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ソウルスケープ・フェスティバルのビーチヨガ

テクノロジーを
活用して心に残る
体験を演出

#SGExperience

通信環境が整いテクノロジーの導入が進んでいるシンガポールでの国際イベント開催は、スポン
サーの確保と出資へのハイリターンという面で主催者に大きなメリットを提供します。シンガポー
ルのグロビボ・イベント・テクノロジー社の取締役であるフェリックス・リムバック博士（Dr. Felix
Rimbach）によると、イベントで採用されるテクノロジーといえば基本的な照明と音響などのインフ
ラが中心でしたが、今やイベント体験の重要な要素になりつつあります。

ラブラドール・パークのトレイルコース

クリエイティブデザイン、マーケティング、広報といったさまざまな分野でテクノロジーを取り入れ、
参加者の心を捉える体験を演出してみましょう。その例を一部ご紹介します。
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シンガポール・スポーツハブ内にあるシンガポール・ナショナ
ルスタジアムは、現在世界最大のドーム構造物です。LED 電
球が埋め込まれた屋根は、日暮れとともに巨大なディスプレイ
へと変わります。夜空に浮かぶ鮮やかなスポンサーロゴやブラ
ンドメッセージは、観客の記憶に刻まれることでしょう。
ヒントとなったのは、2015 年にシンガポールで開催された第
28 回東南アジア競技大会においてヘキサゴン・ソリューショ
ン社が披露した精巧なプロジェクションマッピングです。同社
のマネージングディレクターであるエイドリアン・ゴー（Adrian
Goh）氏によると、開会式と閉会式で提供されたこのアトラク
ションは、クリスティ・デジタル・システムズ社の Roadster J
シリーズ 3DLP プロジェクター 160 台と coolux の Pandoras
Box メディアサーバー 18 台を使用し、「プロジェクション映像
における出力輝度」のギネス世界記録を樹立しました。この
技術を利用すれば、色彩あふれる映像とライブパフォーマンス
を組み合わせて、五感に響くショーでアスリートたちを歓迎す
ることができます。
シンガポール・ナショナルスタジアムで開催された第 28 回東南アジア競技大会

イベント企画の詳細は以下をご覧ください。
www.sportshub.com.sg

毎年 8 月の週末に 2 度開かれるシンガポール・ナ
イトフェスティバルに合わせて、イベントを開催して
みませんか。フェスティバル会場に近いレストラン
でディナーパーティーやカクテルパーティーを開け
ば、参加者は目の前で繰り広げられるプロジェクショ
ンマッピングを楽しみながら、地元の人々と交流を
図り、フェスティバルの雰囲気にひたることができま
す。2015 年夏には、フランスのアーティストであり
グラフィックデザイナーでもあるデヴィッド・パスガン
（David Passegand）氏とモエツ・バトル（Moetu
Batlle）氏が、シンガポール国立博物館の外壁を使
用して、おちゃめなキャラクター「Anooki」が活躍
するプロジェクションマッピング作品「The Anooki
Celebrate Singapore」を披露しました。シンガ
ポールの夏を肌で感じつつ、夜空の下で光と音のパ
フォーマンスを鑑賞するひとときに、参加者は強い
一体感を味わえることでしょう。イマジネーションを
駆使して、テーブルクロスや天井からつるしたオー
ナメントにイベントのテーマに沿ったプロジェクショ
ンマッピングを行えば、よりいっそうスポンサー効果
を提供できます。
イベント企画の詳細は以下をご覧ください。
www.nightfest.sg
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夜空を飾る
3D プロモーション

SG ナイトフェス
を彩る
プロジェクション
マッピング

プロジェクションマッピング作品「The Anooki Celebrate Singapore」

アプリとアトラクションで
チームビルディング
常夏の国、シンガポールならではのアウトドア・アドベンチャーはいかがでしょう。AR（拡張現実）アプリやモバイルアプリでチー
ムの一体感を養うアクティビティです。参加者は、マウント・フェーバー・ヒルからケーブルカーでセントーサ島に渡り、与えられ
たヒントを手掛かりに進んでいくと、ユニバーサル・スタジオ・シンガポールに到着します。AR 体験のライド「Transformers The
Ride: The Ultimate 3D Battle Full Experience」
を楽しんだら、
インタラクティブなモバイルアプリを使用したトレイルに出発しましょ
う。このアクティビティは、
イベントプランナーがシンガポールの LDR 社と協力し、
同社のジオロケーションタグ付けシステム
「LOTM」
を活用して制作するものです。主催者は、トレイルの場所を決め、具体的なストーリーやスポンサーからのメッセージに沿って位
置情報タグを埋め込むだけです。参加者が指定の場所に到着すると、手元のモバイルデバイスにストーリーやメッセージが表示
されます。プログラミングの知識がないプランナーでも、こうしたインタラクティブ・トレイルの企画が可能です。
イベント企画の詳細は以下をご覧ください。
www.ldr.sg

