NEW MEMBERS
新しい 才 能 が 、続々と G P に集 結しています!
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初めまして！４月からGPに入社した永尾悠馬です！
「イベン
ト」
とは無形なものであるからこそご要望に合わせて、多種

誰もやらないことをやる、誰も推薦しない道を歩む、それ

多様な形に変えることができます。満足を極限まで追求し、

舞台好きが転じて、
リアルな感動を届ける仕事に就きた

そのお客様に一番マッチングした
「形」
を提供できるイベン

いと思い、
イベント業界へ飛び込みました。MAGGYこと、

これから一体どこまで行けるのか、
自分の限界を探りなが

トプロデューサーを目指していきたいと思います！お客様、

山岸希望です！お客様をあっと言わせるイベントプロ

ら、楽しく走ってます。」

パートナーの皆様、
ご指導の程宜しくお願い致します！

デューサーになれるよう、今後精進致します。

Welcome!
ＧＰのスタッフが順番に
“私のオススメ”を紹介する
リレーエッセイ。
今回はGPイチのイケメン
水野翼がお送りします。

自分の経験の中で、何が皆様にとってオス
スメかを改めて考えましたが…
やっぱり思い浮かぶのは“ダンス”でした!!
ダンスとの出会いは高校生の時。始めた
きっかけは姉の影響もあるのですが、当時
「RAVE2001」
というTRFのSAMさんが
出演していた深夜のダンス番組に興味を
持った事からです。
同じ人間なのに、何故こんな不思議な動き
が出来るのか。
スゴイ…、
でもどうすれば…、
でもカッコイ
イ…、
でも自分が躍るのは恥ずかしい…、
そんな気持ちの変化と葛藤もありつつ、
気が付いたら友達とダンス教室に足を運ん
でいました。
ダンスの魅力を知ってからは、毎週、
そして
毎日練習に明け暮れ、
ダンサー友達も増え、
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「Call Me
」
MAGGY!!!!」

こそ楽しいんだと思う。独り身で日本にやって来て6年目、

RELAY
E SSAY
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チームを組み、イベントやコンテストへも
出場するようになりました。
大学でもダンスサークルを立ち上げ、社会
人になってからも仕事としてダンスにも関
わる、
そんなダンス漬けの人生でした。
自らダンスイベントを主催した事がきっか
けで、イベントの裏側＝企画・制作に興味
を持ち、何 社かを経て、グローバルプロ
デュースに辿り着きました。
高校時代ダンスと出会ってなければ、今頃
の自分はどこで何をしているのか正直分か
りません。ふとした興味が人生を変える。
皆さんにもぜひ、気になっているけど中々
手を出せない・・・そんなことに思い切って
チャレンジしてみることをオススメします！
次回は、神谷勇輝の“オススメ”をお伝え
します。

編

集

後

記

“啓蟄”という言葉があります。
「虫たちが穴から
這い出でる」
という意味で、つまり春がやってき
たことを表す季語ですが、私はこの言葉が昔か
らとても好きでした。春の訪れを感じて、
じっとは
していられないウキウキ感ムズムズ感をピッタリ
と言い表していると思うのです。
小学校の頃、授業が終わると家までの道々花を
摘みながら歩き、小さな花束にして持って帰った
ものです。タンポポ、オオイヌノフグリ、レンゲ、
ナズナ、時には土筆も。
そんな日には母が夕食に
土筆の佃煮を作ってくれました。
虫たちや草花。
幼いころ親しんだ懐かしいアイテム
ですが、我々は「昔の田舎にはあったけど、現代
の都会にはないもの。なくなったもの」
と思いが
ちかもしれません。けれどそれは大人の勝手な
思い込みで、
ここ東京渋谷の道端にも、
もちろん
小さな花は生えているのです。我が家の4歳児は
0歳から渋谷の保育園に通うネイティブ都会っ子
ですが、時折小さな花束を手に帰宅します。
そんな時私は２つのことを思います。
「思い込み」
の
愚かさと、
「 視点」の存在。単純なことですが、
我々の視点はずいぶん地面から離れたというこ
となのでしょう。

