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2017東京・沖縄／中国映画週間

10月20日（金) ～10月26日(木) ＠東京 

10月28日（土）～11月2日（木）＠沖縄 

NPO法人 日中映画祭実行委員会 

中国文化センター 

中華人民共和国駐日本国大使館／中国国家新聞出版広電総局電影局／外

務省／経済産業省／文化庁／観光庁／ 独立行政法人国際交流基金／日本

政府観光局(JNTO)／独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)／中国国

家観光局駐日本代表処／ 沖縄県／那覇市／一般財団法人沖縄観光コンベ

ンションビューロー 

公益財団法人ユニジャパン／中国映画監督協会／協同組合日本映画監督

協会／ 日本国際貿易促進協会／公益社団法人日本中国友好協会／日本中

国文化交流協会／日中友好議員連盟／一般社団法人日中協会／ 一般財団

法人日中経済協会／公益財団法人日中友好会館／在日中国企業協会

TOHOシネマズ 日劇 スクリーン1（東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マ

リオン11F）

戦狼 ウルフ・オブ・ウォー

李 夢(中国女優)／張一白(中国監督)／胡雪樺(中国監督)／佐々木 希(日本

女優)／鈴木保奈美(日本女優)／クララ(韓国女優)／雑賀俊朗(日本監督)／

俞白眉(中国監督) 他 日中を代表する映画監督及び女優・俳優　多数

フランスはリヨン市にあるEMLYON 

Business School（アムリヨン経営大学

院）企業の経営幹部を養成する経営大学

院としてフランス国内はもとより、国外か

らも非常に高い評価を得ている世界トッ

プクラスの経営大学院です。そんな日本

から遠く離れたフランスの地から今回、

総勢およそ30名の未来の経営幹部たち

が会社見学にやってきました。今回日本

で見学に行ったのは楽天/JTB/GLOBAL 

PRODUCEとのこと。

どうやらスタートアップ企業も見学した

かったようです。勉強会は、私松崎より当

社の「事業紹介」「業績推移」「イベントプ

ロジェクトフロー」を講義致しました。そ

の後の質疑応答では、当社代表の光畑に

本年もGLOBAL PRODUCEで演出させていただきました中国映画祭の模様をお届け致します。
（GP担当PRODUCER 外村公治　担当DIRECTOR 燕雪）

