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PaylessGate 株式会社
今回の研究会では、PaylessGate 株式会社の特許技
術を用いた新たな「スマートフォン端末認証に
よる受付体験」の実証実験を実施します。

■参加者の皆様へ
参加者の皆様には、スマートフォンに「SmartWallet」
アプリをインストールいただき、当日、参加受付 / 
講演会場 / 展示会場を回られる際の行動履歴を収集
させていただきますので、ご協力のほど、よろしく
お願いいたします。
なお、「SmartWallet」アプリのインストール方法に
つきましては、参加登録された方に別途、ご案内い
たします。

▼技術・サービスの概要について
（特に、その技術・サービスが、MICE にどのような活用が考えられるか）

Smart Wallet は、Bluetooth によるスマホ端末認証による受付効率化システムであり、
参加者側、イベント主催者側のそれぞれに新しい受付体験を提供します。
従来の QR コード受付のようにスマホを操作する必要なく、IC カードのように事前に
配布する必要がない新しい受付ソリューションの提供が可能です。

【イベント主催者側】
受付端末はスマホ / タブレットで対応可能。参加者が近づいてくることで、受付端末
に近くにいる参加者名が表示されます。加えて参加者が受付端末に自身のスマホをタッ
チすることで、当該参加者がハイライトされることにより受付業務が効率化されます。

【参加者側】
参加者は自身のスマホに Smart Wallet
アプリをインストールすることにより、
スマホをスリープ状態で受付端末に
タッチするだけで受付が可能です。

実証実験

■プログラム（予定）
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開場・受付開始
展示・体験会 / 参加者とのマッチング➀　➡P.2
研究会ピッチ / 成果発表会
１．実証実験 実施企業ピッチ　➡P.2
２．「新しい MICE 施設のカタチを創造する」または
　　「MICE や展示会、施設等の課題を解決する」ような
　　技術・事業アイデア・サービスの提案ピッチ　➡P.2
３．経済産業省 令和 � 年度事業
　　『展示会等のイベント産業の高度化事業（実証事業）』 採択企業 成果発表会　➡P.4
展示・体験会 / 参加者とのマッチング➁　➡P.3

MICE（企業のミーティング・セミナー・国際会議・学会・展示会・イベント等）と各種施設における
「イノベーションのヒント」と「共創のための出会い」がここに！
「第 �� 回 MICE イノベーション研究会」がリアルで開催！

今回の研究会では、「新しい MICE の『カタチ』を創造する」、または、「MICE や施設等の課題を解決する」ような技術・
事業アイデア・サービスを持つ多数の企業が集まり、『実証実験』『提案ピッチ』『展示 / 体験』を実施します。
また、経済産業省 令和 � 年度事業「展示会等のイベント産業の高度化事業（実証事業）」 
採択企業 成果発表会を同時開催します。

����年�月��日(月)   ��:��-��:�� 
コングレスクエア羽田  [リアル開催]

第��回
MICEイノベーション研究会

●こんな方におすすめ（来場対象）
　・新しい MICE や施設のあり方などの課題を抱える MICE
　　主催者・企画運営事業者
　・展示会やイベントの主催者・企画運営事業者
　・文化施設、科学館、商業施設、ホテル、宴会場などの
　　各種施設の開発事業者・運営事業者
　・MICE や施設向けの新たな技術・サービス、ビジネス
　　アイデアを取得・リサーチしたい方
　・新規事業・協業に関するご担当者
　・MICE や施設業界に技術やサービス、ビジネスアイデア
　　を提案したい異業種・異分野の企業

参加定員:���名

無料(事前参加登録制)

参加登録は
こちらより

＜羽田イノベーションシティ(HICity)ゾーンJ＞

実証実験へのご協力を
お願いします
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従来、イベント来場者の把握は人手による計測か、QR コード読み取りによる計測を行ってきました。
それぞれ課題があり、調査要員の確保やデータ提示までのリードタイム、QR は主催者ごとにシステムが異なり、
非常に高い導入コストが課題でした。本サービスは課題を解決し、低価格かつ要員を一切配置せずに機械計測する
ことが可能になっています。with コロナ下においては安心安全なイベント開催を主催者、来場者が期待しており、
リアルタイムにデータを可視化できる本サービスを用いてその支援ができると考えています。
本サービスは �� 年度にポートメッセなごやにて、名古屋市様と実証実験を行っており、実運用できる期待を頂い
ています。

