日本展示会協会５０年の歴史年表
２０１６年４月１８日
日本展示会協会事務局
本表を作成するに当たり、事務局保存資料に加え、
（株）ピーオーピー、
（株）東京ビッグサイト、
（一財）大阪国際経済振
興センターの資料を活用させていただきました。お礼申し上げます。
年

度

日展協の動き

展示会業界の動き

１９５４年

＊任意団体東京国際見本市協会設立

昭和２９年

＊第１回日本国際見本市、大阪で開幕

日本及び世界の動き
＊内閣に、輸出会議設置

＊第１回東京モーターショー、日比谷公園
で初開催
１９５５年
昭和３０年

＊１９５５日本国際見本市・東京(第１回)
開幕、天皇・皇后両陛下ご参観

＊日本、GATT に加盟
＊神武景気始まる

＊任意団体東京国際見本市協会解散
１９５６年
昭和３１年

＊社団法人東京国際見本市協会設立、UFI
に加盟

＊日ソ国交回復に関する共同宣言
＊国連総会で日本の国連加盟承認

１９５７年

＊東京・大阪見本市事務局連絡協議会にお

＊欧州共同市場（EEC）
・原子力共

昭和３２年

いて開催名称を「東京」
「大阪」を関す

同体（EURATOM）,条約調印

ることを決定
１９５８年
昭和３３年

＊（株）東京国際貿易センター設立

＊特殊法人日本貿易振興会（ジェト
ロ）設立
＊東京タワー完成
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１９５９年

＊晴海会場、東・南・西館の３館竣工

＊欧州自由貿易連合（EFTA）調印

昭和３４年

＊第６回東京モーターショー、晴海で初開

＊伊勢湾台風

催
１９６２年

＊日本国際工作見本市が大阪で開幕

昭和３７年

＊エレクトロニクスショー晴海で初開催

１９６４年

＊１９６４日本国際工作見本市開幕（初の

昭和３９年

東京開催）

＊日本、IMF８条国に移行
＊日本、OECD に加盟
＊国鉄、東海道新幹線開通
＊東京オリンピック開幕

１９６５年

＊第１回晴海貿易センター使用者会議（晴海協議会）開催

＊日韓基本条約調印

昭和４０年

＊東京貿易センターに１７項目の改善要望書提出

＊アジア開発銀行設立
＊朝永振一郎氏、ノーベル物理学賞

１９６６年

＊貿易センターより要望書の回答が提出される

＊中国で文化大革命始まる

昭和４１年
１９６７年

＊ザ・ビートルズ日本公演
＊４月「晴海協議会」が正式に発足、日展協の設立年

＊「東京流通センター」オープン

＊EC 発足

昭和４２年

＊首都高速道路環状線の全面開通

１９６８年

＊メキシコオリンピック開催

昭和４３年

＊霞が関ビル完成
＊川端康成氏、ノーベル文学賞

１９６９年
昭和４４年

＊１０月使用料金に改訂についての貿易センターからの申し入れ事

＊東京都立産業会館台東館オープン

項につき回答書提出

＊東名高速道路全線開通
＊米アポロ１１号月面着陸

１９７０年

＊日本万国博覧会開幕(大阪万博)

＊日本万国博覧会開幕

昭和４５年

＊ＴＯＣ展示会場オープン

＊新日本製鐵発足

＊第１回東京グッドリビングショー開幕

＊日米安保条約自動延長
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１９７１年

＊ドル・ショック

昭和４６年

＊円の変動相場制移行

１９７２年

＊会員に対し、活動に関するアンケート調査の実施

昭和４７年

＊貿易センターに、東館内の食堂設置の件などにつき要望書を提

＊晴海のＢ館とＣ館が見本市協会の保有に
なる

出、回答書を受け取る

＊札幌冬季オリンピック開幕
＊日米、沖縄返還協定に調印
＊ミュンヘンオリンピック開幕
＊日中国交正常化の共同声明調印

１９７３年

＊名古屋国際展示場オープン

昭和４８年

＊ベトナム和平協定締結
＊第一次石油危機（オイルショッ
ク）
＊江崎玲於奈氏、ノーベル物理学賞

１９７４年

＊「晴海協議会」から「日本展示会主催団体協議会」に名称変更

昭和４９年

＊賛助会員制度を新設

＊国際産業用ロボット展初開催

＊佐藤栄作ノーベル平和賞受賞

＊晴海のＡ館が見本市協会の所有に

＊山陽新幹線完成、九州まで直通に

＊国際ホテル・レストランショー初開催

＊ベトナム戦争終結

＊東京都に対し、展示館使用料に関する要望書の提出
＊貿易センターに対し、展示館使用料値上げ不承認の申し入れ
＊基礎装飾業者、電気・ガス・水道業者、食道業者との懇談会実施
５０社
１９７５年

