けに IR への理解を深めていただくイベントを計画しており、2 日間合計で約 1 万人の来場を見込みます。 

 

政府は、近々IR 実施法案を国会に提出する方針であり、関西 IR ショーケースの開催は、大阪・夢洲で IR の実現を目

指す契機となる歴史的な機会になります。 

 

【「第 1 回 関西 IR ショーケース」開催概要】  （公式 WEB サイト） http://www.ir-expo.jp 

名称 ： 第 1 回 関⻄ IR ショーケース  

会期 ： 2018 年 4 月 27 日(金)10～18 時、 28 日(土) 10～17 時 

会場 ： ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター （グランフロント大阪 北館 B2F） 

主催 ： 関西 IR ショーケース 実行委員会 （トレードショーオーガナイザーズ株式会社内）  

後援・協力 ： (公財)大阪観光局、(一財)関西観光本部、(公社)京都府観光連盟、(公社)ひょうごツーリズム協会、 

(公社)びわこビジターズビューロー、(一財)徳島県観光協会、(公社)鳥取県観光連盟、(公社)国際観光 

施設協会、(一社)日本コンベンション協会、(一社)日本インバウンド連合会、(一財)大阪国際経済振興 

センター、全国 IR 誘致団体協議会 

趣旨 ： 

① 日本における IR（統合型リゾート）業界の確立、および、国際競争力の高い「日本型 IR」の実現に向けて、 

業界関係者が⼀堂に集まり、具体的な商談を行う場を提供すること。  

② 一般市民が、「IR（統合型リゾート）」の真の目的や効果を理解するための初めての機会とし、明るく前向きで楽しい 

IR 像が描ける場を提供すること。 

展示ゾーン：  

【世界の IR オペレーター ゾーン】 世界の大手オペレーター6 社が出展。統合型リゾートの正しい姿を伝えます。 

【関西広域観光ゾーン】 大阪府をはじめ 6 府県の観光連盟が出展。IR の「観光振興」の側面に光をあてます。 

【MICE ゾーン】 IR に欠かせない「MICE」を支える企業が出展。IR が生み出す MICE 産業の新たな世界を見出します。 

【メディア ゾーン】 ラジオ大阪やワールドマスターズゲームズ 2021 関西などが出展。楽しいイベントが盛りだくさんです。 

 

IR（統合型リゾート）業界初の、一般を含むMICEイベント 

「 第 1回 関西 IRショーケース 」 
4月 27日・28日の 2日間、グランフロント大阪にて開催 

世界を代表する IRオペレーター6社が集結。大阪･夢洲で IRの実現を目指す歴史的契機に 

http://www.ir-expo.jp/


●初日：4 月 27 日(金) 見どころ 

＜オープニングセレモニー（開会テープカット式）   9:40～＞ 

【参列者（一部抜粋）】 

・大阪府知事 松井 一郎 氏    

・大阪市長 吉村 洋文 氏 

・大阪府・大阪市 IR 推進会議 座長 溝畑 宏 氏 

  ・出展する IR オペレーター6 社の代表者 

 

＜セミナー 10:30～＞ 

 【基調講演 10:30～11:30】 

  [講師] 元大阪府知事/前大阪市長  橋下 徹 氏 

 

 【特別講演１ 11:45～12:30】 

  [講師] 大阪府・大阪市 IR 推進会議 座長/(公財)大阪観光局 理事長  溝畑 宏 氏 

  

【特別講演２ 13:00～13:45】 

[講師] 大阪府・大阪市 IR 推進会議 座長代理/学校法人谷岡学園 理事長 

大阪商業大学 学長  谷岡 一郎 氏 

 

【オペレーター講演 14:00～】 

[講師] 出展する IR オペレーター6 社の代表者 

・シーザーズエンターテイメント  社長 国際開発  スティーブン・タイト氏 

・ギャラクシー・エンターテインメント・グループ   

バイスプレジデント インターナショナルデベロップメント  ジェレミー・ウォーカー氏 

・ゲンティン・シンガポール 代表取締役社長 タン・ヒーテック氏 

・メルコリゾーツ＆エンターテインメント 

エグゼクティブ・バイスプレジデント 兼 最高財務責任者(CFO) 

メルコリゾーツ＆エンターテインメントジャパン 

代表取締役最高責任者(CEO)  ジェフリー・デイビス 氏 

・合同会社日本 MGM リゾーツ  代表執行役員 兼 CEO  エド バワーズ 氏 

・ラスベガス・サンズ社 グローバル開発マネージング・ダイレクター 

マリーナベイ・サンズ社 代表執行役 兼 CEO  ジョージ・タナシェヴィッチ氏 

 

●2 日目：4 月 28 日(土) 見どころ 

＜女性ラウンドテーブル 15:00～16:30＞ 

 ・タイトル：女性が輝く、ファミリーや若者が輝く、世界最高の成長型 IR を目指して(案) 

 ・主催：株式会社健康都市デザイン研究所、学校法人滋慶学園グループ 

・協力：関西 IR ショーケース実行委員会 

 ・登壇者：IR 事業者の女性役員、関西経済界・アカデミアの女性エグゼクティブ（予定） 

 

