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The 3rd YOKOHAMA Global MICE Forum

COVID-19の世界的な感染拡大により、多くの会議・イベントが中止・延期を
強いられた2020年。その中でもオンライン会議システムや仮想空間を利用した
バーチャル開催、ハイブリッド会議、XRの導入などが試みられ、今やMICEのラン
ドスケープは一変しました。テクノロジーはこの先も、ビジネス・イベントの
あり方、発展の可能性を豊かに広げていくはずですが、一方で、対面の
コミュニケーションでしか実現することのできない価値があることも明らかです。
同時に、これからのMICEの復活・再生は、コロナ禍が浮き彫りにした様々な
現代の課題を見つめなおし、克服しつつ、イベントの開催がより良い社会の
実現に貢献することを目指し、進んでゆくべきと考えます。
そのような中で、MICE開催地への期待はどのように変化していくのか、
MICEパートナーとして選ばれる存在であるにはどうあるきか、
日本と世界のMICEプロフェッショナル達が、現地会場とオンライン上に
集い、MICEの未来について議論を交わします。

– Reimagining the Destination of Choice for Business Events –

横浜グローバルMICEフォーラム
27.Jan,2022

選ばれる開催地であるために

REGISTER NOW

―— 開催概要 ―—

開 催 日 2022年1月27日 (木)
※翌28日（金）ポストツアー
※開催後にラップアップ・ウェビナー（予定）
※開催後約1か月程度オンデマンド配信

開催形式 ハイブリッド
（会場参加、オンライン参加 ＋ オンデマンド配信）

会 場 パシフィコ横浜ノース
登 録 料 10,000円 (税込) ※学生スカラーシップあり
募 集 2021年12月1日 (水)～2022年1月13日 (木) 予定
対 象 国内外のMICE関係者

（催事主催者・関係者、PCO、PEO、旅行代理店、
MICE施設運営者・関係者、CVB、ホテル、
自治体関係者、DMO、DMCなど）

募集人数 現地：約100名、オンライン：約100名
主 催 パシフィコ横浜
共 催 横浜市
後 援 JCCB、JCMA
申込方法 ygmf.pacifico.co.jp よりお申し込みください

ただいま 準備中

https://www.facebook.com/pacificoyokohama/
https://ygmf.pacifico.co.jp/
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WHY ATTEND

世界の業界キーパーソン、
アソシエーションの声を聴く
国内外の業界キーパーソン、アソシエーショ
ン・メンバー、会議主催者たちと直接の知己
を得、そのリーダーシップから学ぶ貴重な機会
です。

MICEのグローバル・トレンドを
知る
イベント・テクノロジー、ハイブリッド会議のあり
方、会議におけるSDGs、DEI (Diversity, 
Equity & Inclusion)…MICEプロフェッショ
ナルの心得とMICEの現在を知り、主催者と
WIN-WINの関係を築くための礎とします。

将来のパートナーとなるネット
ワークを構築
MICE業界のエキスパートである参加者た
ちと、フォーラムでの議論を通して緊密な
ネットワークを構築し、今後のビジネス機会
を広げる将来のパートナーを発見しましょう。

ノース

フォーラム
会場

Forum supporters

PROGRAMME ※スケジュール・プログラムは予定です。

パシフィコ横浜アクセスマップ ▶

パシフィコ横浜ノース
みなとみらい線 みなとみらい駅 2番出口より徒歩5分

JR横浜駅東口より連節バスベイサイドブルーで約17分
🚏🚏 パシフィコ横浜ノース

羽田空港から直通リムジンで約45分
🚏🚏 ザ・カハラ・ホテル＆リゾート横浜

〒220-0012
横浜市西区みなとみらい1-1-2

From Ends Function Topic Contents / Key takeaway
9:30 - 受付
10:00 - 11:00 Outside the Box virtual! 心を整える ～ オンライン座禅 情報の嵐に翻弄される脳と疲れた心を、会議の前にしなやかに整える。
11:00 - 12:00 大人のためのプレ・カンファレンス講座 「計算力学って なにを計算しているの？」

(仮)
2022年7月に横浜で開催される第15 回世界計算力学会議（WCCM-APCOM
2022）を前に、そもそも「計算力学ってどんな研究？」という素朴な疑問に答える、会議に

12:00 - 13:00 [Lunch] ランチ試食会
Lunch Tasting

Powered by
ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル

13:00 - 13:10 オープニング
13:10 - 13:40 オープニングキーノート
13:40 - 13:45 [Mini break]
13:45 - 14:45 セッション１ コロナ禍からのより良い復興をめざして

- Moving Forward with Confidence
[Risk Management][Meeting Design][SDGs]
コロナ禍において起こりうるリスクを想定しながら、主催者そして参加者の安全・安心と共に
楽しさ・満足感を追求したグッド・プラクティスを紹介。

14:45 - 14:55 Pitch 施設の衛生管理 [Risk Management]
14:45 - 15:05 [Water Cooler Chat & Coffee Break]
15:05 - 16:05 セッション２ アジア・パシフィックのMICEの未来

- Future of Business Events in Asia
Pacific
co-hosted by JCMA

[Next Generation][Tech][Meeting Design]
アジア・パシフィック地域におけるMICE復興に向けた最新動向を紹介。さらに、次世代が
展望するビジネスイベントの未来とは？

16:05 - 16:15 Pitch
16:05 - 16:35 [Water Cooler Chat & Coffee Break]
16:35 - 17:35 セッション３ 選ばれる開催地であるために

- Reimagining the Destination of
Choice for Business Events

[Destination][Partnership]
会議主催者はどのような期待をもって開催地を選ぶのか、開催地はいかにイノベーションを
創出する交流のプラットフォームとしての役割を果たせるか、MICE開催が地域コミュニティに
与え得る影響力について、本格的なMICE再開を前に、会議主催者とともに展望する。

17:35 - 17:40 クロージング
移動

17:45 - 18:30 レセプション at ノース・ガーデンラウンジ

Forum partners
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