Intelligence Design 株式会社

画像解析 AI 技術を用いた入退場者数のリアルタイム把握による安心・安全なイベント開催

取締役　末廣 大和 氏

コロナ禍以降、お客様との非接触・非対面を図ることで、感染症対策を講じることが必須の時代となりました。
人が集まることが前提の MICE はコロナ渦では開催が困難です。そこで MICE において遠隔接客を活用することを
提案したいと考えます。コロナ対策はもちろんのこと、主催側と出店側どちらにも効果を発揮します。主催側は
これまで「�� 箇所 �� 名」で対応していたところを、「�� 箇所 � 名」にすることで人件費を削減できます。出店側
は知識豊富なスタッフが全国の MICE で対応することができます。その他にも、外国語対応できるスタッフがイン
バウンド対応したり、スタッフは自宅から働けるため働き方改革にもつながります。

タイムリープ株式会社

MICE における遠隔接客

インサイドセールス / 責任者　吉住 大輔 氏

MICE を始めとするイベントのオンライン化が進行する中で、Web 会議システムよりも臨場性の高いオンライン
コミュニケーションとして、メタバースが注目されています。しかし、従来のメタバースサービスの多くは、ひ
とつのバーチャル空間に参加できるのはおよそ十数名～ ��� 名程度という制限があり、現実の大規模イベントの
ような同時参加性を担保できませんでした。
ハシラスの「めちゃバース」は、最大数千名程度の同時参加が可能なメタバース技術であり、従来サービスの課
題を解決し、オンラインイベントに新しい価値をもたらします。

株式会社ハシラス 
 一般社団法人エンターテインメント XR 協会

メタバースで数千名規模のイベントを実現する「めちゃバース」「めちゃイベント」

代表取締役社長 / 代表理事　安藤 晃弘 氏

Mediasite Extender は、動画作成サービスや簡単な動画作成方法を提供し、お客様の動画による情報発信を強力
にサポートします。また、単なる動画配信ではなく、動画にクリックできる領域を付与するインタラクション機
能を持たせ、ユーザーをガイドする新しい視聴スタイルを実現します。動画視聴による情報提供に留まらず、ク
リックできる動画は視聴しているユーザーを次の行動へとガイドすることができます。例えば、観光用のサイト
では、画像や文字では伝わりにくい旅行の臨場感や雰囲気などを動画で訴求し、ホテルや観光施設の予約ページ
へインタラクション機能で誘導する、つまり、ユーザーの自発的な行動を促す最新の動画配信サービスです。

メディアサイト株式会社

新サービス Mediasite Extender のご紹介

経営企画部 新規事業・アライアンス推進室 室長　坂本 修次 氏

Smart Wallet は、Bluetooth によるスマホ端末認証による受付効率化システムであり、参加者側、イベント主催
者側のそれぞれに新しい受付体験を提供します。
従来の QR コード受付のようにスマホを操作する必要なく、IC カードのように事前に配布する必要がない新しい
受付ソリューションの提供が可能です。
イベント主催者側は、受付端末はスマホ / タブレットで対応可能です。参加者が近づくことで、受付端末に近くに
いる参加者名が表示され、参加者がスリープ状態のスマホを受付端末にタッチすることで、当該参加者が受付端末
上にハイライトされることにより受付業務が効率化されます。

PaylessGate 株式会社

【Smart Wallet】Bluetooth でのハンズフリー認証による受付業務効率化

代表取締役　足立 安比古 氏

提案ピッチ
本研究会にて実施される実証実験の概要、社会実装に向けた展望、実装後の未来についての
発表をはじめ、「新しい MICE 施設のカタチを創造する」または「MICE や展示会、施設等の
課題を解決する」ような技術・サービスを持つ企業 � 社による提案ピッチです。

� 社
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展 示 

今年度、オンラインで開催した研究会にて提案された企業の
中から、参加者に好評だった技術・サービス・事業アイデア
を実際に体験できます！さらに、MICE や施設の課題に対し
て、新たなソリューションを持つ企業と成果発表企業 � 社も
出展します。