シンガポール国家遺産局が開発したアプリ「Singapore Heritage Trails」をダウンロードすれば、
トレイルを通じてシンガポールの文化遺産について学び、実際に見て回ることができます。
°カンポン・グラム・トレイル
°第二次世界大戦トレイル
°バレスティア・トレイル
観光スポットを探索できるその他のアプリ
°
「PocketTrips SG50 Edition」– 15 のトレイルを選択
°
「Jalan Jalan Singapore Heritage」– シンガポールの名所を散策
°
「Crowd Trails」– トレイルを作成・共有できるロケーションベースのソーシャルアプリ
°
「gothere.sg」– シンガポールの公共交通機関を利用した経路探索

ユニークなチーム
アクティビティで
一体感を強化
優れたチームアクティビティには、参加者の意欲
を高め、強い絆と一体感を生み出し、相互のコミュ
ニケーションを活発にする効果があります。チー
ムで楽しむことでポジティブなムードやメンバー
同士を尊重し合う空気が生まれ、建設的な意見
を交換したり、お互いのアイデアを高められるこ
とでしょう。

#SGExperience 歴史をさかのぼる街歩き
観光業界で数々の賞を受賞したジャーニー社が制作を手掛けた
「オリジナル・シンガポール・ウォーク」に参加し、シンガポー
ルの歴史遺産について学びませんか。ウォーキングの後はホテ
ルのロビーでゆったりとアフタヌーンティーを楽しみ、シンガポー
ルについて学んだことを共有できます。
「帝国の時代（The Time of Empire）
」コースでは、シンガポー
ルのコロニアル地区を散策し、植民地時代の建築物、国の花、
サーキーズ兄弟、シンガポール最大の新聞「ザ・ストレーツ・
タイムズ」
、代表的なカクテル「シンガポール・スリング」など
について学びます。ウォーキングのハイライトは、150 年の歴史
を誇る聖アンドリュース大聖堂、コールマンストリート、ラッフル
ズホテルです。活気あふれる現代的な都市の中心に残された歴
史遺産を徒歩で巡る体験は、印象的な思い出として参加者の心
に残るはずです。締めくくりにはシンガポール・スリング発祥の
地であるラッフルズホテルのロング・バーでカクテルを味わいな
がら語り合いましょう。
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聖アンドリュース大聖堂

シンガポールの多様性に富む自然と文化を融合
させて、ユニークで斬新なチームアクティビティ
を企画し、参加者同士の絆を強めましょう。

イベント企画の詳細は以下をご覧ください。
www.journeys.com.sg

イベント用イグルー

空の上で
インスパイアミーティング
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イノベーション・ミーティングを開催するなら、シン
ガポールの有名アトラクションを利用して、空の上
で分科会を開いてみませんか。眼下に広がるシンガ
ポールの美しい街並みが、参加者の想像力や意欲
をかきたててくれます。
パシフィック・ワールド社と協力して、アジア最大
の観覧車であるシンガポール・フライヤーでチーム
ワーキングを試みてはいかがでしょうか。28.4m×
7mのガラス張りのゴンドラは最大28人を収容でき、
揺れもほとんどないため、作業台やフリップチャー
トを持ち込んでディスカッションが可能です。1 周
32 分というペースは、課題に取り組み、解決策を
見いだすのにちょうどいい時間といえます。空調が
効いた心地良いゴンドラから見下ろす、シンガポー
ルの美しいスカイラインや港の壮観な眺望は、参加
者に大きな感動を与えるはずです。そこからインス
ピレーションを得て 5 分間のプレゼンテーション動
画を作成することもできるでしょう。

シンガポール・フライヤー

ケーブルカーを利用すれば、コミュニケーションス
キルも高められます。参加者は一つのケーブルカー
に同乗しながら、集中し、力を合わせて、問題解決
に取り組みます。開通したばかりのセントーサ・ラ
インは、マーライオン駅、インビア・ルックアウト
駅、シロソ・ポイント駅という 3 つの駅に停車しま
す。多様性に富むセントーサ島の圧倒的な景色と、
豊かな緑に抱かれた見どころの数々に刺激され、ク
リエイティブなディスカッションになること間違いな
しです。
イベント企画の詳細は以下をご覧ください。
www.pacificworld.com
www.singaporeflyer.com
www.mountfaber.com.sg