今回のNewsLetterでは、“イベントプロデュー
サー 必 読 本 ”をご 紹 介しました。当初 、2 名の
スタッフそれぞれにオススメ本を挙げてもらう予定
だったのですが、同じ本でも読む者によって受け
取り方も読み解き方も違うものです。
そのことが
浮き彫りになる、面白い対談となりました。
さてグローバルプロデュースは6年目を迎える
この春、3度目のオフィス移転をすることとなり
ました。場所は現在と同じ原宿。
「 東京タラレバ
娘」の主要ロケ地としてもおなじみになりつつ
ある、
ここCoop Olympiaを離れることに一抹
の寂しさはあるものの、
ガラリと趣を変えること
になる新オフィスでのスタートをスタッフ一同
心待ちにしつつ、諸準備を慌ただしく進めている
最中です。“新しい酒は新しい革袋に入れよ”と
いう言葉があります。新しい思想・内容を表現す
るには、それに応じた新しい形式が必要だ、と
いうような意味かと思いますが、
この移転はまさ
に我々の新しい表現を、新しいチームワークを、
そして新しいパートナーシップを生み出すため
の、強力な一手となると信じています。お近くに
お立ち寄りの際は、ぜひぜひ足をお運びくださ
い。気持ちよいテラスで美味しいコーヒーをご
一緒しましょう。
（三戸浩美）
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「GLOBAL PRODUCEまた引越しか！」
そんな声が聞こえてきます。
２年間探し続けました。
ついに、巡り会いました。泣きそうな額の敷金を振り込みました。
ずっと狙っていた物件でした。社員と前を通った時に
「ここに引っ越すからな。」
と話すとみんな信じてくれていませんでした。想い続けて一生懸命仕事を
すると叶うものです。
（今回は少し根を張って４年間は引越しません。）何といっても、
お仕事をご一緒頂いた皆様のおかげです。
いつも本当に本当にありが
とうございます！2Fにはイベントプロデュースに関わる、
あらゆる方にご利用いただけるFREE SPACEもご用意致しました。
（今流行りかなと思って・・・）
ちなみにお祝い花等はいりませんので、
それより是非皆さんに見て欲しいです。7月には引越しPARTYも企画しています。 チーフディレクター

光畑真樹
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R-STORE さんにお邪魔しました！
1F

ここで最高のイベントを生み出す！

皆様どうぞご利用ください

2F

デザイナーズリノベーション物件を多く扱うR-STOREさん。
さん。
不動産事業だけで

3F

なんと！Event Hallがあります

なく、
メディアで話題になった“泊まれる本屋BOOK AND BED”を立ち上げ、
全
を立ち上げ、

大手レンタル会社
50周年記念パーティ

10.15

飲料メーカー
キャンペーンイベント

10.15

エンターテイメント企業
内定式

10.18 大手ファッション通販会社
Kick Off Meeting
10.22

不織布メーカー
ファミリーイベント

10.23

IT企業
プレゼンテーションイベント

10.24

海外映画祭

10.29

IT企業

10.30

教育出版社
ファミリーイベント

11.1

ヘルスケア会社 全国大会

11.2

大手レンタル会社
50周年パーティ

11.7

損害保険会社

11.11

大手部品メーカー
タレント手配

11.11

出版社
セミナー＆パーティ

11.18

時計メーカー
お得意様向けパーティ

11.18

菓子メーカー
社内フォーラム

11.19

IT企業

11.19

カード会社
労働組合50周年式典

12.3

スポーツイベント 大会運営

12.9

IT企業
クリスマスパーティ

12.12

飲料メーカー
社内イベント

12.26

大手ファッション通販会社
社内忘年会

1.18

外資系化粧品会社

1.19

出版社

キャンペーンイベント
Kick Off Event

国展開の真っ最中です。
GPのChief Communication Officerを拝命しながら、
を拝命しながら、
いまいちコミュニケーションのことが良くわかっていない三戸が今回こちらに

STUDY
TRIP
REPORT

お邪魔して、
コミュニケーションの極意について聞いてきました。

「大都会のイベント会場を見学せよ！」

ベクトルを
そろえる！

三戸浩美/シンガポール

こんな機会ですものマリーナベイサンズにも
お試し宿泊。人種のるつぼという言葉を実感
そこは不思議な街でした。大都会だけれど、 しつつ、在シンガポールのパートナーさんで
空気は確かに東南アジアのもの。南国の熱 あるVivid CreationさんともMTGもさせて
気に無条件にワクワクと逸る気持ちを押さえ いただき、有意義な1weekを過ごしました。
てユニークベニューのはしごを。
個人的には味のある町のホテルが好きですが、

書きこめる
黒板状の柱も
オシャレ！

前号に引き続き、GP研修旅行の様子を

レポートします。思索にふけり、
現場力を磨くための一人旅…さて、
その顛末は?!

