
 
 
報道関係者各位 

プレスリリース 

                                                                     2018 年 4 月 24 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 イベントです。28 日に、一般の皆様の IR への理解を深めていただくことを目的に、以下の

イベント開催が決定しましたのでお知らせいたします。 

 

●4 月 28 日(土) 見どころ  ※入場料は無料です。 

 

＜キャラクター・グリーティング 9:45～＞ 会場前で皆様をお出迎え！ 一緒に写真撮影もできます 

【参加キャラクター（予定）】 

・スフラ（ワールドマスターズゲームズ 2021 関西）  ・すだちくん（徳島県）  ・キャッフィー（滋賀県） 

・トリピー（鳥取県）  ・はばタン（兵庫県） 

 

＜展示会 10:00～17:00＞ 

 

＜シーザーズ・エンターテインメント×滋慶学園グループ ステージイベント 10:15～11:15＞  

 【参加アーティスト】 

  ・SO．ON project（アイドルグループ）  ・DA’ｓ（ダンス＆ヴォーカルユニット） ・OSM ゴスペルアンサンブルプロジェクト 

 協賛：シーザーズ・エンターテインメント、協力：滋慶学園グループ 

 

＜海外旅行が当たる！大抽選会① 11:25～11:40＞  提供：ゲンティン・シンガポール 

  

＜ワールドマスターズゲームズ 2021 関西 ステージイベント 11:45～12:15＞  大会の魅力を伝える楽しいステージ 

 

＜ラジオ大阪 ステージイベント 「歌と落語で IR ～愛がある～」 13:00～13:45＞ 

 【出演者】 ・古今亭志ん五（落語家）  ・工藤あやの（演歌歌手）  ・中西保志（歌手） 

【司会者】 ・小池可奈（ラジオパーソナリティ） 

 

 

一般も対象にした日本初の IR（統合型リゾート）のMICEイベント 
「第 1回 関西 IRショーケース」を 4/27・28に開催 

一般公開日（4/28）のプログラム決定！ 
日程：2018年 4月 28日（土）10時～17時 

場所：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地下 2階） 

 



＜海外旅行が当たる！大抽選会② 14:30～14:45＞  提供：メルコリゾーツ＆エンターテインメント 

  

＜女性ラウンドテーブル（パネルディスカッション） 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」 

 ・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 

 【モデレーター】 ・井垣 貴子氏（(株)健康都市デザイン研究所 代表取締役社長） 

 【パネラー】 

IR 事業者各社の女性エグゼクティブ 

 ・メルコリゾーツ＆エンターテインメントジャパン(株) 日本オフィス社長 白男川 亜子氏 

     ・マリーナベイ・サンズ社 人事担当シニアバイスプレジデント Chan Yit Foon 氏 

     ・合同会社 MGM リゾーツ ディレクター/広報担当 七尾 藍佳氏 

     ・シーザーズ・エンターテインメント 国際開発シニアマネージャー Erica So 氏 

  関西経済界とアカデミアの女性エグゼクティブ 

     ・(株)プロスパー・コーポレーション 代表取締役 久保 明代氏 

     ・(株)コングレ 取締役執行役員 大阪本社統括 山口 朋子氏 

     ・関西医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 特命教授 鈴鹿 有子氏 

 

＜海外旅行が当たる！大抽選会③ 16:40～16:55＞  提供：サンズ 

 

 

【ご参考：「第 1 回関西 IR ショーケース」開催概要】 

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（法人向け） 28 日(土) 10～17 時（一般公開日） 

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、(公財)ワールドマスターズゲームズ 2021 関西組織委員会、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。 

来場者数： 

約 1 万人（見込み） 

 

※27 日(金)は、以下の公式ホームページから事前登録が必要です。 

http://www.ir-expo.jp 

 

 
 
 
 
 

＜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 

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


第１回 関西 IRショーケース  取材のご案内（4.24改定） 
 
【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 
 
    ※ 当初予定しておりました公式の囲み取材会見は、都合により中止となりました。 
     

※ 以下２社については、各社主催の囲み取材会見をそれぞれのブースにて行います。 
     

【１】メルコリゾーツ＆エンターテインメント 
        開催時間：４月２７日（金）１０：４５～１０：５５（予定） 
        開催場所：展示会場内 メルコリゾーツ＆エンターテインメント社ブース（1-10） 
 
      【２】MGMリゾーツ 
        開催時間：４月２７日（金）１１：００～１１：１０（予定） 
        開催場所：展示会場内 合同会社MGMリゾーツ社ブース（1-2） 
 
 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 