シンガポール ・
スポーツハブでの
イグルー脱出ゲーム
参加者の精神と肉体を活性化させ、プログラムを盛り上げましょう。スポンサー
を冠したスポーツウェアに着替えて、シンガポール・スポーツハブ内に仮設され
た空調完備のイベント用イグルーに集合します。イグルーの内部や周辺にスポ
ンサーのロゴを掲げることで、ブランドの露出を増やすことができます。
参加者をチームに分けてそれぞれのイグルーに送り込んだら、シンクアウト・イ
ベンツ社が考案した大がかりな脱出ゲームのスタートです。アップテンポの音楽
が流れる閉じられた空間で、参加者がプレッシャーの下でチームワークをいか
に発揮できるかエキサイティングな設定です。
ゲームが終了すれば、参加者は自由にアウトドア・アクティビティに出かけて、
新鮮な空気や太陽の光を存分に楽しめます。障害物を仕掛けたミニオリンピッ
クや、ナショナルスタジアムで陸上競技大会を行うのもよいでしょう。
イベント企画の詳細は以下をご覧ください。
www.sportshub.com.sg
www.thinkoutevents.com

シンガポール・スポーツハブでは、以下をは
じめとして、ビジネスイベントの参加者が楽
しめるさまざまなアクティビティをそろえてい
ます。
° ウォータースポーツ・センターでのカヤック
° OCBC アクアティックセンターでの
アクアズンバとエアロビクス
° OCBC アリーナでのバスケットボール、
バドミントン、バレーボールの試合
° 運動が苦手な人のためのシンガポール・
スポーツミュージアム探索
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アートで磨かれる
クリエイティビティ
2015 年 11 月にオープンした 64,000m2 の広さを誇るビジュアルアート美術館で
あるナショナルギャラリー・シンガポールでイベントを開いてみましょう。旧市庁
舎と旧最高裁判所の建物を利用し、現代的な要素を融合させた建築空間が参加
者を魅了します。館内に設けられたいくつものギャラリーを巡るガイド付きツアー
を追加すれば、シンガポールや東南アジアだけでなく世界中のアート作品を通じ
て視覚的な刺激が得られます。
リー・コンチアン自然史博物館では、シンガポールの生物多様性について学ぶこ
とができます。シンガポール国立大学の敷地内にあり、壁面に植物が配置された
この 7 階建ての建物は、総床面積 8,500m2 を擁し、この地域で収集した 56 万以
上のロットと 100 万種以上が展示されています。博物館が長い年月をかけて収集・
保存してきた数々の展示物に、参加者は瞠目することでしょう。
イベント企画の詳細は以下をご覧ください。
www.nationalgallery.sg
www.lkcnhm.nus.edu.sg

ナショナルギャラリー・シンガポール
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プラナカン文化体験

プラナカンの伝統文化を体感
シンガポールで人気の番組「マスターシェフ・アジア」をまねて、プラナカン料理に挑戦してみてはいかがでしょう。ザ・イ
ンタンやババ・ハウスを訪問すれば、
プラナカン文化に触れることができるでしょう。150 年の歴史を誇るニールロードのババ・
ハウスでは、陶磁器、伝統的な衣装、宝石といったコレクションを鑑賞し、オーナーのアルビン・ヤップさんから詳しい説明
を聞くことができます。
「Tales from Two Peranakan Kitchens」の著者ロザリン・ソーンさんから伝統的なプラナカン料理を学びましょう。アッサム・
フィッシュカレー、バビ・ポンテ（豚肉のしょうゆ煮込み）、バワン・ケピティン（カニと豚の肉団子スープ）などの豪華な料
理はいかがですか。「スパイスオデッセイ」で有名な料理学校であるアット・サンライス・グローバルシェフ・アカデミーで、
世界の料理に用いられるスパイスについて楽しく学ぶこともできます。媚薬になるスパイス、薬効が証明されたスパイス、ス
ピリチュアルな影響を及ぼすスパイスなどで、料理をレベルアップするヒントを集めてみましょう。習った料理をディナーのメ
ニューに加え、皆に食べてもらえば、さらに達成感が得られるはずです。
イベント企画の詳細は以下をご覧ください。
www.the-intan.com
www.grandmothersrecipes.com.sg
www.at-sunrice.com

