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Change before we have to
REVOLUTION

GP
NewsLetter

No.17  Sep.2017

編集 Maggy Yamagishi 
今回編集を担当しましたMaggy Yamagishiです。表紙写真が私です。安心してください
ナルシストではありません。これは社長命令です笑。今回のテーマは”GP REVOLUTION”
- Change before we have to.- 
原宿から原宿へのオフィス移転を終え、変革し続けるGPをお伝えできればと思います。
今回のメイントピックは、当社の社名にもあるGLOBALへの第一歩である営業部長本木直樹
の弾丸ヨーロッパ営業。他にも当社の新秘密兵器Mr.Tonyがお届けする沖縄特集など、
このように当社も時代の流れを先取り出来るよう日々精進しております。社内だけでなく、
イベント業界に“REVOLUTION”を起こしていきます。そんな気合で編集しました。



皆様 いつもGPニュースレターをお読みいただきありがとうございます。

今回のニュースレターのコンセプトは『REVOLUTION』ということでGLOBAL 

PRODUCEが現在手がけている海外事業について少しお話させてください。

創業時の6年前より推進している、いわゆる海外事業は大きく分けて”アウトバウ

ンド事業”と”インバウンド事業”に区分されます。

現在当社が年間でご用命いただいているイベントプロジェクトの約2割が”アウト

バウンド”での開催です。

日本から海外に渡航してAward CeremonyやBeachParty等を実施する際に

現地ホテル・コンベンション施設、また現地テクニカルチームと連携し、ステージデ

ザインや本番演出を企画制作しています。言語や文化、そしてルールの違いはあり

ますが基本的には主催者と参加者は日本の企業及び団体であり実施における「本

質」は国内での開催と大きくは変わらないと感じています。

2017年はハワイ/上海/マカオ/ハノイ/北京/パリで実施及び実施予定です。

アウトバウンド事業は更に会社として各国のチームと連携を深め、東京のメンバー

を強化して、お客様により安心と大感動していただけるイベントプロデュースをお

届けして参りたいと思います。

そしてもう一つの軸が”インバウンド”です。こちらは海外から来日してイベントを

開催したいというお客様です。300名～500名以上で東京や京都でイベント開催

を想定している企業及び団体のイベントプロデュースのお手伝いを致します。東京

2020もあり年々需要が高まっています。数年前よりHPを通して海外企業及び団

体から直接のお問い合わせが大変増えていますが、こちらから積極的には動けて

いませんでした。2017年よりGLOBAL PRODUCEとして予算と人員をかけ、大き

く動いて参りたいと思います。また改めてご報告させてください。どうか応援やア

ドバイスを頂けたら幸いでございます。イベント開催には国際間の壁をなくし、

様々な文化と技術の交流を生む力があります。2020に向けて間違いなく業界全

体に大きな波が来ることを肌で感じています。

最後に、海外事業とは少し関係ありませんが、今後ともどうかGPメンバーを宜しく

お願い申し上げます。

「お客様に心から喜んでいただける最高のイベントを創る」というVISIONに共感

して集まっているメンバーでございます。イベントの知識と技術だけではなく、お客

様の立場で考えること、一生懸命に仕事をする大切さは教えています。

企画アイデアや制作における対応が甘い場合は、どうか光畑までご一報ください。

会社として”必ず”ご満足いただけるよう対応させていただきます。

代表取締役社長 Chief Director   光畑 真樹  MASAKI KOUHATA

@パリ(６月23日̶24日)

“INTERNATIONAL PARIS 
AIR SHOW 2017”
https://www.siae.fr

週末兼パブリックデーが理由で殆どの
ブースにスタックが居なく、ブースに
よってはクローズされていたり、打ち上
げをしていたり。一般客向けに体験さ
せたり、見学需要があるブースのみス
タッフもいたが殆どがバイトスタッフ。
会場が空港なので、会場の大きさいや
セキュリティ－の厳しさが印象的。体験
型ブースにはVRを使用していることが
多かった。

◎浴衣に関して
残念だったのが、当然
ホテルから展示会場
に向かう公共機関内
や街中、また展示会場
でも人々のリアクショ
ンがなかった。装いの
お陰で話しかけられ

