
ＭＩＣＥビジネスイベンツ先進エリア（Leading Areas for Business Events） 

 ＭＩＣＥの東京開催を拡大させるため、会議・展示、宿泊施設などのＭＩＣＥ関連施設の

集積エリアを選定し、重点支援することで、ＭＩＣＥ受入拠点のモデルを構築する目的で選

定されたエリアを指す。H29年度のウェブサイト掲載対象は下記 3エリアとなる。 

 

① 大手町、丸の内、有楽町地区（エリアマネジメント団体：DMO TOKYO Marunouchi） 

 東京の中心に位置する大手町・丸の内・有楽町地区、通称大丸有地区は東京駅をはじめ、

多くの駅が立地する交通利便性のもとに、国内外の有力な企業が集積し、国際ビジネスセン

ターとして経済活動の中心となっている。 

DMO 東京丸の内は、都心型 MICE の担い手としてホテル会議施設、ユニークべニュー等

の都心に集中している資源を活用し、地域一体で対応している。 

◆ＤＭＯ東京丸の内ウェブページ 

http://tokyo-marunouchi.jp/ja/ 

 

英訳：[Tokyo Marunouchi Area]  

The Otemachi, Marunochi and Yurakucho areas are located in central Tokyo. They provide 

convenient access to Tokyo Station, and many others. Major companies in and outside of 

Japan have been integrated to make this area the focal point of economic activity as an 

international business center.  

Top-class resources, including hotel meeting facilities and unique venues, are accumulated 

in the heart of the Metropolis. DMO Tokyo Marunouchi and its community look forward to 

welcoming clients as a major pillar of urban-style business events, and so utilize its recourses 

in the best possible way. 

 

② 港区六本木、赤坂、麻布地区（エリアマネジメント団体：Destination Marketing Organization 六本木） 

 Destination Marketing Organization (DMO)六本木は、国際性豊かで先進的なエリアで

ある六本木近隣の民間企業やホテル等が中心となって設立。 

六本木エリアには、企業系会議や学術会議の実施が可能なアカデミックな施設、インセンテ

ィブの受入が可能なラグジュアリーな施設など、用途に応じたコンベンション施設がある。

これらは、互いに近接しており、施設の同時利用による大型コンベンションの開催も可能と

なっている。会議に必要な施設だけでなく、宿泊、パーティプラン、アクティビティ他各種

サービスの提供もワンストップ窓口で対応している。 

 ◆DMO六本木ウェブページ 

 http://www.dmo-roppongi.jp/ja/about/ 

 

英訳：[Roppongi Area]  
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Destination Marketing Organization (DMO) Roppongi was established mainly by the private 

companies and hotels located in the vicinity of Roppongi. This area is strongly international, 

with a futuristic atmosphere. Around the Roppongi Area, there are various convention 

facilities which can accommodate a variety of uses. Academic facilities best suit corporate 

meetings or academic conferences, while luxury hotels and unique venues are perfect for 

holding incentive events.  As these facilities are located close to each other, it is possible to 

hold large conventions using multiple facilities simultaneously. In addition to meeting facilities, 

DMO Roppongi offers a one-stop solution for various services including accommodation, 

party planning, activities and more. 

 

③臨海副都心地区（エリアマネジメント団体：臨海副都心まちづくり協議会） 

 臨海副都心エリアは羽田・成田両空港からアクセスが良く、日本最大のコンベンションセ

ンターであるビッグサイトをはじめ、ホテルや商業施設が集積していることから、ビジネス

イベンツをコンパクトに開催することが可能となっている。海に囲まれた開放感のある場

所であり、東京ゲートブリッジや東京スカイツリーを一望できるロケーションであること

から、国内外から多くの人々が訪れ、東京の代表的なＭＩＣＥ・国際観光拠点の一つとして

機能している。更に、災害に強い都市インフラが整備されており、安全で安心な街となって

いる。 

 ◆臨海副都心まちづくり協議会ウェブページ 

 http://www.twca.or.jp/ 

 

英訳：[Waterfront Area] 

Tokyo Waterfront Area is the ideal place to hold business events in a compact manner. A 

great location with excellent access from both Haneda and Narita airports, this area also has 

a high concentration of various facilities, including hotels, commercial facilities, and even the 

biggest exhibition center in Japan - Tokyo Big Sight. The Waterfront Area attracts many 

visitors from both within Japan and throughout the world. The surrounding ocean gives an 

open feel, and the splendid view commanding the Tokyo Gate Bridge or Tokyo Sky Tree® 

makes this location a leading base for business events and international tourism. 

Furthermore, disaster-resistant urban infrastructure was designed ensure that this area is 

safe and secure.  

 

http://www.twca.or.jp/