＊交通対策委員会設置
＊晴海労懇と交通対策で懇談

昭和５０年

＊沖縄国際海洋博覧会開幕
４７社

＊ランブイエで第１回サミット開催

１９７６年

＊晴海労懇・住民への合同説明会を実施（３月、７月）

昭和５１年

＊賛助会員の会費改訂（会則変更）

５１社

＊モントリオールオリンピック開幕

＊「値上げ対策小委員会」及び「交通対策小委員会」の設置
＊貿易センターに対し、展示館使用料金改訂についての回答書提出

3

１９７７年
昭和５２年

＊晴海労懇より見本市公害対策に関する要求書を受け、回答書を提
出

＊北九州に西日本総合展示場がオープン
＊東京おもちゃショー初開催

＊食堂対策小委員会設置
５８社
１９７８年
昭和５３年

＊貿易センターに西館中２階に関する要望書提出
＊貿易センターに対し、展示館改善等に関する要望書提出

＊日本 DIY ショー初開催

貿易センターより設備改善について具体案の提示

＊新東京国際空港開港式
＊日中平和友好条約調印

５９社
１９７９年

＊交通対策小委員会設置

昭和５４年

＊会費を正会員、２４，０００円、賛助会員１２，０００円に改訂
（会則一部改訂）

＊池袋サンシャインシテイに「コンベンシ
ョンセンターＴＯＫＹＯ」オープン
＊データショウ初開催

＊第２次石油危機（オイル・ショッ
ク）
＊東京サミット開催

＊賛助会員アンケート調査実施・集計
＊新大阪国際見本市会場（インテックス大阪）建設の第一次意見具
５９社

申

１９８０年

＊「会場環境対策委員会」新設

＊モスクワオリンピック開幕

昭和５５年

＊主催者に「展示会環境整備についてのアンケート」実施、調査結

＊イラン・イラク戦争

果報告
＊臨港消防署と懇談
＊貿易センターに東館事務所の新設、西館と新館を結ぶ屋根付き歩
６０社

道設置等を申し入れ

１９８１年

＊貿易センターより環境整備経過報告を受ける

＊神戸国際展示場オープン

昭和５６年

＊晴海会場における食堂の問題点について協議

＊神戸ポートアイランド博覧会

＊月島警察署より晴海会場における自主警備体制についての要望書

＊晴海のＢ館、Ｃ館の耐火構造への改修工

６３社

を受ける

＊福井謙一氏、ノーベル化学賞

事完了
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１９８２年

＊「展示会白書のためのＰＲ委員会」設置

＊「静岡産業館」オープン

＊東北新幹線開業、上越新幹線開通

昭和５７年

＊臨港消防署より禁止行為解除承認条件に付き説明を受ける

＊東京都に「晴海見本市会場に関わる交通

＊フォークランド紛争

対策協議会」発足
＊「全国展示会連絡協議会」
（全展協）発
足
＊東京において、ＵＦＩ（国際見本市連
盟）第４０回総会開催
６４社
１９８３年
昭和５８年
６９社