「いくら技術が発達しても、

BRAND Book

結局は対面のコミュニケー

伝えたいことが、
より強く深く伝わるように。

「開運のお札をゲット！伝説の占い師を探せ！」
土井麻梨子/タイ
人生3度目の海外一人旅。限られた時間と予
算の中で如何に経験を積むか、ひたすら歩
いて
「異国」を感じてきました。道端の花。市
場の屋台。美人揃いのニューハーフショー。
怒号飛び交う“ムエタイ”観戦。

ルーフトップBARでの一人酒。見知らぬ土地
の見知らぬモノとの出会いを通じて、
ソコな
らではの空気を堪能しました。
もしバンコク
に行くならグランハイアットYOU＆MEEの
カオソーイが絶品です。

「三国志ゆかりの地で勝利の法則を学べ！」
神谷勇輝/北京

されているのではないかと思う程の感動。
一目見ただけで”心を震わせられる空間”。
「有名な観光地だし天安門でもいってみるか」 「 いつか自 分もイベントでそん な 空 間 を
元来観光が趣味でもない私は、
そんな軽い気 提供したい」
持ちで天安門に乗り込みます。
「・
・
・すごい」
そう思わせてくれるような”刺激”がそこに
究極の立体美。他を寄せ付けない圧倒的な はありました。
迫力。”歴史の重み”とは空間によって創造

ションが一番効果があると

肌身離さず持ち歩けるサイズ感がgoodです。

思うんだよ。
」

「結局コミュニケーションがすべてだよね。
」
しょっぱなか
ら言い切っていただきました。
R-STOREでは毎週月曜日
の朝、
社長がその折々の社会的トピックや政治の話題、
はたまた日常の中で気になったことなどを社員に向かって
話す時間を設けています。
“自分とはどういう人間か”
“日々の中で感じた事”を絶えず社員に伝え続ける事が、
浅井さんにとって重要な社内コミュニケーションなので

矢野彰仁/タイ
初のタイ一人旅！
異国情緒漂うタイは一言でいうと最高でした。
料理のクオリティーは高い、遺跡などの見ど
ころだけでなく近代ビルもある非常に刺激
的な町でした。

また今回は、真珠湾攻撃75周年という節目
外村公治/ハワイ
だった事もあり、式典準備やパレード等様々
海に飛び込みたい衝動を押さえ、会場見学、 なイベントが行われていました。
そうです研修です
（涙）
イベントの手法や演出もさる事ながら、改め
大規模なコンベンションセンターから、
ビー て平和の尊さとアメリカとの絆や歴史を感じ
チまで歩いて行ける主要ホテルの宴会場ま ました。
でハワイの魅力を存分に感じる会場でした。

社内運動会

Oct.

IT企業

こと、
か。
しみじみなるほど。
私、
もっと自分の話をしたほ

で決められます。
社長の隣になっ

1.28

技術系財団

2.6

外資系パッケージメーカー
Kick Off Event

2.12

大手住宅メーカー

た人の本音は・
・？

Mar.

セミナー

1.20

らいました。
その中でもオススメなのが月一回の席替え！

将来は、
タイに住みたい！と思うぐらいもう
一度行きたい国の一つになりました。

セミナー

月に一度の席替えは、
あみだくじ

その上で、
いくつかの効果的な施策についても教えても

「オアフの空の中心でＧＰ愛を叫ぶ！」

全社総会

す。
コミュニケーションの第一歩は、
自分を知ってもらう
うがいいのかな。

「TOPを走る男・矢野の慰労の旅」

2017 Event Introduction

New Office

10.12

ランチパーティ

コンテスト

フランクな社風でも、
やはりどうしても人間関係が固定化

風通しの良さそうなオフィス。
移動

してくるものです。
でも席替えはその問題を軽々とクリア

前提なので、
無駄な資料や私物も

2.16

タバコメーカー

してくれるそう。
それから、
たまたまスペースの問題から

溜まりません。
一石二鳥！

2.17

大手コーヒーチェーン

3.2

外資系化粧品会社
インセンティブトリップ＆パーティ

3.5

ヘルスケア会社

3.17

損害保険会社

3.18

旅行会社
ファミリー向けフェスティバル

3.20

人材派遣会社

うまれた衝立なしのデスク配置も風通しの良さを生んで

ハンサム社長と
記念撮影♡

いるというお話にも深くうなずきました。
オフィス移転を
控えた我々には有益なサジェスチョンです。
あれこれ理屈をつけたところで人は近くにいる人としゃ
べるし、
しゃべる量が多くなれば職場の空気も軽やかに
流れていく…物理的にいくらでもコミュニケーションは