ジュテーム・パフューマリー・シンガポールでの香水づくり

自分だけの香り
会議プログラムの分科会の一つとして、香水づくりのワークショップでセンスを磨いて
みませんか。参加者はシンガポールで産出された 400 以上の香り成分の中から好み
のものを選んで混ぜ合わせ、オリジナルの香水を調合できます。ワークショップでは、
ハラル認証済みの成分や 100% 天然成分も準備されています。シンガポールを訪れ
た記念になる自分だけの香りをつくることは、ラグジュアリー志向の参加者にとって最
高のもてなしになるでしょう。ジュテーム・パフューマリー・シンガポールのワークショッ
プでは、最小発注数を満たせば、好きなボトルを選んでオリジナルの香水を広めるこ
ともできます。
イベント企画の詳細は以下をご覧ください。
www.jetaime-singapore.com

「ガーデンシティ」を
体験

#SGExperience
島巡りクルーズ
クルーズ船をチャーターして、シスターアイランド、
セントジョンズ島、クス島をはじめとする人気の島々
を巡ってみませんか。シンガポール自然協会やイン
ターナショナル・コースタル・クリーンアップ・シン
ガポールなどの団体と協力して、ウビン島の海岸や
森の清掃などの環境保全活動に参加することもでき
ます。ウビン島にあるシンガポールの最も豊かでユ
ニークな生態系の一つであるチェックジャワは、6 つ
の主要な生息環境が融合している場所です。海岸に
沿って設置された 1.1km のボードウォークを歩いて、
多様性に富む植物や海洋生物に触れたり、21m の
高さの展望台に上ってナンヨウショウビンやキガシラ
ヒヨドリなどを観察したりするのもいいでしょう。

参加者がリフレッシュできるよう、プログラムの合間には自然に親しむアクティビティを準備しましょ
う。豊かな自然と澄んだ空気に恵まれたシンガポールの環境を生かし、深呼吸エクササイズを行えば、
精神的にも肉体的にも健やかになれます。
深い呼吸と清浄な空気は最高の組み合わせです。深呼吸して肺の中に酸素を送り込めば、筋肉がリラッ
クスし、体が元気になります。そして、新鮮な空気は精神と肉体を活性化し、心と体を調和させ、悩
みごとや雑念から解き放つ役割を果たします。

クッカリー・マジックと協力すれば、ウビン島住民の
家庭菜園で収穫したハーブを使って、自然の中で料
理を学ぶグループ・クッキングを企画することもでき
ます。日が暮れる頃に再び船に乗ってセントーサ島
に戻り、野外ショー「ウィングス・オブ・タイム」で
花火を見たり、149 人が乗船できる大型帆船「ロイ
ヤルアルバトロス号」でプライベートディナーを楽し
んだりできます。

#SGExperience

ロイヤルアルバトロス号
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自然の中で深呼吸
ヨガ、音楽、ダンスを組み合わせたユニークなライフル
タイル・フェスティバル「ソウルスケープ」に合わせてイ
ベントを企画してみませんか。参加者は、陸上と水上の
両方で、ムーブメント・ワークショップを一日中楽しむこ
とができます。ミーティングや活動的なプログラムの中に、
参加者が息を深くしてリラックスできるような特別なセッ
ションを設けてみましょう。例えば、アウトドア・ヨガは
地元住民にも観光客にも人気のアクティビティであり、ユ
ネスコの世界遺産になったシンガポール植物園内のシン
フォニーステージ周辺の広場を利用することができます。
また、ガーデンズ・バイ・ザ・ベイの屋外会場「ザ・メ
ドウ」は要件に応じて最大 3 万人を収容可能です。郊外
に足を伸ばしてジュロン・レイクにある中国庭園や日本庭
園に出かけ、落ち着いた雰囲気の中で太極拳をしてみる
のもいいでしょう。
イベント企画の詳細は以下をご覧ください。
www.soulscape.sg
www.sbg.org.sg
www.yoursingapore.com/see-do-singapore/
nature-wildlife/parks-gardens/
chinese-garden.html

アウトドア・ヨガ
ノースイースタン・リバライン・ループ

自転車と徒歩で
シンガポールの
自然を満喫

イベント企画の詳細は以下をご覧ください。
www.islandcruise.com.sg
www.nss.org.sg
www.cookerymagic.com
www.sentosa.com.sg
www.tallship.com.sg