＊東京国際防災展初開催
＊「展示会業界の各種問題を長期的展望で検討するビジョン委員
会」設置

＊「東京都立産業貿易センター本館」オー

＊東京デイズニ―ランド開園

プン

＊慶弔規定を一部改訂

＊晴海でドイツ博開催

１９８４年

＊専門委員会に賛助会員の入会を承認

＊インテックス大阪の管理・運営主体とし

昭和５９年

＊会場使用料値上げ等に関し、見本市協会と貿易センターに要望書

ての「大阪国際経済振興センター」設立

＊ロサンゼルス・オリンピック開幕
＊NHK 衛星放送開始

提出・回答を受ける
＊臨港消防署より防災マニュアルに関する説明を受ける
＊インテックス大阪の現地見学会の実施
７６社

＊インテックス大阪へ会場使用料及び設備等についての質問状作成

１９８５年

＊貿易センターに使用基準についての要望

＊「日本コンベンション推進協議会」発足

昭和６０年

＊大規模国際見本市会場建設予定地の１３号埋立地見学会の実施

＊インテックス大阪オープン

＊インテックス大阪の使い勝手についての検討会の開催

＊インテックス大阪主催者協議会発足

＊東京都知事に大規模国際見本市の早期建設の促進に関する要望書

＊インテックス大阪で APEC 会議開催

提出

＊日航機、御巣鷹山に墜落

＊「国際科学技術博覧会」開幕
＊ジェトロ・インポート・フェアのプロジ

８３社

ェクト開始
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１９８６年
昭和６１年

＊東京商工会議所会頭に「大規模国際見本市会場の早期建設の促進
に関する要望書」提出

＊通産省がイベント開催等に関する調査の
中間報告発表

＊２０周年記念事業委員会設置

＊通産省が「イベント研究会」設置

＊協議会の略称を「日展協」に統一。慶弔規定を一部改訂

＊（株）日本コンベンションセンター設立

＊東京臨港防火協会に加盟

＊インテックス大阪、シカゴのマコーミッ

＊２０周年記念のシンボルマーク決定

＊チェルノブイリ原発で大事故
＊東京サミット開催

ク・プレースと姉妹会場提携締結

＊東京港の将来像検討委員会が東京湾１０号埋立地に国際展示場整
８６社

備を提言

１９８７年

＊幕張メッセ現地見学会実施

＊「京都府総合見本市会館」オープン

＊国鉄分割民営化

昭和６２年

＊貿易センターより施設工事計画等について説明を受ける

＊「マイドーム大阪」
、
「沖縄コンベンショ

＊ニューヨーク証券市場大暴落（ブ

＊米国視察団派遣

ンセンター」
、
「名古屋国際展示場２号
館」がオープン

８８社

＊国際精密測定展初開催

ラックマンデー）
＊利根川進氏、ノーベル生理学・医
学賞

１９８８年

＊「用語統一ワーキンググループ」新設

＊「東京ドーム」オープン

＊青函トンネル開通

昭和６３年

＊欧州コンベンション事情調査団派遣

＊「大宮ソニック」オープン

＊ソウルオリンピック開幕

＊運輸省が１９都市を国際コンベンション
シテイに指定
９０社

＊（財）日本コンベンション振興協会発足

１９８９年

＊消費税対策の臨時会議開催

昭和６４年

＊大規模展示場促進委員会が東京都の新見本市会場計画に対する

平成元年

要望事項提出
＊東京との国際展示場建設検討会に２幹事が参加

＊通産省の「ジャパン・エクスポ構想」発
表、実施は９１年から

＊昭和天皇崩御平成に改元
＊消費税スタート

＊横浜アリーナオープン

＊天安門事件

＊東京コンベンションパーク基本構想懇談

＊ベルリンの壁崩壊

会報告書まとまる
＊「世界デザイン博覧会」開催
＊「横浜博覧会」
、
「アジア太平洋博覧会」
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開催
＊「
（社）日本イベント産業振興協会」発
足
＊日本コンベンションセンター（幕張メッ
セ）オープン
＊インテックス大阪、韓国総合展示場
９８社
１９９０年
平成２年

（KOEX）と姉妹会場提携調印
＊会則等検討委員会新設
＊東京都へ東京国際展示場基本計画について提案
＊幕張メッセへ要望書提出

＊東京都が東京フロンティアに基本計画発
表
＊「国際花と緑の博覧会」開幕

＊「日本展示会主催団体協議会」から「日本展示会主催者団体協議

＊ゴルバチョフ、初代ソ連大統領に
就任
＊イラク軍クエート侵攻
＊東西ドイツの統一

会」に名称変更
１０１社
１９９１年
平成３年

＊会員数１００社を超える
＊貿易センターより会場使用料金改定の申し入れ

＊「神戸国際展示場２号館」オープン

＊湾岸戦争

＊実務担当者の情報交換会開催

＊東京流通センターに「アールンホール」

＊都庁新宿に移転

オープン
＊「パシフィコ横浜・展示ホール」オープ
１０２社

＊ソ連消滅、
「独立国家共同体」
（CIS）に

ン
＊「ハイブ長岡（長岡産業交流会館）
」オ
ープン

１９９２年
平成４年

＊臨港消防署主催の会場管理講習会受講
＊２５周年記念事業について検討・実施要項決定
＊東京国際展示場利用規程検討委員会に３幹事参加
＊火災予防条例２３条に基づく解除承認等についてアンケート実施
＊我が国コンベンションの国際化レベル向上についてアンケート実

＊幕張メッセとメッセフランクフルトが姉
妹提携に調印
＊「ジャパン・エキスポ富山９２」
「三
陸・海の博覧会」開催

＊セビリャ万国博覧会開幕
＊ジェノア海の国際博覧会
＊バルセロナオリンピック開幕
＊欧州連合創設条約（マーストリッ
ヒ条約）に調印
7

１０２社
１９９３年
平成５年

施
＊庶務業務の外部委託開始

＊東京国際展示場利用促進検討委員会発足

＊東京サミット

＊「コンベンションのビジョンについてのアンケート」第１回目実

＊福岡ドームオープン

＊韓国・大田世界博覧会９３開幕

＊ポートメッセ名古屋としてリニューワル

＊ＥＵ発足

施
＊「会場別問題点の把握のためアンケート」実施

オープン（名古屋国際展示場３号館・交

＊江戸東京博物館開館

流センター・立体駐車場の完成）

＊J リーグ開幕

＊インテックス大阪６号館完成（７万平
米）
＊信州博９３開催
＊インテックス大阪、ハンブルグメッセと
１０２社
１９９４年
平成６年

の姉妹見本市会場提携調印
＊インテックス大阪６号館の見学会実施

＊「メイフェアプラザ仙台」オープン

＊人材育成委員会新設

＊「アジア太平洋トレードセンター」
（Ａ

＊通産省とイベント産業についての懇談会開催（２回）
＊「コンベンションの運営に必要な研修調査のためのアンケート」
実施
＊「東京国際展示場の使いやすさを考え過去の問題点を探るための
アンケート」実施
＊「東京国際見本市協会」への「東京国際展示場に対する要望書」
提出と回答の受け取り。
「日本コンベンションセンター」への
「幕張メッセに対する要望書」の提出と回答の受け取り
＊「コンベンションのビジョン並びに展示会の将来ビジョンについ
てのアンケート」第２回目実施・最終報告書「コンベンション・

ＴＣホール）オープン
＊「財東京国際交流財団」設立（東京国際

＊北米自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）
発効（米国－カナダ―メキシコ）
＊関西国際空港開港
＊大江健三郎氏、ノーベル文学賞

フォーラムの運営主体）
＊「アクトシテイ浜松」オープン
＊東京国際展示場の暫定料金決定
＊運輸省がコンベンション法に基づき、国
際会議観光都市全国４０都市を認定
＊晴海会場（ＡＢＣ館）の使用料金据置き
＊「世界リゾート博和歌山」開催
「三重世界祝祭博」開催

ビジョンならびに展示会の将来ビジョン」作成
１０５社

＊「第１回展示会実務セミナー」開催
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１９９５年
平成７年

＊大規模展示場対策委員会が会場対策委員会を吸収、
「展示場対策

＊イベント業務管理者試験実施

＊阪神淡路大震災

委

＊「世界都市博覧会」開催中止

＊東京地下鉄サリン事件

＊インテックス大阪。大震災被災者のため

＊「ゆりかもめ」営業開始

員会」に名称変更
＊「ビジョン委員会」
、
「レクリエーション委員会」新設
＊「日展協ビジネスカレッジ開港に関するアンケート」実施
＊「会員懇親のための具体的活動内容についてのアンケート」実施
＊第２回展示会実務セミナー開催
＊都市博中止に伴う東京ビッグサイトの今後の使用についての要望
書を東京都及び東京国際見本市協会に提出