ありがとうございました！CCOレベル

作り出せるという浅井さんのお話は、
新米CCOの心を深

がちょっとだけあがりました
（はず）

く打ったのでした。

シンポジウム
オーナー会議

全社総会
表彰式

全社総会

※黄字は海外案件

ュー
インタビ

イベント
ースの
プロデュ
必読本

敏腕イベントプロデューサーであり、イベント研究の第一人者である
高橋フィデル徹さんの著書『イベント運営完全マニュアル』について、
今回、高橋さんご本人にお話をお伺いしてきました！
PROFILE

高橋 フィデル 徹

Fidel Toru Takahashi
南米ペルー ワンカイヨ市のNASA研究所官舎にて出生以後ブラジル、ベネズエラ、アメリカ
在住を経て大阪に幼少帰国。同志社大学卒業後、近畿日本ツーリスト国際旅行にてイベン
ト分野開拓者となる。以後セレブレートオーストラリアイベントにてオーストラリア連邦
政府より大使館内で臨時職員として111イベントをこなし伝説となる。1991年（株）
ジャパンビジターズビューロー設立。IMF総会、サミットなど多くの国際会議、F1、
世界陸上、サッカーワールドカップなどスポーツイベント、エンターテイメント
の運営サポートから誘致企画、
コミッション業務まで関わる。

『イベント運営完全マニュアル』
を
出版するに至った経緯を
教えてください

Q.1

A

Q.2

本書を通じ、
伝えたいことは何ですか？

A

Q.3

イベントに携わる魅力とは？

A

Q4.

2020年の東京五輪を機に
イベント業界はどう変わりますか？

A

インタビューを
終えて（GP村上）

イベントについて概念的に伝えたい、そんな

本書を通じ、
「結論」
に対して、逆算的にヒト・

終わったときの達成感は勿論ですが、
自身の成長を如実に

日本の課題として保守的で排除的な人が多

思いで本書を出版しました。

モノ・カネをプロデュースしていく力を、学ん

感じられるところです。

いという点が挙げられます。
もっとオープン

イベント業とは定義が曖昧なもので、
イベン

で頂ければと思います。短期間/大規模で実

1つのイベントに数年かけて得られる人生の経験が詰まっ

に、広くいろんな分野を知ることが大切だと

ト会社、広告代理店、旅行業、または映像の

施するイベントには、
そのノウハウが詰まっ

ています。
イベントプロデューサーは多大な責任感とプレッ

思います。イベントができるだけでなく、

見地から捉え方は様々です。
今まではイベント

ています。

シャーの先端にいるため、
たくさんの負荷がかかります。

法律にも明るく、交渉にも強く、国際感覚の

というものを統合的な観点からまとめた本が

本書では物事の課題に対する解決法のヒン

修羅場にたってはじめて自分に足りないことが見えてくる

ある。
そんな人たちが増えていけばなと思い

なかった。
マイクロソフトが自社のOSをオー

トをご紹介しています。仕事に行き詰まった

のです。人生は1度きりですが、
イベントのチャンスは何度

ます。オリンピックのような国際的な行事

プンにしたように、自身のこれまでの経験の

と感じたとき、本書がヒントになるはずです。

も来ます。激動の人生を何度も味わうような、濃い経験がイ

を良い機会とし、もっと裾野を広げていけ

りました。今後発表される高

エッセンスを皆様に伝え、業界全体のレベル

イベント業界のみならず、物事の考え方、

ベントにつまっていることが、
この仕事の魅力です。刺激の

ば、
イベント業の革新、すなわちイベントル

橋様の書籍にも大注目です。

アップにつながることを願い出版致しました。

捉え方の参考としても読んでいただけますよ。

強い人生を求めている方はぜひ。

ネッサンスが起こるのではないでしょうか。

私が入社1年目の時に勉強さ
せて頂いた本の著者の方でお
会い出来てとても嬉しかった
です。
イベントプロデュースの可能
性と、
オリンピック後の日本の
発展にワクワクする時間とな

Design

CCO
C hief C ommu nic at i on O f fic e r

が 行く
く!