たり、笑われたり等コミュニケーションが生
まれると思っていたが、様々な人種が集う欧
州ではちょっとした民族衣装程度だったの
かもしれません（笑）

GPが目指す、GLOBAL事業

『なぜ今、沖縄特集？』について少しだけ能書きを書かせて頂きますので、少しでも御参考にな

れば、幸いです。昨今の『社会通念上過度』という評価の影響も有り、優績代理店向け表彰の

渡航先の見直し機会に直面している方もいらっしゃると思われます。日々汗水流して働いてい

るフロント営業スタッフの方々の日頃モチベーションUPや営業目標としてインセンティブツ

アーは、必要不可欠なイベントである事に変わりは有りません。私達GPは、インセンティブツ

アーにふさわしい次候補地として沖縄を御提案したいと思っています。日本で唯一、地上戦が

展開された沖縄ですが返還後はサミット開催、近年の大規模な観光誘致＆開発により、海外

有名リゾート地に、ひけを取らないリゾートアイランドだと私自身、感じております。南の楽園、

さんご礁の海、白いビーチ、おいしい沖縄料理等、アイテムは多くありますが『フェンスの向こう

のアメリカ』を実体感出来、地元の生活に密着している現実は、沖縄以外には見当たりません。

これら米軍基地の入口に『鳥居』が立って居る場所がある事を御存知でしょうか？韓国の景福

宮や台北の故宮博物館を見学に行かれた方も多いと思われますが、私も守礼門のある首里城

を改めて見学した際に『民族の移動と交流の歴史』をひしひしと感じました。

これらの様に海外とのミクスチャーを身近に感じる事が出来る沖縄は、プレゼン時に重要な

『非日常』というキーワードに結びつくとも思われます。個人的な見解で、沖縄出身者ではあり

ませんが『海の綺麗さ』は、諸海外に比べても、沖縄が一番綺麗だと思っております。離島はも

とより、沖縄本土で私の一番のお気に入りは喜瀬（許田）のビーチです。名護のオリオンビール

工場見学最後に飲ませてくれるビールも最高のビールです。時差も無く、言葉やお金の不便も

無く、LCCも多く飛んでいる沖縄の魅力について１回の特集では、とても御紹介しきれません。

沖縄でのEventはGPにお任せください！！

Event in the world 2017 

MICE
OKINAWA

PARIS

＠ロンドン（21日－23日）

“IFSEC International”
 http://www.ifsec.events/inter-
national/

来場者は一般の方は少なく殆どがビジ
ネス目的。演出や派手さは少ないが、商
談スペースを多く取り、ホスピタリティ
（お茶・スイーツ・シャンパン・ビール等）
をブースに置き、リラックスしながら商
談しているのが印象的。イベント会社ス
タッフは殆ど居なく、ブースメーカーの
方＋バイトスタッフ程度。

LONDON

@フランクフルト(６月24日̶25日)

“COSMETICA Frankfurt”
https://www.cosmetica.de/cos-
metica-frankfurt/

大手化粧品会社等はブース出していな
く、ネットワークビジネス系のコスメ、
アジア（韓国・台湾が主）からの輸入を
している代理店が主でした。ブースで
商品を割引価格で販売している事もあ
り、来場者の多くは一般の方が多かっ
た。または、新しい地域での販売に向け
たディストリビューターを探している出
展社も。

FRANKFURT

ガンガラーの谷は、数十万年前までは鍾乳洞だった場所が崩れ
てできた、豊かな自然が残る亜熱帯の森。約1万８000年前約２
万年に生きていた「港川人」の居住区としての可能性も高く、今も
発掘調査が行われ、「自然」や「命」に思いを巡らせながら体感で
きることをコンセプトにしています。谷の広さは約14500坪、歩
行距離は約1㎞。足を踏み入れて初めて分かる、広大な太古の世
界が広がっています。なんと、そのガンガラーの谷の入り口にあ
るこんな広大な大きな鍾乳洞「ケイブカフェ」を貸切ってイベン
トを行うことが出来るんです！詳細はGPスタッフまで。
住所：沖縄県南城市玉城字前川202 アクセス：那覇空港から車で約30分