の休憩所として１・２・６号館を提供
＊首都圏大規模コンベンション施設による
防災対策検討会開催
＊幕張メッセが中期事業計画策定、使用料
金の改訂
＊東京国際展示場利用促進検討委員会の分

＊東京ビッグサイト施設見学会

科会として東京ビッグサイト支援会議設

＊「東京ビッグサイトの前倒し利用に関する意見書」を東京国際見

置

本市協会に提出
＊「展示会の実態調査についてのアンケート」実施
＊「東京国際展示場の使用料金に関する要望書」を東京都及び東京
国際見本市協会に提出・回答受け取り
＊臨時総会で下記事項の決定。名称変更「日本展示会主催者協

＊UFI 第６３回会議がビッグサイトで開催
＊「マリンメッセ福岡」
、
「夢メッセみや
ぎ」オープン
＊「東京ビッグサイト」オープン
＊東京国際見本市、第２１回で終了

会」
、役員名称を代表幹事、幹事から、
「会長」
、
「副会長」
、
「監
事」に。役員任期を２年に変更
１１７社
１９９６年
平成８年

＊竹内慎一氏（日本セルフサービス協会）
、日展協会長に就任
＊「東京ビッグサイトにおける展示場運営上の問題点改善のための
アンケート」実施
＊東京国際見本市協会と「東京ビッグサイトにおける展示場運営上
の問題点改善のための会議」開催
＊「日展協ビジネスカレッジ」開校
＊正会員の年会費５万円に改訂

＊東京ビッグサイト施設改善対策委員会発
足
＊「大田区産業プラザ」オープン

＊臨界高速副都心線営業開始
＊アトランタ・オリンピック開幕
＊秋田新幹線開業

＊名古屋市見本市協会解散し、
「名古屋都
市産業公社」発足
＊京都市勧業館「みやこメッセ」オープン
9

＊第２回「展示会の実態調査についてのアンケート」実施

＊佐賀「世界・焱の博覧会」開催

＊東京ビッグサイトにおける展示場運営に関する東京国際見本市

＊「東京ファッションタウン」オープン

協会に対する要望書提出・回答書の受け取り
＊東京ビッグサイト使用上の問題点を東京国際見本市協会と協議

＊ツインメッセ静岡リニューアルオープン

＊「海外視察についてのアンケート」実施

＊幕張メッセとシンガポール・インター

＊東京国際フォーラム施設見学会

ナショナル・コンベンション・エギジビ

＊東京国際見本市協会と東京ビッグサイトの使用上の改善事項につ

ション・センターと姉妹提携

いての懇談会開催
１２８社
１９９７年
平成９年

＊晴海会場閉場

＊首都圏コンベンション施設運営協議会発
足

＊日展協創立３０周年に伴い特別会費を集金。
（２万円）

＊「東京国際フォーラム」オープン

＊消費税が３％から５％に

＊広報委員会を設置

＊「ナゴヤドーム」
、
「大阪ドーム」オープ

＊長野新幹線開業

＊総会終了後、
「日展協３０周年記念式典」開催
＊「１９９６年開催展示会の実態調査報告書」を作成

ン
＊「札幌市スポーツ交流施設コミュニテイ

＊「第２回日展協ビジネスカレッジ」
（厚木市）開催

ドーム」
、
「こまつドーム」
、
「和歌山ビッ

＊「人材育成に関するアンケート」を実施

グホエール」
、
「大館樹海ドーム」
、
「四日

＊東京国際見本市協会主催｛STAND DESIGN & DISPLAY FAIR

市ドーム」のオープン

97 ASIA｝日展協ブースを設置
＊「会場施設に関するアンケート（評価・その理由と要望）集計」

＊香港、中国に返還
＊地球温暖化会議（京都）開催
＊長野冬季オリンピック開幕

＊「幕張メッセ・国際展示場ホール９～
１１」オープン

をまとめる
＊「クアラルンプール・ハノイ・シンガポール海外研修」実施
１２６社

＊岸野信生氏（日本電気計測器工業会）
、日展協会長に就任

１９９８年

＊日本コンベンションセンター主催の「コンベンションメッセ幕張

平成１０年

‘９８」に協力出展

の東京国際見本市協会主催の意見交換会

＊リスボン国際博覧会

＊「日展協だより」を年６回発行することを決定。

の開催

＊サッカーW 杯フランス大会で日本

＊「１９９７年開催展示会の実態調査報告書」を作成

＊東京ビッグサイトの整備状況説明のため

＊「グランメッセ熊本」オープン

＊明石海峡大橋開通

初出場
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＊賛助会員のための「新入社員研修セミナーの開催

＊「西日本総合展示場・新館」オープン

＊日展協ホームページ検討に関するアンケート調査の実施

＊「キラメッセぬまづ」
、
「ビッグパレット

＊「第３回日展協ビジネスカレッジ」
（厚木）開催

福島」
、
「北九州メデイアドーム」オープ

＊「日展協ホームページ説明会」の開催

ン

＊EU１１か国、単一通貨ユーロを
導入

＊「若手・中堅対象セミナー及び海外研修に関するアンケート」の
実施
１４５社
１９９９年
平成１１年

＊日英併記の「日展協ホームページ」を開設
＊「第１回・第２回・第３回 E メール使用のためのセミナー」開

＊「つくば国際会議場」オープン

催

＊石原慎太郎氏、東京都知事に就任
＊上信越自動車道全線開通

＊若手中堅対象研修セミナー「２１世紀に向かっての世界の動きと
イベント・展示会のあり方」開催
＊「１９９８年開催展示会の実態調査報告書」の作成
＊「第４回日展協ビジネスカレッジ」
（東京）開催
＊日本電子工業振興協会主催「COM JAPAN 1999」に出展
＊「地方施設の視察と意見交換会の実施」
（西日本総合展示場、マ
リンメッセ福岡、グランメッセ熊本）
＊臨時総会で会則を変更し、施設会員を「特別会員」に移行
１４５社