※28 日(土)に様々なイベントを予定しておりますが、プログラムが決定し次第ご案内をさせていただきます。 

 

 
 
 
 
 

＜報道関係者様からのお問合せ先＞ 
「第 1回 関西 IRショーケース」事務局（トレードショーオーガナイザーズ株式会社内） 

担当：加藤 
TEL：03-6812-9422／FAX：03-5413-8830／Mail:kato@trso.co.jp 



第１回 関西 IRショーケース  取材のご案内 
 
 
【ご注意】 
※ 登録をせずにご取材いただくことはできません。必ず別添の「プレス登録シート」にてご登録の上、 

ご取材いただくようお願いいたします。 
※ 会場は、全てグランフロント大阪北館ナレッジキャピタル地下 2階にございます。 

 
 
 １）オープニングセレモニー（テープカット式） 
 

開催時間：4月２７日（金） ９：４０～１０：００（予定） 
開催場所：受付前（ホワイエ内） 

 
・当日は、９：１５までに運営事務局（ルーム６）にお越しください。取材お申込み順に 
したがって、ムービー・スチールそれぞれの撮影場所にご案内させていただきます。 

・式の最後に、登壇者全員が壇上に整列した状態で撮影の時間を設けます。 
その際はムービー→スチールの順番で撮影を行っていただきますようお願いします。 

 
 ２）囲み取材 
 
    開催時間：４月２７日（金）１０：００～１１：１０（予定） 
    開催場所：囲み取材専用会場（ルーム４） 
 
    ・当日は、オープニングセレモニー終了後より速やかに囲み取材を開始いたします。 
      ※並びの会見ではなく、１社１０分程度の囲み取材を順番に行う予定です。 
    ・１０：３０～１０：４０は基調講演の撮影時間と重複いたしますので、その時間は 
      囲み取材を一旦中断し、基調講演の撮影終了後に再開いたします。 
      （１０：００～１０：３０の間に３社行い、１０：４０から再開し、１１：１０に終了予定） 
 
 ３）基調講演（橋下徹 氏） 
 
    開催時間：４月２７日（金）１０：３０～１０：３５（予定） 
    開催場所：セミナー会場（ルーム２＋ルーム３） 
 
    ・内容の取材・録音は不可となります。 
    ・講演開始後約５分間、冒頭の挨拶のみムービー・スチールとも撮影いただくことができます。 

※講師から合図がありましたら、速やかな撤収にご協力をお願い申し上げます。 
 
 ４）特別講演・オペレーター講演（溝畑宏 氏、谷岡一郎 氏、オペレーター６社の代表者） 
 
    開催時間：４月２７日（金）１１：４５～１８：００（予定） 
    開催場所：セミナー会場（ルーム２＋ルーム３） 
 
    ・講演内容の取材、講演中の撮影は自由です。 
 
 ５）展示会場 
 
    開催時間：４月２７日（金）１０：００～１８：００、２８日（土）１０：００～１７：００ 
    開催場所：展示会場（ホール） 
 
    ・当日お渡しいたします「プレスバッジ」を着用いただければ、会場内の撮影は自由です。 
    ・出展ブースを撮影する場合は、必ず出展社の許可を得た上で撮影してください。 
 



 
 

 

 

 
 
・会期中の取材を希望される報道関係者の方は、下記に必要事項をご記入の上 FAX にてお送りください。 

・当日は、会場受付前の運営事務局にて名刺 1 枚をご用意の上、プレス受付を行ってください。 

・フリーの方や掲載予定媒体が決まっていない等、事務局が報道関係者でないと判断させていただいた場合には 

プレスとしてご登録いただけない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

  

■取材希望日時： □ ４月２７日（金） （     時 ）頃 

                   □ テープカット撮影   □ 囲み取材   □ 基調講演撮影 

 

□ ４月２８日（土） （     時 ）頃 

                ※取材希望日時・項目に☑をし、（     ）内に来場予定時間をご記入ください。 

 

■媒体種別： □ ムービー（    台）  □ カメラ（    台）  □ ペン（    名）  ※☑をしてください。 

 

■参加予定人数： ［      ］名 

 

■会社名：                                                           

 

■掲載紙・誌/番組名：                                                   

          

■所在地：〒                                                         

 

■氏名：                            ■部署：                             

 

■役職：                            ■E-mail：                            

 

■TEL：                                 ■FAX：                                    

   

■当日の連絡先（携帯電話番号）：                                                          

 

 

【貴媒体で本イベントの開催告知予定がある場合は、以下に必ずご記入ください】 

 

媒体名（                                  ） 掲載日（             ） 

内  容                                               
 

 
 

 

『 第 1 回 関西 IR ショーケース 』 
プレス登録シート 

＜返信ＦＡＸ ： ０３－５４１３－８８３０＞ 

＜報道関係者様からのお問合せ先＞ 
「第 1回 関西 IRショーケース」事務局（トレードショーオーガナイザーズ株式会社内） 

担当：加藤 
TEL：03-6812-9422／FAX：03-5413-8830／Mail:kato@trso.co.jp 