コミ
ュニ
ケ
いっ ーシ
たい ョンっ
何?
て

R-STORE さんにお邪魔しました！
1F

ここで最高のイベントを生み出す！

皆様どうぞご利用ください

2F

デザイナーズリノベーション物件を多く扱うR-STOREさん。
さん。
不動産事業だけで

3F

なんと！Event Hallがあります

なく、
メディアで話題になった“泊まれる本屋BOOK AND BED”を立ち上げ、
全
を立ち上げ、

大手レンタル会社
50周年記念パーティ

10.15

飲料メーカー
キャンペーンイベント

10.15

エンターテイメント企業
内定式

10.18 大手ファッション通販会社
Kick Off Meeting
10.22

不織布メーカー
ファミリーイベント

10.23

IT企業
プレゼンテーションイベント

10.24

海外映画祭

10.29

IT企業

10.30

教育出版社
ファミリーイベント

11.1

ヘルスケア会社 全国大会

11.2

大手レンタル会社
50周年パーティ

11.7

損害保険会社

11.11

大手部品メーカー
タレント手配

11.11

出版社
セミナー＆パーティ

11.18

時計メーカー
お得意様向けパーティ

11.18

菓子メーカー
社内フォーラム

11.19

IT企業

11.19

カード会社
労働組合50周年式典

12.3

スポーツイベント 大会運営

12.9

IT企業
クリスマスパーティ

12.12

飲料メーカー
社内イベント

12.26

大手ファッション通販会社
社内忘年会

1.18

外資系化粧品会社

1.19

出版社

キャンペーンイベント
Kick Off Event

国展開の真っ最中です。
GPのChief Communication Officerを拝命しながら、
を拝命しながら、
いまいちコミュニケーションのことが良くわかっていない三戸が今回こちらに

STUDY
TRIP
REPORT

お邪魔して、
コミュニケーションの極意について聞いてきました。

「大都会のイベント会場を見学せよ！」

ベクトルを
そろえる！

三戸浩美/シンガポール

こんな機会ですものマリーナベイサンズにも
お試し宿泊。人種のるつぼという言葉を実感
そこは不思議な街でした。大都会だけれど、 しつつ、在シンガポールのパートナーさんで
空気は確かに東南アジアのもの。南国の熱 あるVivid CreationさんともMTGもさせて
気に無条件にワクワクと逸る気持ちを押さえ いただき、有意義な1weekを過ごしました。
てユニークベニューのはしごを。
個人的には味のある町のホテルが好きですが、

書きこめる
黒板状の柱も
オシャレ！

前号に引き続き、GP研修旅行の様子を

レポートします。思索にふけり、
現場力を磨くための一人旅…さて、
その顛末は?!

「いくら技術が発達しても、

BRAND Book

結局は対面のコミュニケー

伝えたいことが、
より強く深く伝わるように。

「開運のお札をゲット！伝説の占い師を探せ！」
土井麻梨子/タイ
人生3度目の海外一人旅。限られた時間と予
算の中で如何に経験を積むか、ひたすら歩
いて
「異国」を感じてきました。道端の花。市
場の屋台。美人揃いのニューハーフショー。
怒号飛び交う“ムエタイ”観戦。

ルーフトップBARでの一人酒。見知らぬ土地
の見知らぬモノとの出会いを通じて、
ソコな
らではの空気を堪能しました。
もしバンコク
に行くならグランハイアットYOU＆MEEの
カオソーイが絶品です。

「三国志ゆかりの地で勝利の法則を学べ！」
神谷勇輝/北京

されているのではないかと思う程の感動。
一目見ただけで”心を震わせられる空間”。
「有名な観光地だし天安門でもいってみるか」 「 いつか自 分もイベントでそん な 空 間 を
元来観光が趣味でもない私は、
そんな軽い気 提供したい」
持ちで天安門に乗り込みます。
「・
・
・すごい」
そう思わせてくれるような”刺激”がそこに
究極の立体美。他を寄せ付けない圧倒的な はありました。
迫力。”歴史の重み”とは空間によって創造

ションが一番効果があると

肌身離さず持ち歩けるサイズ感がgoodです。

思うんだよ。
」

「結局コミュニケーションがすべてだよね。
」
しょっぱなか
ら言い切っていただきました。
R-STOREでは毎週月曜日
の朝、
社長がその折々の社会的トピックや政治の話題、
はたまた日常の中で気になったことなどを社員に向かって
話す時間を設けています。
“自分とはどういう人間か”
“日々の中で感じた事”を絶えず社員に伝え続ける事が、
浅井さんにとって重要な社内コミュニケーションなので

矢野彰仁/タイ
初のタイ一人旅！
異国情緒漂うタイは一言でいうと最高でした。
料理のクオリティーは高い、遺跡などの見ど
ころだけでなく近代ビルもある非常に刺激
的な町でした。

また今回は、真珠湾攻撃75周年という節目
外村公治/ハワイ
だった事もあり、式典準備やパレード等様々
海に飛び込みたい衝動を押さえ、会場見学、 なイベントが行われていました。
そうです研修です
（涙）
イベントの手法や演出もさる事ながら、改め
大規模なコンベンションセンターから、
ビー て平和の尊さとアメリカとの絆や歴史を感じ
チまで歩いて行ける主要ホテルの宴会場ま ました。
でハワイの魅力を存分に感じる会場でした。

社内運動会

Oct.