＊小河信雄氏（日本能率協会）
、日展協会長に就任

２０００年

＊「地方施設の視察と意見交換会」
（パシフィコ横浜、ツインメッ

＊「さいたまスーパーアリーナ」オープン

平成１２年

セ、グランシップ、さいたまスーパーアリーナ）

＊「兵庫県立淡路夢舞台国際会議場」
、

＊「テーブルマナーの講習会」実施

「
「グ

＊東京国際見本市協会主催｛STAND DESIGN & DISPLAY FAIR
２０００｝日展協ブースを設置
＊「１９９９年開催展示会の実態調査報告書」の作成

＊２０００年ハノーヴァー万国博覧
会開幕
＊九州沖縄サミット開催

ランキューブ大阪」
、
「広島県立ふくやま

＊シドニーオリンピック開幕

産業交流館」オープン

＊白川英機氏、ノーベル化学賞

＊「インターネット博覧会」開催

＊「業種別にみた展示会の１９９６年から１９９９年までの推移」
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の発行
＊「展示会・見本市・コンベンション用語集」の作成（約３３０
語）
＊第５回日展協ビジネスカレッジ（東京）の開催
＊「バーコード来場者登録システム」セミナーの開催
＊「CEATEC JAPAN 2000」に出展
＊「２０００トラックショー」に出展
１４９社
２００１年
平成１３年

＊「日展協 AWARDS 2002」の設立発表
＊「地方施設の視察と情報交換会（ポートメッセ名古屋、名古屋国
際会議場等、インテックス大阪、USJ、パシフィコ横浜）
＊「東京ビッグサイトの共用部分新たな利用規定の説明会」実施
＊「２０００年開催展示会の実態調査報告書」を発表
＊補助事業「展示会・見本市における廃棄物削減に関する調査研
究」の発表

＊佐世保市に「アルカス SASEBO」
、府中
市に「東京スタジアム」オープン

＊米国同時多発テロ

＊釜山・展示コンベンションセンター

＊日本で狂牛病確認

（BEXCO）オープン
＊ジャパン・エクスポ「北九州博覧祭」
、
「２

＊「展示会・見本市・コンベンションに使用される用語集」の作成

００１うつくしま未来博」
、
「山口きらら

＊「第 6 回日展協ビジネスカレッジ」の開催（東京）

博」開催

＊「CEATEC JAPAN」と「２００１トラックショー」に出展

＊小泉内閣発足

＊冬季ソールトレイク・オリンピッ
ク開幕
＊野依良治氏、ノーベル化学賞

＊「上海新国際見本市会場」オープン

＊「上海新国際展示場（SNIEC）視察団」の派遣
＊「日展協ビジネスカレッジ in 九州」
（小倉）の開催
１４５社
２００２年
平成１４年

＊「日展協 AWARD 2002」のために外部の「学識経験者による選
考委員会」の開催
＊第１回「日展協 AWARD 2002」の表彰式及び懇親パーテイ

＊パシフィコ横浜増床、2 万平米の供用開
始
＊大阪国際見本市終了（第２５回）

＊日韓サッカーワールドカップ開幕
＊北朝鮮拉致被害者が帰国
＊イラク戦争始まる
＊田中耕一氏、ノーベル化学賞

不明

＊小柴昌俊氏、ノーベル物理学賞
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２００３年

＊「日展協ビジネスカレッジ in 熊本」
（熊本）の開催

＊（株）ビッグサイト発足

＊郵政事業庁が「日本郵政公社」に

平成１５年

＊日本展示会主催者協会が「日本展示会協会」に名称変更

＊幕張メッセ、サンテックシンガポール、

＊六本木ヒルズオープン

＊第２回「日展協 AWARD 2003」の表彰式及び懇親パーテイ

上海新国際博覧中心の 3 社がアジア・パ

＊平野暁臣氏による「六本木ヒルズのイベント戦略」

シフィック施設提携

＊「JExpo 2003」
（幕張メッセ）開催

＊「朱鷺メッセ」オープン

＊「米国・ラスベガスの展示会・コンベンション産業の実情視察
１５４社
２００４年
平成１６年

団」の派遣
＊「第 3 回静岡コンベンション施設見学会」
（ツインメッセ静岡

＊アテネオリンピック開幕

他）

＊新潟県中越地震

＊「展示会ビジネス・スキルアップセミナー」
（東京）の開催

＊スマトラ沖地震

＊第３回「日展協 AWARD 2004」の表彰式及び懇親パーテイ
＊「AFECA」総会に日展協から代表派遣、
「iecm 2004」(シンガ
ポール・エキスポ)に出
＊経産省の鳥丸忠彦氏による公園「経済産業分野における個人情報
１６５社