シンガポールの自然保護区を歩いてみましょう。
マックリッチー貯水池周辺には深い森が広がっ
ています。地元の自然保護団体と提携し、参加
者が新鮮な空気を味わいながら歩くツリートッ
プ・ウォークでのハイキングをチャリティー・
ウォークにすることもできます。マックリッチー
には長距離のハイキングコースがいくつかあり
ますが、ツリートップ・ウォークはその中でも代
表的なコースで、成熟した二次林の各段階が確
認できます。特にウォークの写真や動画を撮影
するときには、ブランド認知を高められるよう、
参加者にイベントスポンサーのロゴが入った鮮
やかな色の T シャツを着てもらいましょう。
4 つの公園を通ってシンガポール北東部の海岸
線を走る 26km のノースイースタン・リバライ
ン・ループは、パノラマの景観を眺めながらサ
イクリングを楽しむのに最適のコースです。ゴー
ルした後は、14 のレストランが軒を連ねるザ・
ポンゴル・セトルメントでゆっくり休むことがで
きます。サイクリングシューズを脱いだら、ジョー
ジズ・バイ・ザ・ベイで冷たいドリンクを楽しみ、
ポンゴル・シーフードやハウス・オブ・シーフー
ドなどのレストランで豪華な食事をぜひ堪能し
てみてください。
イベント企画の詳細は以下をご覧ください。
www.nparks.gov.sg
www.punggolsettlement.com

シンガポールには、以下をはじめとして、
団体で見学できる多くの農場があります。
°ザ・アニマル・リゾート –
www.theanimalresort.com/home
°チャンギ・フィッシャリー –
www.w3studio.net/fishery
°ボリウッド・ベジーズ・ファーム –
www.bollywoodveggies.com
°オーズ・バタフライ・アンド・トロピカル・
ハイドロポニック・ファーム –
www.ohfarms.com.sg
°ヘイ・デイリーズ –
www.haydairies.com.sg

シンガポールの夜を
満喫

#SGExperience

観光地として世界的に名高いシンガポールは、夜になるとひときわ活気づき
ます。街はライトアップされ、日が沈むと気温が下がり過ごしやすくなるため、
人通りが絶えることがありません。多くの地元住民や観光客でにぎわうデンプ
シー・ヒルやクラーク・キーなどの飲食街もその一つです。深夜でもショッピ
ングやエンターテインメントが楽しめるブギス・ストリートやオーチャード・ロー
ドなど、シンガポールには数えきれないほどのナイトスポットがあります。
参加者のモチベーションを高める特別なイブニング・プログラムで、一日の成
果を祝いましょう。

味覚を高める
イブニング

私立美術館「シンガポール・ピナコテーク・ド・パリ」

シンガポールにしかないダイニング体験でグルメ
な参加者を満足させ、心と体に栄養を届けます。

ガーデンズ・バイ・ザ・ベイのスーパーツリー・グローブ
写真：エドワード・ティアン（Edward Tian）

ラブラドール自然保護区のレストランであるタマリ
ンド・ヒルは、シンガポールの有名な夕日スポッ
トです。都会の喧騒を離れ、代表的なタイ・ミャ
ンマー料理を味わえば、アジアでのいっそう充実
した思い出が得られます。窓からは青々とした緑
の芝生の先に広がる海を一望でき、参加者から感
嘆の声が上がることでしょう。

#SGExperience
#SGExperience

夜のアートシーンで
味わう神秘と美食

夜のミュージアムやアートギャラリーに参加者を招待すれば、忘れられないひとときを提供
することができます。チームアクティビティのスペシャリスト、
ザ・エスケープ・アーティストが、
有名作家ダン・ブラウンの「ダ・ヴィンチ・コード」とシンガポール・ピナコテーク・ド・
パリ、ザ・コレクションズ・ギャラリーの ｢ 驚異の部屋（キャビネット・オブ・キュリオシティー）
｣ から着想を得たゲームを用意しました。参加者はギャラリーを歩き回り、パリとシンガポー
ルについての知識が問われる質問のヒントと答えを探します。照明を駆使して、よりミステ
リアスでエキサイティングなアクティビティにしましょう。
地元の素材を生かしたアジアンフレンチの晩餐で参加者をもてなしましょう。シンガポール・
ピナコテーク・ド・パリのイベントスペース「Space@FCAC」を、スポンサーのブランドや、
会議、インセンティブ・プログラムに合わせた色に装飾できます。参加者はそれぞれの体
験や写真を共有し、専用のハッシュタグで、ヒントが書かれた紙や、ディナーの座席カード、
メニューなど、イベントで使用したあらゆる素材にタグ付けします。タグ付けした画像をプ
ロジェクターで映し出しながらイブニング・トークはいかがでしょう。
イベント企画の詳細は以下をご覧ください。
www.theescapeartist.sg