IT企業

こと、
か。
しみじみなるほど。
私、
もっと自分の話をしたほ

で決められます。
社長の隣になっ

1.28

技術系財団

2.6

外資系パッケージメーカー
Kick Off Event

2.12

大手住宅メーカー

た人の本音は・
・？

Mar.

セミナー

1.20

らいました。
その中でもオススメなのが月一回の席替え！

将来は、
タイに住みたい！と思うぐらいもう
一度行きたい国の一つになりました。

セミナー

月に一度の席替えは、
あみだくじ

その上で、
いくつかの効果的な施策についても教えても

「オアフの空の中心でＧＰ愛を叫ぶ！」

全社総会

す。
コミュニケーションの第一歩は、
自分を知ってもらう
うがいいのかな。

「TOPを走る男・矢野の慰労の旅」

2017 Event Introduction

New Office

10.12

ランチパーティ

コンテスト

フランクな社風でも、
やはりどうしても人間関係が固定化

風通しの良さそうなオフィス。
移動

してくるものです。
でも席替えはその問題を軽々とクリア

前提なので、
無駄な資料や私物も

2.16

タバコメーカー

してくれるそう。
それから、
たまたまスペースの問題から

溜まりません。
一石二鳥！

2.17

大手コーヒーチェーン

3.2

外資系化粧品会社
インセンティブトリップ＆パーティ

3.5

ヘルスケア会社

3.17

損害保険会社

3.18

旅行会社
ファミリー向けフェスティバル

3.20

人材派遣会社

うまれた衝立なしのデスク配置も風通しの良さを生んで

ハンサム社長と
記念撮影♡

いるというお話にも深くうなずきました。
オフィス移転を
控えた我々には有益なサジェスチョンです。
あれこれ理屈をつけたところで人は近くにいる人としゃ
べるし、
しゃべる量が多くなれば職場の空気も軽やかに
流れていく…物理的にいくらでもコミュニケーションは

ありがとうございました！CCOレベル

作り出せるという浅井さんのお話は、
新米CCOの心を深

がちょっとだけあがりました
（はず）

く打ったのでした。

シンポジウム
オーナー会議

全社総会
表彰式

全社総会

※黄字は海外案件

ュー
インタビ

イベント
ースの
プロデュ
必読本

敏腕イベントプロデューサーであり、イベント研究の第一人者である
高橋フィデル徹さんの著書『イベント運営完全マニュアル』について、
今回、高橋さんご本人にお話をお伺いしてきました！
PROFILE

高橋 フィデル 徹

Fidel Toru Takahashi
南米ペルー ワンカイヨ市のNASA研究所官舎にて出生以後ブラジル、ベネズエラ、アメリカ
在住を経て大阪に幼少帰国。同志社大学卒業後、近畿日本ツーリスト国際旅行にてイベン
ト分野開拓者となる。以後セレブレートオーストラリアイベントにてオーストラリア連邦
政府より大使館内で臨時職員として111イベントをこなし伝説となる。1991年（株）
ジャパンビジターズビューロー設立。IMF総会、サミットなど多くの国際会議、F1、
世界陸上、サッカーワールドカップなどスポーツイベント、エンターテイメント
の運営サポートから誘致企画、
コミッション業務まで関わる。

『イベント運営完全マニュアル』
を
出版するに至った経緯を
教えてください

Q.1

A

Q.2

本書を通じ、
伝えたいことは何ですか？

A

Q.3

イベントに携わる魅力とは？

A

Q4.