Valley of 
Gangala in OKINAWA

沖縄にしかない特別なイベントスペース 
ガンガラーの谷でのCAVE PARTY

Unique
Venue



Event in the world 2017 
Dreamforce

2017

Event in the world. 
世界最大のソフトウェアカンファレンス

world event topic

展示会で関して一番感じた事は2つ。

・リアルに近い体験ができるブース展開
・欧米文化ならではの商談会
展示会により異なると思いますが、特にロンドンでは商談ブーススペースが多く、来場者（出展者から見て顧客になりうる
可能性がある人達）に対して、シャンパンやビール、カナッペ、スイーツ等をブースに準備し振る舞いながら話し、商談を進
めて行く、いわゆる欧米文化が際立っているように思いました。
誰に対して何を目的にブース出展しているのかが非常に明確だと感じました。
体験に関してはVRを使用しているブースが多く、いかに来場者にリアルに近い航空機の運転や新しい技術の良さを体感
してもらうことに注力しているようにも感じました。

Salesforceの創業者であり現在もCEO兼会長を
務めるマーク・ベニオフ。彼のすべての来場者に楽
しんでもらいたいというサービス精神からか、世界
最大スケールのソフトウェアカンファレンスイベント
へと成長しています。 
イベント内容は、テクノロジーの最先端の2,700以
上のセッションや革新的な製品を実践する機会が
満載な体験ブース。スティービー・ワンダーやU2な
どがゲストとしてコンサートを行うなどコンテンツ
の幅も広い。
今年度は2017年11月6日―9日の4日間で開催が
予定されている。毎年この4日間のために世界中か
ら15万人以上が来場し、サンフランシスコのダウ
ンタウンはまるでセールスフォースにジャックされ
たかのような4日間になるそう。当社からも、視察
隊員を数名派遣する予定。装飾やステージ演出、大
会テーマの作り込み方など、イベントプロデュー
サーの観点としても学びに溢れた4日間が期待で
きます。
ここで学んだことを、しっかり皆様に還元できるよ
う致します。ご期待ください！

営業先展示会

■ ロンドン “IFSEC International（セキュリュティー）”“Service Management Expo2017（一般消費財）”

■ パリ “INTERNATIONAL PARIS AIR SHOW 2017（航空 宇宙関係）”

■ フランクフルト “COSMETICA Frankfurt（化粧品）”

飛ぶ車？？ 浴衣で参戦外の会場には戦闘機や飛行機も展示

Time Based 役員

今回のパートナー紹介のコラムでは、当社の音響担当として欠かせない
存在である株式会社ムーブオンの坂本さんに御協力頂きました。そし
て、なぜインタビュー場所がこのラーメン屋「賀丸屋」かというと、なんと
ムーブオンの代表取締役である横須賀司氏が、創業したお店なのです。
音響会社の社長が創業したラーメン屋、そんな男のロマンに溢れたお店
からムーブオンさんの魅力をお届けします。
Q.なぜ音響会社さんがラーメン屋を開店することになったのか、経緯を

教えて頂けますか？
 A.「最も美味しいラーメンを作りたい（食べたい）」という代表横須賀の

熱い想い。ただそれだけなんだと思います。
Q.ラーメン屋開業にあたり、ムーブオン社員の皆さんの反応はいかがで

したか?
 A.いつの間にか、開店が決定しており、代表の行動力には社員も驚きま

した。開店決定後は、社員も試食し、様々な意見を代表に伝えました。
…それが反映されたどうかは定かではありませんが笑。

Q.ムーブオンさんは設立29年目とのことですが、イベント業界で時代と
共に変化したなと思うことは何かありますか？

 A.ここ何年かでイベントで映像を多用することが当たり前になったこと
が大きな変化です。音照では、中国など海外メーカーの参入はありま
すが、耐久性の問題からも当社では使用していません。音響・照明は、
映像よりも前からある分野なので、映像分野と比べるとあまり時代に
よる変化は少ないです。それでも技術の進歩により、音響も「小さく目
立たない」ことが求められる時代になりました。