株式会社エヌジーシー

株式会社 Nsystem
株式会社丹青社

株式会社コルドンブルー

株式会社ジールアソシエイツ

タイムリープ株式会社

株式会社トーガシ

株式会社トリプルアイズ

遠隔保守サポートサービス

Visual Tiles：ダイナミックウェブ登録により
リアルタイムに表示閲覧可能な高解像度で、
インタラクティブな表示システム

・オンライン・ハイブリッドイベント
　懇親会用メニュー

・リアルイベント懇親会用メニュー
・パーティーに係る衛生備品

zone.-unbelievable- 
（ゾーンアンビリーバブル）

遠隔接客サービス RURA

SDGs 実現に向けた
イベント商材とサービス

・AIZE（顔認証・画像認識プラットフォーム）
・AIZE Biz+ / Research+
　（検温器を用いた顔認証クラウドサービス）

株式会社ハシラス
めちゃバース / めちゃイベント

PaylessGate 株式会社

株式会社 pote＋

メディアサイト株式会社

monoAI technology 株式会社

株式会社リコー 
 iPresence 合同会社

株式会社ビズコム

Smart Wallet

サスティナブルシステム
【TUS+++】

Mediasite Extender （LIVE ストリーミング配信、
オンデマンドストリーミング配信用の機材やオペ
レーターから視聴ページ作成までの一貫したスト
リーミングパッケージサービス）

メタバースプラットフォーム
「XR CLOUD」

・RICOH Spectrum　・RICOH �K Live Streaming
・テレプレゼンスアバターロボット
・ハイブリッド交流会ソリューション

セルフタイプの光触媒コーティング
その他、コロナ感染対策製品

��社

株式会社 Archaic
AI Open Camera

株式会社
リモデルパートナーズ

VR・AR 連動バーチャル
展示場プラットフォーム

主催：株式会社小田急百貨店
協力：株式会社 NTT データ NJK
　　　株式会社 CinemaLeap
　　　小田急電鉄株式会社

郷土玩具 ×ＸＲ技術 × クリエイターによる新たなモノづくり品展示

一般社団法人アート東京
NFT プラットフォーム「FAT Collection」
での AR によるデジタルアート作品

����/�/� 現在

Biz Com Inc.
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経済産業省 令和 � 年度事業
　　『展示会等のイベント産業の高度化事業（実証事業）』 

採択企業による成果発表会

経済産業省が、展示会等において新たなデジタル技術・サービス等の実証事業として、With/After コロナにおけるブロッ
クチェーン技術等を用いた、展示会等のイベント産業における新たな取引モデルの構築を実証する事業について公募し、
このたび採択された企業・団体 � 者の成果を発表します。

スタートバーン株式会社
渡辺 有紗 氏

『～ Sizeless Twin ～ファッション産業における
  NFT/ メタバースを活用した展示の高度化事業』

� 月 � 日～ �� 日の期間で馬喰町のギャラリーにてユニークピース並びに
そのデジタルツインの展示を実施。
これまで、ファッションブランドの収益源は実物の洋服の販売に限られ、
特にオートクチュールの場合は販売対象の層が限定的でした。メタバース
/NFT を活用することで、ブランドにとっては販路の多様化、デザイナー
にとっては表現の広がりを期待することができます。加えて、弊社スター
トバーンが提供する「Startrail」の仕組みを通して、二次流通時の還元金
という新たな収益源も得ることができます。
今回はファッション業界の流通にこの様に新しいソリューションを提供し
ながら、実際に来場者がデジタルツインを想起・体験できる展示を行いま
した。

株式会社 Mogura
久保田 瞬 氏

『VR とメタバースで実現する新しい工場見学
  ～ワープ型オープンファクトリー～』

Mogura では、大阪の FacrorISM 実行委員会と協働し、VR（バーチャルリ
アリティ）を用いたオープンファクトリー（技術の見える化展示会）の実
証事業を実施しました。今回の講演では、町工場が抱える課題を VR そし
てメタバース、アバターを使ってどのように解決を試みたのか、その結果
について報告させていただきます。がデジタルツインを想起・体験できる
展示を行いました。

株式会社リモデルパートナーズ
有田 茂 氏

『VR（仮想現実）と AR（拡張現実）を連動させた    
  新たなバーチャル展示会によるリアル商材の流通』
今後「メタバース（� 次元仮想空間）」関連事業の成長は加速、特にデジタ
ルコンテンツは新たな市場が形成されていくでしょう。
一方、既存リアル商材の流通は、この変化の波をどう活用していくのか手
探り状態かと推測します。
今回の実証では市場規模、成長性、事業採算性からみて誰も取り組まない
であろう産業にあえて目を向け、VR（仮想空間）での売場の商品が、現実
空間にて AR（拡張現実）により手元で表現される手法にてユーザー反応
を実証。また、今後の量産化課題である商品３D 化コストに関し、市販の
機材等を活用した生産プロセス改善の可能性も検証しました。