経営幹部候補生ならではの鋭い質問が

…。

そのほんの一部をご紹介します。

Q.「経営者として、いま欲しい人材は？」
A.「マーケティングに特化した経営人材」
Q.「日本で会社を作る場合、国からの補
助はある？」

A.「法人の消費税が2年間無料」
Q.「起業に至った経緯は？」
A.「…ノリ。あれこれ考えるよりもスター
トする勢いが大事」

Q.「海外に支社を作る場合、まずどこに
作る？」

A.「シンガポール」
などなど、とにかく挙手と質問の嵐が止

まらない…やはり経営幹部を目指す人達
は学びに貪欲です。

終了後は、GP自慢のオフィスを見学。参

加者一様に「こんなおしゃれなオフィス

はフランスにもない」と大絶賛（嬉しいで

す）。

今回のフランスからの訪問は、これから

より海外へと目を向けていく私たちに

とっても非常に有意義な情報交換の時

間になりました。これをきっかけに、フラ

ンスをはじめ世界中と繋がっていきたい

と思います。

AP松崎義大

企業の経営幹部候補を養成する、フラ

ンストップクラスの商業系グランゼコー

ル。1872年設立で、フランス第2の都市

リヨン市の郊外に位置している。2016

年のEconomistランキングでは、フル

タイムMBAがフランス4位、世界でも

トップ100に位置するとされており、

その他の調査母体でも例年欧州トップ

クラスのビジネススクールとして高く

評価されている。

フランス リヨンの名門経営大学院から
経営幹部候補生30名が GLOBAL PRODUCEへ About

EMLYON 
Business School

昨年５周年を迎えたGLOBAL PRODUCE。

今年もクリスマスパーティーを開催いた

しました。

AirStarさんにお手伝いいただきオフィ

スを輝く装飾で埋め尽くし、冬の「原宿

のフォトスポットに」大変身させました。

山本サンタ with トナカイも賑やかな

雰囲気に誘われて、玄関先でお客様を

お出迎え。３Fは立食式メイン会場、２F

にはカジノとNew Officeを余すところ

なく皆様に楽しんで頂ける空間にいたし

ました。今年はGP社員によるエンター

テイメントショーも披露。いつでも新しい

楽しさを提供するGLOBAL PRODUCE

です。今年も多くの方にご来場頂き、冬

とは思えないアツアツの雰囲気の中、大

盛況のうちに終了することができまし

た。

来年もますます成長していくGLOBAL 

PRODUCEをよろしくお願いいたします。
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本年もGLOBAL PRODUCEで演出させていただきました中国映画祭の模様をお届け致します。
（GP担当PRODUCER 外村公治　担当DIRECTOR 燕雪）

NEW VENUE in TOKYO

Dreamforce in San Franciscoについてレポート

させて頂きます。当社からは3名で行ってきました。

私光畑と海外事業担当の奥谷と営業マネージャー

の本木です。

世界最大規模のカンファレンスという事で、一番の

関心毎はそのオペレーションと演出です。世界一のイ

ベントプロデュースカンパニーを目指すGPとしては

見ておかねば！という事で日本からサンフランシス

コまで飛び立ちました。

 

 

 

 

「CAMP？」…CAMPです。これはITカンファレンスな

のに中々異世界のコンセプト設計です。スタッフは

皆、冒険家のようなユニフォームでお迎えしてくれ

ます。聞くとどうやら皆さんボランティアの人達のよ

うです。ここではWorkshopや各ステージで様々な

プレゼンが実施されています。

 

 

1万人入場できるメイン会場のNorth Hallです。

センターにクラウド（雲）のカタチをした恒例のス

テージがありその周囲を囲むように円形に席が敷き

詰められています。ワイドスクリーンが計8枚設置さ

れておりその内4枚が両面投影。各スクリーンに予備

を入れて4台のプロジェクターを設置。表面用に合計

32台+裏面用に16台＝48台!!

プレゼンにはあのミシェルオバマ女史が出演。最高

のプレゼンの後は一斉に立ち上がってのスタンディ

ングオベーション。拍手と歓声と口笛!! アメリカ人の

ノリは凄い！

 

AT&T Parkで実施された夜のDreamfesは何と

レニー・クラヴィッツがゲストで登場。世界中から集

まった3万人の大観衆が熱狂していました。

日本の企業が集まるjapan nightにも参加しまし

た。600名を超える日本企業の皆様が参加、多くの

方と情報交換し、有意義な時間を過ごせました。

ところで…

サンフランシスコ市内にはSalesforce以外にも、

かの有名なtwitterがあります。当社の営業マネー

ジャーの本木が一言「twitterに営業行ってきます！」

「えっそんな簡単に会ってくれないんじゃないかな？」

「いいのです。必ず繋がります。大丈夫です！動かな

いと事は起こらないのです！」…頼もしい男です。そ

の勢いで、今度は3人シリコンバレーにも営業に出か

けました。

  

ここはサンノゼにあるApple 本社です。スティーブ・

ジョブズを愛する人は世界中にいますが、私もその

一人です。ティム・クックやジョナサン・アイブがここ

で働いているかと思うと不思議なパワー？をもらえ

た気がしました。営業がどうなったか？…それは皆様

お会いした時にでも★

 

 

そんなわけで約１週間のサンフランシスコ出張で

した。これからも世界中のイベントに参加して

GLOBAL PRODUCEのイベントプロデュース力を、

もっともっと、お客様に信頼いただけるように上げて

参ります！

代表取締役社長 Chief Director   

光畑 真樹  MASAKI KOUHATA

世界最大規模のカンファレンス
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渋谷・原宿・表参道の中心、神宮前の立地にある、