保護に関するガイドライン」開催

２００５年

＊「展示会ビジネス・スキルアップセミナー」
（東京）の開催

平成１７年

＊第４回「日展協 AWARD 2005」の表彰式及び懇親パーテイ
＊シンガポールで開催された「ISO 展示会用語ワーキンググルー
プ」に委員を派遣
＊岡部純二氏による講演会「展示会運営における登録・管理を考え

＊日本イベント産業振興協会が「第 1 回日
本イベント大賞」を開始

＊京都議定書発効
＊郵政民営化関連法の成立

＊「愛・地球博」開幕

＊個人情報保護法施行

＊（株）日本コンベンションセンターから

＊韓国 KINTEX オープン

「
（株）幕張メッセ」に名称変更

るー人と展示会をつなげるプラットフォーム構想」
＊「大規模展示会連絡会（大展連）
」と第 1 回情報交換会の開催
１６８社

＊馬場信氏（産報出版株式会社）
、日展協会長に就任

２００６年

＊「展示会ビジネス・スキルアップセミナー」
（東京）の開催

平成１８年

＊国土交通省主催の「国際会議、国際文化・スポーツイベント等を

＊指定管理者制度の実施

＊冬季オリンピック、トリノ大会開
幕
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通じた観光交流拡大のための検討会」
（計 4 回）に委員として参

＊ワールドベースボールクラシック

画

（WBC）で日本優勝

＊「大規模展示会連絡会（大展連）
」と情報交換会の開催（第 2 回
～第 5 回
＊UFI アジア支部マネージャーのポール・ウッドワード氏による
講演「アジアにおける展示会産業の発展状況と UFI の活動状況
について」の開催
＊第５回「日展協 AWARD 2006」の表彰式及び懇親パーテイ
＊「ISO/TBM/アドホック TAG（展示会用語）ワーキンググルー
プ」へ委員を派遣
＊「韓国展示会交流ツアー」を実施。KEOA とのミーテイング
「第 1 回韓日展示会 CEO フォーラム」の開催
＊国土交通省主催の「国際会議、国際文化・スポーツイベント等
を通じた観光交流拡大のための連絡協議会」
（計３回）に委員と
して参画
＊庭山一郎氏による講演会「出展企業から見た展示会の位置づけと
１６７社

マーケテイング戦略」の開催

２００７年

＊「展示会ビジネス・スキルアップセミナー」
（東京）の開催

＊幕張メッセが経済効果発表

＊サブプライム危機

平成１９年

＊第６回「日展協 AWARD 2007」の表彰式及び懇親パーテイ

＊東京ビッグサイト経済波及効果を発表

＊東京ミッドタウンオープン

＊マレーシアで開催された「ISO/TC２３７ワーキンググループ」
に日展協の代表を派遣
＊第６回「日展協 AWARD 2007」の表彰式及び懇親パーテイ

＊第１回東京マラソン開催
＊新潟県中越沖地震
＊郵政民営化

＊香港エギジビジョン＆コンベンション協会との会合
＊「ニュー日展協ビジョン」の発表、特別講演「カジノがコンベン
ションビジネスを変える」
（Sands 社 Wolfram Diener）,
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１６４社

「日展協４０周年パーテイ」

２００８年

＊「展示会ビジネス・スキルアップセミナー」
（東京）の開催

平成２０年

＊経済産業省との意見交換会

＊国際アパレルマシンショー（JIAM）が
シンガポール・エキスポで初の海外開催

＊リーマンショック
＊観光庁発足

＊会則変更のため臨時総会（日展協ビジョンの遂行のため等）

＊「ふじさんメッセ」オープン

＊中国四川省大地震

＊名称、枠組みを新たにした「展示会大賞―日展協 AWARD 200

＊展示会の規格 ISO25639 が策定される＊

＊スペイン・サラゴサ国際博覧会開
幕

８」の表彰式及びパーテイ

＊小林誠氏、増川敏英氏、南部陽一
郎氏、ノーベル物理学賞
＊小村脩氏、ノーベル化学賞

１８１社
２００９年

＊経済産業省との意見交換会

平成２１年

＊「日展協環境方針」のとりまとめ（日展協版・環境対策マニュア
ル）

＊日本デイスプレイ団体連合会がシンガポ
ールの展示会団体の SACEOS と覚書締

＊オバマ大統領就任
＊民主・社民党等連立政権樹立

結

＊「展示会ビジネス・スキルアップセミナー」
（東京）の開催
＊日本展示会協会会長にリードエグジビションジャパンの石積忠夫
社長が就任
「展示会大賞―日展協 AWARD 2009」の表彰式及びパーテイ
＊展示会関連団体連絡会に参加
＊AFECA(アジア展示会・コンベンション協会連盟)の第４回総会
（ソウル）に２０名参加、石積会長が基調講演
＊「ＭＩＣＥ推進協議会兵員派遣」
＊「ＫＯＲＥＡ ＥＸＰＯ」
（ソウル市）に２小間参加、石積会長
基
調講演、
「日韓協力協定」を締結
＊「コンベンション、イベント、展示会の開催に関するＰＣＲ策定
１７３社

ＷＧ」に参加
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２０１０年
平成２２年

＊経済産業省以来の「展示会産業統計の実態把握・整備に関するア
ンケート調査の実施」
＊展示会関連団体連絡会」で展示会の標準指標、統計整備、展示会
用語の国際標準（ＩＳＯ）＊についての意見交換
＊日展協、アジアの展示会・コンベンション関連団体の AFECA
に入会
＊第１回「イベントマネージメントにおける持続可能性」国際標準
化国内審議委員会に委員を派遣
＊全会員のアンケートに基づき新たなプログラムにより、
「展示会