株式会社小田急百貨店
石川 真 氏

『「郷土玩具 ×XR 技術 × クリエイター」による
  新たな伝統的モノづくり品展示会に関する成果報告』

コロナ禍によるイベント・展示会の機会損失や産業従事者・職人の高齢化
などの課題を抱え、縮小傾向にある伝統的モノづくり産業に対し、その文
化継承への貢献を目的に、単なる製品展示・販売に留まらず、国際的に著
名なクリエイターによる XR 技術を活用した没入型コンテンツを提供する
新たな展示会を実施しました。これにより、今まで郷土玩具に興味がなかっ
た若年層や魅力を十分に感じることがなかった層への訴求を目指しまし
た。また、リアル会場・多言語対応のオンライン会場での同時開催とし、
出展者・参加者双方にとっての物理的な移動や時間的制約を軽減するウィ
ズコロナにおける展示会モデル構築も目指しました。

株式会社マイナビ
中島 玄揮 氏

『展示会等のイベントにおける
  リアルタイム AI 自動翻訳の活用実証実験について』

国内のイベント産業の規模を維持、拡大するため展示会のグローバル化は
必須の課題となっています。そうした課題解決の一助となるよう、近年発
達が目覚ましい AI 技術を利用した高精度のリアルタイム AI 自動翻訳ツー
ルを用い、イベントの多言語化対応についての実証実験を行いました。
リアルタイム AI 自動翻訳ツールがイベントにおける各場面で実用に堪え
る精度か、運営における講演・対話（商談）・運営の場面等の場面で、取
り入れることが可能な簡便さを有しているか、などを検討し、今後のイベ
ントに活用できるようご報告をさせていただきます。来場者がデジタルツ
インを想起・体験できる展示を行いました。

一般社団法人アート東京
川上 尚志 氏

『NFT を活用したアート取引市場における展示・流通高度化事業』
実物のアート作品の �DCG レプリカを製作し、AR によるバーチャル展示
会を開催、高精細なデジタルレプリカによる「質感の再現」により、デジ
タルの中にリアルを感じるアート作品の新たな楽しみ方を提案していく。
新たな展示会等イベントのモデルを確立させ、作品のデジタル化とライセ
ンス管理されたデータによる距離的制約を受けない、海外への積極的な
マーケティングの場を創出する。

「アートフェア東京 ����」の併設イベントとして展示会を開催、NFT プラッ
トフォーム「FAT Collection」を利用し NFT アートを流通。尚、転売（二
次流通）は行わず、法定通貨のみの取引を実施する。来場者がデジタルツ
インを想起・体験できる展示を行いました。

協力：株式会社 NTT データ NJK/ 株式会社 CinemaLeap/ 小田急電鉄株式会社
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【お問い合わせ】　
MICE イノベーション研究会事務局（株式会社コングレ内）    
mice-innovation@congre.co.jp

参加登録は
こちらより

https://miceinnovation��th.peatix.com/

現在、MICE 業界では、コロナ禍もあり、開催形態の変化や様々な課題解決のため、新たな技術や事業による変革が求めら
れている状況にあり、イノベーションの創出や新市場の誕生の機会となっています。

この潮流をチャンスと捉え、『様々なソリューションにより MICE 業界にイノベーションを起こしたい。』という想いから、
With コロナ、Post コロナで変革する MICE 全般の課題解決や新技術、新事業開発を異分野･業種との共創する場を設ける
ためにスタートさせたプラットフォームが「MICE イノベーション研究会」です。

MICE の主催 / 運営者や MICE 施設運用事業者等と異分野･業種のシステムやツールを開発・提供する企業とのビジネスマッ
チング、新技術を持つ企業間や材料･要素技術のある企業とそれを求める事業者とのマッチングをはじめ、産学連携や研究
開発の事業化に対する支援、スタートアップなどへの投資やインキュベーション支援なども予定しております。

企業等の会議「Meeting」、企業等の行う報奨・研修旅行（インセンティブ旅行）「Incentive Travel」、国際機関・団体、
学会等が行う国際会議 「Convention」、展示会・見本市、イベント「Exhibition / Event」の頭文字を使った造語で、これ
らのビジネスイベントの総称です。

また、MICE 業界は、多種多様な事業者が関わる「サプライチェーンの広さ」による波及効果が大きいことも MICE が持つ
大きな特長です。

とは？

MICE とは？