シンガポールには、感情とイマジネーションをかきたてる、世界的なミュージアムや
アートギャラリーが数多くあります。
°アートサイエンス・ミュージアム – www.marinabaysands.com/museum
°アジア文明博物館 – www.acm.org.sg
°MAD ミュージアム・オブ・アート＆デザイン – www.madmuseumsingapore.com
°ナショナルギャラリー・シンガポール – www.nationalgallery.sg
°シンガポール国立博物館 – www.nationalmuseum.sg
°シンガポール・アート・ミュージアム – www.singaporeartmuseum.sg

ルーウィン・テラスは、戦前に建てられ、100 年
の歴史を誇る白と黒のコロニアル・バンガローで
す。参加者は、シンガポールの植民地時代に思
いをはせつつ、ジャパニーズフレンチを楽しむこ
とができます。フォート・カニング・パークの緑
の中にあるこのバンガローは、1933 年から 1935
年までシンガポールの司令長官を務めた E・O・
ル ーウィン 少 将（Major-General E. O. Lewin）
にちなんで名付けられ、一時期はヒル・ストリー
トの中央消防署長の住まいとなっていました。

コーナーハウス

多様な動植物との
出会い
夕暮れが迫ってきたら、シンガポール植物園内の国立蘭園を巡るガイドツアー
に参加者を誘ってみませんか。3 ヘクタールの斜面に色とりどりの 1,000 種以上
の種と、2,000 以上の交配種が植えられ、約 600 の種と交配種が展示されてい
ます。4 色に分けられたゾーンごとに参加者を配置したら、チームエクササイズ
を始めましょう。2 人組になり、1 人が目隠しをします。もう 1 人がその手を引
いてトレイルを歩きます。
目隠しをすることで五感が研ぎ澄まされ、花の香りや、噴水や滝の静かな水音
が聞こえてくるでしょう。エクササイズが終わったら、
コーナーハウスの「ガストロ・
ボタニカ」や、東洋と西洋のフュージョン料理を供するハリアのディナーで参加
者をもてなしましょう。ハリア（マレー語でショウガのこと）はその名の通りジン
ジャー・ガーデンの中にあり、ショウガの色鮮やかな花に囲まれたレストランです。
参加者は帰り道まで続く花景色を見ながら安らぎを存分に得られることでしょう。
イベント企画の詳細は以下をご覧ください。
www.sbg.org.sg

スーパーツリー・バイ・インドシンは、西洋料理
とフュージョン料理を提供する、シンガポールで
も特にユニークなレストランの一つです。ガーデ
ンズ・バイ・ザ・ベイ内のスーパーツリー・グロー
ブ最上階の全フロアを占めるこのレストランは、
OCBC スカイウォークからライトアップされたスー
パーツリーを楽しんだ後の食事スポットとして最
適です。
イベント企画の詳細は以下をご覧ください。
www.lewinterrace.com.sg
www.tamarindrestaurants.com/
tamarind-hill-singapore.html
www.indochine-group.com/home/
locsingapore-supertree.php

シンガポールで報奨旅行や
会議を企画してみませんか。
大きな成果が得られる
団体向けのご支援スキーム
をご用意しております。
BEiS ビジネスイベンツ・イン・シンガポール
支援対象に該当する
費用の一部を助成

イベントのタイプ

会議、報奨旅行、
各種団体コンベンション、
カンファレンス、見本市

2015 年より

助成率引き上げの
可能性あり

会場の紹介、
パートナーの紹介、
マーケティング、広告
などのカスタムサポート

BEiS（ビジネスイベンツ・イン・シンガポール）スキーム
• シンガポール政府観光局が提供する財政支援スキームです。
• 評価基準を満たしたお申し込みに対し、事前に設定させていただく条件の達成度に準じたご支援となります。
• 競合、検討段階でのお申し込みに限ります（シンガポール決定後のお申し込みは不可）。

MICE（会議、報奨旅行、各種団体コンベンション、
カンファレンス、見本市）
に関するお問い合わせはシンガポール政府観光局日本支局までどうぞ。
〒 100-6314
東京都千代田区丸の内 2-4-1 丸の内ビルディング 1407
TEL: 03-6269-9900
FAX: 03-6269-9910
www.yoursingapore.com/mice