＊経済産業省が「第１回展示会産業活性化

*上海万国博覧会開幕

方策検討委員会」を開催日本の展示会産

＊南アサッカーワールドカップ開催

業の発展ビジョンをまとめる

＊バンクーバー冬季オリンピック開

＊観光庁が「第１回 MICE 推進協議会」
を発足

幕
＊宮崎県で口蹄疫問題発生
＊チリ落盤事故
＊東北新幹線全線開通
＊根岸英一氏、鈴木章氏、ノーベル
化学賞

ビ
ジネスフォーラム２０１０」
（東京ＡＮＡホテル）で開催
＊「展示会大賞―日展協 AWARD 2010」の表彰式及びパーテイ
＊ＡＦＥＣＡ総会（マカオ）に国際香推進委員会が参加
＊「第３回アジアＭＩＣＥ産業フォーラム」へ国際化推進委員会が
参加
＊石積忠夫氏（リードエグジビションジャパン株式会社）
、日展協
会長に就任
＊日展協事務局が（株）ピーオーピーから日展協専従事務局（日本
コンベンションサービス株式会社神田事務所内）に移転。同所で
開所式、田中五十一氏が事務局長に就任
＊経済産業省主催の「第１回展示会産業活性化方策検討委員会」に
参画
＊第１回「ＭＩＣＥ推進協議会」に委員派遣
２０３社

＊会員数、２００社を超える
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２０１１年

＊展示会関連団体連絡会」で展示会の標準指標、統計整備、展示会

平成２３年

用語の国際標準（ＩＳＯ）についての意見交換（２０１１年）
１２月まで５回開催
＊日展協、第１回「統計・標準化委員会」を開催
＊日展協、ジェトロ、ならびに大規模天井連絡会を構成員とする
「日
本展示会認証協議会」を設置。日展協が事務局に
＊ＡＦＥＣＡ総会（シンガポール）に寺澤義親国際化推進委員会委
員が参加し、日展協の歴史につき講演、理事に就任

＊「展示会産業活性化方策検討会」で「日
本展示会認証協議会」が設置
＊東日本大震災発生により、展示会産業に

＊九州新幹線全線開通
＊東日本大震災・福島原発事故
＊タイで大洪水

深刻な影響
＊イベントマネージメントにおける持続可
能性の国際規格 ISO20121 の策定始ま
る。国内では ISO/PC250 国内委員会発
足
＊第１回スポーツイベント検定実施

＊ＵＦＩアジアセミナーに国際化推進委員会委員が参加
＊特別講演会「展示会産業の拡大が日本経済を復活させる」
（ビッ
グ
サイト）を開催。石積会長の講演に１，０００名以上が参加
＊展示会大賞―日展協 AWARD は該当者なく中止
＊日展協夏季セミナーを開催、テーマは「アジア地区における展示
会の動向」
（ＵＦＩアジア地区担当部長、マーク・コックレーン
氏）
＊ＡＦＥＣＡ第６回総会に参加
＊韓国ソウル市で「第１回日中韓展示会産業 CEO フォーラム」開
催。石積会長による特別講演、イブ国際化推進委員長と寺澤副委
員長が講演・パネルに参加
＊委員会の名称変更。
「展示場・施設委員会」→「展示会場委員
会」
、
「会員増強委員会」→「入会促進委員会」
２２７社

＊新たに「統計・標準化委員会」を設置
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２０１２年
平成２４年

＊UFI アジア公開セミナー（深圳）で日本展示会協会石積会長が
基調講演(震災後の展示会産業の復興について）
＊「展示会大賞―日展協 AWARD 2012」の表彰式及びパーテイ

＊東京ビッグサイト TAITRA と MOU 締
結
＊大阪国際見本市委員会が解散

＊東京スカイツリー開業
＊iPs 細胞で山中教授ノーベル医学
生理学賞受賞

＊「展示会ビジネス・フォーラム」
（東京）を開催

＊韓国・麗水国際博覧会開幕

＊展示会統計の第三者認証制度の運用開始

＊衆議院選挙で自民党圧勝、第２次

＊「日本展示会認証協議会」発足

安倍政権開始

＊専従事務局員の強化

＊ロンドンオリンピック開催

＊「旅費規程」制定
＊東京ビッグサイト、パシフィコ横浜、幕張メッセとの意見交換会
の開催
＊ホームページの拡充
＊日展協パンフレットの全面改訂
＊日展協夏季セミナーの開催「アジア地域における展示会の動向」
（UFI アジア地区担当部長、マーク・コックレーン氏）
２５８社
２０１３年
平成２５年

＊日展協パンフレットの英文版を作成
＊一般社団法人化に伴う各種作業、法人化ワーキンググループを設
置
＊東京ビッグサイト、パシフィコ横浜、幕張メッセとの意見交換会
の開催

＊イベントプロデユース学科が東京富士大
学に誕生
＊観光庁が東京・横浜・京都・神戸・福岡
をグローバル MICE 戦略としに選定。大

＊習近平氏が第７代中国国家主席に
就任
＊東京オリンピック（２０２０）に
決定

＊日展協新ロゴの策定

阪・名古屋はグローバル MICE 強化都市

＊訪日外国人１０００万人突破

＊日展協秋期セミナーの開催「世界の展示会産業についての最新情

に

＊「和食」がユネスコ無形遺産に

報」
（UFI 専務理事、ポール・ウッドワード氏）

＊新歌舞伎座が開業

＊「展示会大賞―日展協 AWARD」から「展示会産業大賞―日展協
AWARD」に名称変更。
「展示会産業大賞―日展 AWARD2013」
の表彰式及びパーテイ
18