TRUNK（HOTEL）。2017年5月にオープンした等

身大の社会貢献を意味する“ソーシャライジン

グ”をコンセプトにしたホテル。GLOBAL PRO-

DUCEではTRUNKさん以外にも様々なイベント

会場と連携してスムーズに「スケジュール確認」や

「イベント制作」ができるようプロジェクトを進め

ています。「いつもと違うテイストの会場で実施

したい」「何か面白い会場ない？」などのお問合わ

せは大歓迎です。

TOKYO UNIQUE VENUE PROJECT

PRODUCER 宮永麻代 MIYANAGA MAYO

2017年11/7-11/10

TRUNK（HOTEL）が
今アツイ！

4つのイベントスペースは各種イベントやプレス発表
会でも対応可。4,600㎡の延べ床面積。5つの多目的
施設、2つの料飲施設、15室の個性豊かな客室。

MORI
170㎡／4.0m

SORANIWA
140㎡／4.5m

ONDEN
265㎡／4.5m

中国映画祭 本番REPORT
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明けましておめでとうございます。GLOBAL 

PRODUCEの光畑真樹（コウハタマサキ）と申し

ます。

当社は原宿に本拠地を置くイベントクリエイティ

ブ集団です。

我々は主催者の”想い”をイベントという”カタチ”

にし、実施効果を最大化するためのお手伝いを

させていただいています。 「最高のイベント」には

人と人を繋ぎ、感動を生み出し、新たな意識を芽

生えさせる効果があります。集合的に意識の変革

が起き、それが企業や社会のエネルギーに直結

すると考えています。

その中で当社はより大きな役割を担い、イベント

を通じた社会活性化により多く貢献したいと考

えています。

2018年もスタッフ一同、最高のイベントを提供す

べく奮闘致します。

常に成長を続けるベンチャー企業であり続け、

皆様にとって最高のクリエイティブやサービスを

提供すると共に、コンプライアンスを重視し皆様

から支持していただけるような企業を目指してま

いりますので、 今後とも一層のご理解、ご支援を

賜りますようお願い申し上げます。

株式会社グローバルプロデュース　代表取締役社長
イベント事業部  チーフディレクター

光畑真樹

追伸

企業コンベンションの演出運営が得意です。是非

ご紹介及びお声がけいただけましたら嬉しい

です！

はじめてNews Letterをご覧になっていただく皆様へ

OKUTANI NATSURO（TONY）

MAYO MIYANAGA

MASAKI KOUHATA

YANO AKIHITO

TOMURA KOUJI
『音楽芸能界』での制作経験をGLOBAL PRODUCEの『新しいス

パイス』としてラインナップ致しました。

（ステージ美術/コンサートテクニカル/キャスティング/海外ネット

ワーク）

これは当社にご用命いただく主催者様にとっても最高の『特製ス

パイス』であると自負しています。

2018年はGLOBAL PRODUCEを更なるイベントプロ

フェッショナル集団として

皆様に、より信頼頂けるよう成長させて参ります。

本年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。

海外事業担当PRODUCER

TEAM LEADER

奥谷夏朗

みなさんは強い会社とはどんな会社だと思いますか？

私は、創業者や社長の素晴らしいDNAが社員ひとりひとりにきちんと

伝播している会社だと思います。年度始めに行うキックオフなどの

イベントでは社員にそのDNAやマインドを注入する場だと考えます。

イベントを実施することで社員にDNAが伝播し、会社がブレイクス

ルーする…。

お仕事ご一緒させて頂く企業様がそんな素晴らしい一年を迎えら

れるよう、2018年も切磋琢磨して参りたいと存じます。

｠

EVENT PRODUCER

TEAM LEADER

総務チーフ

宮永麻代

新年あけましておめでとうございます。

この1年大事にしたいことは「さらなるお客様志向への進化」です。

日々の業務のひとつひとつの本質を捉える。

GLOBAL PRODUCEのひとりひとりがお客様のことを想う。

自らの仕事を進化させていく。

2018年、より一層精進して参ります。宜しくお願い申し上げます。

取締役　マーケティング担当

EVENT PRODUCER

TEAM LEADER

矢野彰仁

新年快楽！（明けましておめでとう御座います）

私は、毎年「上海」「北京」で映画祭事業の仕事をさせていただいてい

ます。中国では様々な技術が猛スピードで進化している事に気づか

されます。なぜこんなにも早く進化出来るのか？中国では最初から

完璧なものを作ろうとしていないんだと思います。「最新の技術」

と「直感」と「熱意」です。

今年は、常識に囚われず、「完璧」を目指しながらも様々な技術を

組み合わせ挑戦していこう！と考えております。

PRイベント担当チーフ

EVENT PRODUCER

TEAM LEADER

外村公治