2020年の東京五輪を機に
イベント業界はどう変わりますか？

A

インタビューを
終えて（GP村上）

イベントについて概念的に伝えたい、そんな

本書を通じ、
「結論」
に対して、逆算的にヒト・

終わったときの達成感は勿論ですが、
自身の成長を如実に

日本の課題として保守的で排除的な人が多

思いで本書を出版しました。

モノ・カネをプロデュースしていく力を、学ん

感じられるところです。

いという点が挙げられます。
もっとオープン

イベント業とは定義が曖昧なもので、
イベン

で頂ければと思います。短期間/大規模で実

1つのイベントに数年かけて得られる人生の経験が詰まっ

に、広くいろんな分野を知ることが大切だと

ト会社、広告代理店、旅行業、または映像の

施するイベントには、
そのノウハウが詰まっ

ています。
イベントプロデューサーは多大な責任感とプレッ

思います。イベントができるだけでなく、

見地から捉え方は様々です。
今まではイベント

ています。

シャーの先端にいるため、
たくさんの負荷がかかります。

法律にも明るく、交渉にも強く、国際感覚の

というものを統合的な観点からまとめた本が

本書では物事の課題に対する解決法のヒン

修羅場にたってはじめて自分に足りないことが見えてくる

ある。
そんな人たちが増えていけばなと思い

なかった。
マイクロソフトが自社のOSをオー

トをご紹介しています。仕事に行き詰まった

のです。人生は1度きりですが、
イベントのチャンスは何度

ます。オリンピックのような国際的な行事

プンにしたように、自身のこれまでの経験の

と感じたとき、本書がヒントになるはずです。

も来ます。激動の人生を何度も味わうような、濃い経験がイ

を良い機会とし、もっと裾野を広げていけ

りました。今後発表される高

エッセンスを皆様に伝え、業界全体のレベル

イベント業界のみならず、物事の考え方、

ベントにつまっていることが、
この仕事の魅力です。刺激の

ば、
イベント業の革新、すなわちイベントル

橋様の書籍にも大注目です。

アップにつながることを願い出版致しました。

捉え方の参考としても読んでいただけますよ。

強い人生を求めている方はぜひ。

ネッサンスが起こるのではないでしょうか。

私が入社1年目の時に勉強さ
せて頂いた本の著者の方でお
会い出来てとても嬉しかった
です。
イベントプロデュースの可能
性と、
オリンピック後の日本の
発展にワクワクする時間とな

NEW MEMBERS
新しい 才 能 が 、続々と G P に集 結しています!
Assistant Producer

Assistant Producer

Assistant Producer

燕雪

永尾悠馬

山岸希望

EN SETSU

YUMA NAGAO

生年月日 : 1992.07/19
「GPの
出 身 地：滋賀県彦根市
味 : お酒・カラオケ・
巨人」 趣 味 : 社交ダンス・

生年月日 : 1988.11/22

生年月日 : 1990.01/10

出 身 地：中国・洛陽

出 身 地：滋賀県守山市

趣

趣

味 : ライブ観戦・
アニメ・カメラ

「New
type」

NOZOMI YAMAGISHI

野球観戦

舞台観劇・
チラシを集めること

GP
News Letter
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INTERVIEW“Recommend Books”

突撃！CCOが行く！
！
（R-STORE）
New Members

Study Trip Reports
Relay Essay
（水野翼）
編集後記

初めまして！４月からGPに入社した永尾悠馬です！
「イベン
ト」
とは無形なものであるからこそご要望に合わせて、多種

誰もやらないことをやる、誰も推薦しない道を歩む、それ

多様な形に変えることができます。満足を極限まで追求し、

舞台好きが転じて、
リアルな感動を届ける仕事に就きた

そのお客様に一番マッチングした
「形」
を提供できるイベン

いと思い、
イベント業界へ飛び込みました。MAGGYこと、

これから一体どこまで行けるのか、
自分の限界を探りなが

トプロデューサーを目指していきたいと思います！お客様、

山岸希望です！お客様をあっと言わせるイベントプロ

ら、楽しく走ってます。」

パートナーの皆様、
ご指導の程宜しくお願い致します！

デューサーになれるよう、今後精進致します。

Welcome!
ＧＰのスタッフが順番に
“私のオススメ”を紹介する
リレーエッセイ。
今回はGPイチのイケメン
水野翼がお送りします。

自分の経験の中で、何が皆様にとってオス
スメかを改めて考えましたが…
やっぱり思い浮かぶのは“ダンス”でした!!
ダンスとの出会いは高校生の時。始めた
きっかけは姉の影響もあるのですが、当時
「RAVE2001」
というTRFのSAMさんが
出演していた深夜のダンス番組に興味を
持った事からです。
同じ人間なのに、何故こんな不思議な動き
が出来るのか。
スゴイ…、
でもどうすれば…、
でもカッコイ
イ…、
でも自分が躍るのは恥ずかしい…、
そんな気持ちの変化と葛藤もありつつ、
気が付いたら友達とダンス教室に足を運ん
でいました。
ダンスの魅力を知ってからは、毎週、
そして
毎日練習に明け暮れ、
ダンサー友達も増え、

May.2017

「Call Me
」
MAGGY!!!!」

こそ楽しいんだと思う。独り身で日本にやって来て6年目、

RELAY
E SSAY

16

No.