≪ラーメンの感想≫
注文を受けてから炭火で炙るこだわりの特大チャーシューは、炭火なら
ではの香ばしさと、トロッとした食感が幸せな気分になります。特製醤
油が効いたとんこつスープは、にんにくの香りが広がり、旨味が口いっぱ
いに広がりました。

空 気 で 膨 ら む 大 型 ス ク リ ー ン ！

株式会社ムーブオン

『賀丸屋』 最寄り駅：西早稲田駅で出てすぐ！赤い提灯が目印。

「賀丸屋」
音 響 T E A M が ラ ーメン 屋？！

是非、皆さん行ってみてください！！

18年に2度しか会えない、謎
に包まれた男ムーブオン代表
横須賀氏。その真の姿とは？！“Air Screen” 

（株）KINGBEAT

横16ｍ×高さ８ｍ。最大5000人の観客にも対応・フロント、リアのどちらから
も投影が可能です。最高風速10m/sの風でも完全に固定。防炎性にも優れて
おり安心して使用できます。*四方をウエイトで固定/**防炎テスト：DIN 2102 
B1  (※ドイツ工業規格) 空気で膨らむため、運搬の手間もかからない
A IR SCR E ENは離島等でのイベントにも最適。運搬も施工も容易な
AIRSCREENはイベント企画・運営を費用面からもサポート。今後ドライブイン
シアター、野外映画イベント、パブリックビューイング等様々なシーンで活躍す
ることが期待されています。

FROM
GERMANY



Summer Internship
インターンシップに参加する学生と企業の思惑のズレ

New Office Report Vol.2

New Member 

Relay Essay 
by Kamiya Yuki

清水 凌侑
Shimizu Ryoyu

出身：埼玉県狭山市
趣味：アウトドア、キャンプ、スノーボード、サーフィン
特技：どこでも寝られる(吹雪の中,道端でも寝られます)
仕事の理念：巧遅は拙速し如かず。まずは仕事に取り掛かります！
大学時代、物理の宇宙学を学び、星を求めて日本を回った。
アウトドアが大好きで夏は河原にテントを立てて生活していたことも、真
冬に新潟で車中泊をして山にこもっていた経験もある。創造性のあり、ユー
モラスなことが好き。新しい独創的なイベントプロデュースを目指します！
一つひとつ誠実に。精進していきますので、どうぞ宜しくお願い致します。

GPに入社してもうすぐ1年が経ちます。こんな入っ
て間もない私でも、海外研修として北京に滞在し、
海外現場としてシドニーやハワイにも行かせて頂
きました。今回は、この海外現場を通して感じたこ
とを皆様にお伝えしたいと思います。
結論から言えば、タイトルの『海外現場でもOne 
Heartを目指す。』は理想論です。もちろん海外現
場であってもOne Heartなチームを目指していま
す。しかし、そんな理想論は通用しないのが海外
現場です。海外での滞在経験のある方にとっては、

容易に想像が付くと思いますが、文化・価値観・環
境が日本とは全く違います。ある国では、出来ない
ことでもとりあえず「Of course!」と返事をし、ギ
リギリになってから「Actually, it is impossible.
」こんなやり取りが日常茶飯事です。ユニオンの厳
格な国では、7時間の労働契約になっていれば、現
場が押していても設営スタッフが帰ってしまうこと
もあります。また海外現場で何かトラブルがあっ
た場合、24時間営業の店舗が少ない国ではすぐに
調達することも困難です。このように日本での常

識は現地での非常識な場合が多いです。海外現場
では何が起きる可能性があるかを予想し、プロと
して“先見の明”を持って計画することが日本の現
場以上に求められます。
最近よく言われる『グローバル人材』とは、私は
One Heartに対する真摯な姿勢を持つ人材だと
思います。「相手の気持ちや文化を理解しようとす
る姿勢」がOne Heartに繋がり、イベントの成功
を促し、当社にお任せいただいた主催者様の飛躍
に繋がると真面目に考えています。

1F

2F
コルクボード
GPの大切な玄関に、パートナー
の皆様の写真を貼らせて頂いて
います。このボードがいっぱいに
なることは、私たちの幸せです。
壁一面に皆様の笑顔を貼らせて
ください。皆様が原宿に来た際
に、用事が無くてもふらっと寄れ
るオフィスを目指しております。
ぜひお越しください。