＊展示会統計に関わる第三者認証制度の改善要望の提出
＊「インドネシア展示会主催者協会 CEO フォーラム」
、
「UFI 第７
２８３社

９回総会」
、
「AFECA 第７回総会」に日展協から代表を派遣

２０１４年

＊日本展示会認証協議会（JECC）が UFI 公認認証機関になる

平成２６年

＊３月、
「展示会産業 議員連盟」設立され、年内に４回総会は開
催
され、石積会長以下副会長、理事が出席。

＊展示会の企画・運営業が日本産業分類に
掲載される
＊東京ビッグサイトの２万平米増床を東京
都が発表

＊第６回 Korea Exhibition Expo で日展協ブースを設置

＊自由民主党展示会産業議員連盟が発足

＊寺澤国際化推進副委員長が、アジア展示会コンベンション協会連

（３月２７日）

＊消費税率が５％から８％へ
＊虎ノ門ヒルズオープン
＊訪日外国人、１３４０万人
＊赤塚勇氏、天野浩氏、中村修二
氏、ノーベル物理学賞

合会（AFECA）の会長 Mr.Edward Liu 及び韓国展示会産業振
興会（AKEI）と面談
＊小冊子「展示会統計に係る第三者認証制度」を作成
＊内規「入会に関する規約並びに手続」の策定
＊展女会トークリレー（６回実施）
＊人材育成に関連して、新入社員向けセミナー、展示会英語セミナ
ー、展示会業界がわかる体験型インターンシップ等を７回実施
＊日展協ホームページの充実
＊日展協ニュースのつき２回配信
＊日展協会員名簿への広告掲載方式を導入
＊日中韓展示会フォーラム開催に係る協賛金の依頼
＊日展協 AWARD2013 の表彰式及びパーテイ＊
＊入会促進のための｛声がけキャンペーン｝を実施
＊展示会産業の経済波及効果測定の基本資料とするため、
「平成２
５年度展示会実績調査」を実施
＊「経済産業省展示会産業活性化研究会」が４回開催され、石積会
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長が参加
＊「民主党政策調査会」
、
「大阪見本市誘致強化委員会」
「日本経済
団体連合会慣行委員会」に参加
＊UFI 総会（ボゴタ）に寺澤副委員長出席
２９７社

＊IAEE EXPO への参加とミッション派遣

２０１５年

＊１月の臨時総会で年会費及び入会金の値上げを決定（５万円→６

＊東京都及び東京ビッグサイトがオリンピ

平成２７年

万円に）また理事監事の増員（理事４以上１１名以内→４以上１

ックに関連し、東京ビッグサイトの使用

＊北陸新幹線開業

９名以下、監事１名以上２名以内→１名以上２名以内）を決定

制限計画につき発表（１０月２２日）

＊ラグビーWC で日本３勝

＊１月、AFECA-IAEE 定例会議に寺澤義親市を日展協代表として
派遣
＊東京都知事あての「東京都内の展示会場増設」の要望書提出
＊「東日本大震災の被災地から学ぶ展示会活用セミナー」開催（３

＊ミラノ万国博覧会開幕

＊訪日外国人が、１，９７４万人
＊大村智氏、ノーベル生理・医学賞
学賞
＊梶田隆章氏、ノーベル物理学賞

月１７日、仙台）
＊４月、AFECA 総会（ソウル）に寺澤義親氏を派遣
＊平成２７年度総会で石積会長以下新理事が選出（５月２６日）
＊総会後の懇親会に４８２名出席。木村太郎自由民主党展示会産業
議員連盟会長等２１名の国会議員が参加
＊桜井悌司氏、事務局長就任（７月１日）
＊日展協理事会が千葉県森田知事にオリンピック問題で要望書提出
（７月２３日）
＊石積会長、京都府議会に展示会場関連で参考人として出席（９月
２５日）
＊石積会長が沖縄県翁長知事と展示場建設問題で面談（７月２７
日）
＊日展協理事会が千葉市熊谷市長に要望書提出（７月３１日）
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＊日展協理事会が東京都舛添理事に要望書を提出（９月１１日）
＊「自由民主党展示会産業議員連盟」の第６回総会で安倍総理宛て
３１４社

にオリンピック開催時の展示会の開催につき陳情書の提出を決議
（９月２４日）
＊日展協、オリンピック問題につき「公式声明文」を公表、署名活
動を開始（１１月１６日）
＊１１月、AFECA１０周年記念イベント（クアラルンプール）に
寺澤義親氏を派遣
＊JAPAN EXHIBITION FORUM 開催（１２月９日）
＊会員数、３００社を超える

２０１６年

＊日展協新年懇親会（１月６日）に８２７名が参加。甘利経済再生

＊東京都及び東京ビッグサイトがオリンピ

平成２８年

担当大臣、林経済産業大臣、森法務大臣他２６名の国会議員が参

ックに関連し、仮説展示場建設計画を発

＊伊勢志摩サミット

加

表。第２回説明会（２月２３日）

＊北海道新幹線開業

３２５社

＊リオオリンピック開幕

＊日展協年次総会（５月３１日）
２０１７年

＊日展協５０周年記念行事

＊アスタナ国際博覧会開幕

平成２９年
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