チームを組み、イベントやコンテストへも
出場するようになりました。
大学でもダンスサークルを立ち上げ、社会
人になってからも仕事としてダンスにも関
わる、
そんなダンス漬けの人生でした。
自らダンスイベントを主催した事がきっか
けで、イベントの裏側＝企画・制作に興味
を持ち、何 社かを経て、グローバルプロ
デュースに辿り着きました。
高校時代ダンスと出会ってなければ、今頃
の自分はどこで何をしているのか正直分か
りません。ふとした興味が人生を変える。
皆さんにもぜひ、気になっているけど中々
手を出せない・・・そんなことに思い切って
チャレンジしてみることをオススメします！
次回は、神谷勇輝の“オススメ”をお伝え
します。

編

集

後

記

“啓蟄”という言葉があります。
「虫たちが穴から
這い出でる」
という意味で、つまり春がやってき
たことを表す季語ですが、私はこの言葉が昔か
らとても好きでした。春の訪れを感じて、
じっとは
していられないウキウキ感ムズムズ感をピッタリ
と言い表していると思うのです。
小学校の頃、授業が終わると家までの道々花を
摘みながら歩き、小さな花束にして持って帰った
ものです。タンポポ、オオイヌノフグリ、レンゲ、
ナズナ、時には土筆も。
そんな日には母が夕食に
土筆の佃煮を作ってくれました。
虫たちや草花。
幼いころ親しんだ懐かしいアイテム
ですが、我々は「昔の田舎にはあったけど、現代
の都会にはないもの。なくなったもの」
と思いが
ちかもしれません。けれどそれは大人の勝手な
思い込みで、
ここ東京渋谷の道端にも、
もちろん
小さな花は生えているのです。我が家の4歳児は
0歳から渋谷の保育園に通うネイティブ都会っ子
ですが、時折小さな花束を手に帰宅します。
そんな時私は２つのことを思います。
「思い込み」
の
愚かさと、
「 視点」の存在。単純なことですが、
我々の視点はずいぶん地面から離れたというこ
となのでしょう。

今回のNewsLetterでは、“イベントプロデュー
サー 必 読 本 ”をご 紹 介しました。当初 、2 名の
スタッフそれぞれにオススメ本を挙げてもらう予定
だったのですが、同じ本でも読む者によって受け
取り方も読み解き方も違うものです。
そのことが
浮き彫りになる、面白い対談となりました。
さてグローバルプロデュースは6年目を迎える
この春、3度目のオフィス移転をすることとなり
ました。場所は現在と同じ原宿。
「 東京タラレバ
娘」の主要ロケ地としてもおなじみになりつつ
ある、
ここCoop Olympiaを離れることに一抹
の寂しさはあるものの、
ガラリと趣を変えること
になる新オフィスでのスタートをスタッフ一同
心待ちにしつつ、諸準備を慌ただしく進めている
最中です。“新しい酒は新しい革袋に入れよ”と
いう言葉があります。新しい思想・内容を表現す
るには、それに応じた新しい形式が必要だ、と
いうような意味かと思いますが、
この移転はまさ
に我々の新しい表現を、新しいチームワークを、
そして新しいパートナーシップを生み出すため
の、強力な一手となると信じています。お近くに
お立ち寄りの際は、ぜひぜひ足をお運びくださ
い。気持ちよいテラスで美味しいコーヒーをご
一緒しましょう。
（三戸浩美）

GP New Office

WE
MOVED!!

MAY
28. 2017
至
代
々
木

in HARAJUKU

NEW!
GLOBAL
PRODUCE

「GLOBAL PRODUCEまた引越しか！」
そんな声が聞こえてきます。
２年間探し続けました。
ついに、巡り会いました。泣きそうな額の敷金を振り込みました。
ずっと狙っていた物件でした。社員と前を通った時に
「ここに引っ越すからな。」
と話すとみんな信じてくれていませんでした。想い続けて一生懸命仕事を
すると叶うものです。
（今回は少し根を張って４年間は引越しません。）何といっても、
お仕事をご一緒頂いた皆様のおかげです。
いつも本当に本当にありが
とうございます！2Fにはイベントプロデュースに関わる、
あらゆる方にご利用いただけるFREE SPACEもご用意致しました。
（今流行りかなと思って・・・）
ちなみにお祝い花等はいりませんので、
それより是非皆さんに見て欲しいです。7月には引越しPARTYも企画しています。 チーフディレクター
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