2F  G -S I TE
MTG ROOM
品格を重視。※デザイナー佐藤
さん、ありがとうございました！

3F

３F S TUDIO
オールスタッフミーティングも可
能に！ミスの無い運営を実現す
るために、本番前全てのスタッフ
の皆様と意識を擦り合わせま
す。今後は、この3階を個展やセ
ミナーなど外部の方が気軽に使
えるフリースペースとして貸出
し、情報の発信地を目指します。

松崎 義大
Matsuzaki Yoshihiro

出身：北海道生まれ 大阪育ち
趣味：一人旅、カラオケ、写真
特技：水泳（見かけによらず、体育会系です）、大食い、早食い
仕事の理念：妥協しない
この度、GPの一員となりました松崎義大です。名にある通り、「義」を重
んじ、何事にも真正面から向き合い、必ず、皆様のご期待に応えられる
よう、日々努力して参ります。そして、誰からも愛されるようなイベントプ
ロデューサーを目指します。皆様、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致
します。　

日本におけるインターンシップの定義。
「インターンシップは、産学連携による人材育成の観点か
ら、学生の就業体験の機会を提供するものであり、社会貢
献活動の一環として位置づけられるものである。したがっ
て、その実施にあたっては、採用選考活動とは一切関係な
いことを明確にして行う必要がある。」（一般社団法人 日
本経済団体連合会）
つまり日本ではインターンを採用活動の一環として行って
はいけないのです。アメリカで始まったインターンシップと
いう文化は、この経団連の定めた規定により日本の採用活
動に混乱を与えていると思います。経団連が発表した
2019年卒業見込みの学生に対する就職活動解禁日は、
選考活動が来年2018年6月1日からとなっています。大学
3年生向けのインターンシップは実質今年の6月からス
タートしているので、企業としては約1年前倒しで学生とコ
ンタクトを取ることができる形になります。経団連に所属
する企業の中では、抜け道的に採用活動を行う手段として

インターンという手法が流行している印象です。本来のイ
ンターンの目的である職業体験ではなく、企業側は公式の
就活解禁日よりも早くに優秀な学生との接点を持つこと
が目的となっています。　

“今年の就活は「早期選考、短期決戦」”
先日、あるニュースを見ました。「入社３カ月で辞めたい１７
年卒新入社員、４割が就活の情報収集不足」実際、私の先
輩方でも既に辞めたいと言っている方も沢山います。情報
収集不足の原因として、個人の努力量ももちろんあるかと
思いますが、短期決戦という形式も挙げられると思いま
す。短い時間で、多くの情報を与え、お互いのミスマッチを
防ぐ必要がある。そのためには、私が大切に感じたことは1
つです。「飾らずありのままで臨むこと」！これは企業にも
学生にも共通して言えることだと思います。企業の人事は
仕事柄、基本的に良いことしか言いません！学生はより優
秀な自分に見せようと着飾りがちです。しかし、ありのまま

で臨まないと両者にとってメリットってないと思うのです。
ありのままの自分でいられる場所、それが学生にとって最
高の職場だし、企業にとっても最高の組織であると感じ
ます。
…と、そんな真面目な話をした私ですが、なんと今年、GP夏
のインターンシップの企画を担当しています！
現在、絶賛マイナビから募集中で今年も優秀な人材が続々
と集結しています。この夏だけで終わらない、一生の仲間
とスキルを手に入れるような最高の経験をして欲しいと
願って、インターンの選考を行っています。そして、学生が
“ありのまま”でいられる場所を提供したいと考えています。

川島洋人
≪開催概要≫
名称：Summer Internship 2017 
日時：Day18月19日土曜日/Day２ 9月9日土曜日
会場：GP New Office 3F
参加対象者：主に大学3年生

『海外現場でもOne Hear tを目指す。』  神谷 勇輝

6月から当社に
長期インターンとして
参加中の川島洋人が、
近年の就活事情を

お届け。

※当社の８Conceptの1つ“One Heart”クライアント・制作スタッフ
全てのイベント関係者が1つのチームになってイベント成功を目指す。
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