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世界の、人・モノ・情報の交流空間を演出する
The  Global  MICE  Producerを目指しています。

  国際的なＭＩＣＥ運営サポートには、国際物件に経験豊富な１０名以上の外国人スタッフと５０名
以上の外国語に堪能な日本人スタッフと共同で担当します。コミュニケーション不足に
よるトラブルを未然に解消し、主催者様の運営業務を迅速にスムーズにサポートします。
  会場計画・設営・管理から、国内における運営事務局のサポート代行業務、会議運営、ＷＥＢを活用
した会議参加申込システム、ホームページの作成、プレスリリース・記者発表・ＰＲ計画、ＭＣ・
同時通訳等の人材派遣、各種ケータリングサービス、懇親会の企画・演出・運営、記録
映像の撮影・編集・ＤＶＤ制作、報告書の作成、会場警備にいたるまで、MICE全般のトー
タル運営をご提供しています。

All over the world we create space for people  
to exchange products and information.
We are endeavouring to become “The Global MICE Producer.”

Sakura International’s main business domain is MICE

   To support our international MICE operations, we have over 10 foreign and more than 
50 Japanese staff pro�cient in foreign languages. These staff have ample experience in  
supervising such projects and proactively eliminate problems caused by communication 
gaps in order to support organizers’ operational duties smoothly and quickly. 
   From venue planning, construction and management to supporting domestic secre-
tariat duties. From conference operations, web-based conference registration systems, 
homepage designing, press releases, press conferences, PR planning, onsite staf�ng, 
simultaneous interpretation, catering services, banquet planning, party setup, entertain-
ment and management, video and photography, editing, DVD production, post show 
reporting to venue security, we can provide total support services for MICE events.

THE GLOBAL
MICE PRODUCER

サクラインターナショナルの
活動の場はMICEです。

※MICEとは、Meeting（会議・研修・セミナー）,
Incentive（報奨・招待）,Conventionまたは
Con f e r ence（大会・学会・国際会議）, 
ExhibitionまたはEvent（展示会・イベント）の、
計４つのビジネス・セグメントの頭文字をとっ
た造語です。

※The term “MICE” was coined by 
abbreviating the �rst letters of the 4 
business segments in this industry, 
Meetings  (conferences, seminars), 
Incentives, Conventions or Conferences 
(technical conferences, international 
conventions), Exhibitions or Events.
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受賞作品   AWARD WINNING DESIGNS
 デザイン部門は幅広い発想力と高いクリエイティブ能力を有しています。社団法人ディスプレイデザイン協会、社団法人ディスプレイ
業団体連合会等のアワードにおいても、その高いデザイン性が評価され、「ディスプレイデザイン奨励賞」、「ディスプレイ産業奨励賞」
など、毎年多くの賞をいただいています。
　常に時代の先端情報を吸収するために、海外の展示ブース視察、海外の展示ブースデザイントレンド情報の収集などに努め、お客様
の様々なご要望に、高いクリエイティブ能力でいち早くお応えしています。

   Our design department has exceptional conceptualizing and creative abilities. The Japan Display Design 
Association and Nippon Display Federation have recognized these capabilities and awarded many of them with 
“Display Design Incentive Awards” or “Display Industry Incentive Awards” each year.
   In order to keep abreast of the latest industry news they often visit overseas events to gather exhibit booth 
design trend information, thereby making it possible to respond quickly to our clients with highly creative ideas.
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東京モーターショー　エクセディ　ディスプレイ産業賞 受賞 シャムロックエアライン  ディスプレイデザイン奨励賞  
　　　　　　　　　　　　　　　　ディスプレイ産業奨励賞（日本ディスプレイ業団体連合会賞）

JAPANTEX　シンコール　ディスプレイデザイン賞 入選

FOODEX JAPAN　Taitra　ディスプレイデザイン賞 入選 震災対策技術展 自然災害対策技術展　ミドリ安全
                                                           　ディスプレイ産業賞 入選

JAPANTEX　シンコール　ディスプレイデザイン賞 入選

人とくるまのテクノロジー展　ソルーシア ・ ジャパン
　                                                   JSAE Exposition Award 3位入賞

フォトイメージングエキスポ　エツミ　ディスプレイデザイン賞 入選 JIMTOF   シチズン、ミヤノ　ディスプレイデザイン賞 入選

ライティングフェア   マックスレイ　ディスプレイデザイン賞 入選 ネイルエキスポ　滝川　ディスプレイデザイン賞 入選 ネイルエキスポ　滝川　ディスプレイデザイン賞 入選

JAPANTEX　シンコール　ディスプレイデザイン賞 入選 IFF　カナザワ　ディスプレイデザイン賞 入選 化粧品産業技術展　浅井硝子　ディスプレイデザイン賞 入選
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SCビジネスフェア　東急グループ

ディスプレイデザイン賞　入選

ＩＴＳ釜山　住友電工グループ

ディスプレイデザイン賞　入選

自動認識総合展　リコークリエイティブサービス

ディスプレイ産業賞　入選

SEMICON Japan 　東京応化工業

ディスプレイ産業賞　入選

beautyworld JAPAN　滝川

ディスプレイ産業賞　入選

東京インターナショナル・ギフト・ショー
SPORTS IN LIFE with BICYCLE

ディスプレイ産業賞　入選
ディスプレイデザイン賞　入選



JIMTOF　森精機製作所

国際水ソリューション展 Inter Aqua　ＮＥＤＯ 新エネルギー・産業技術開発機構

設計・製造ソリューション展  リコークリエイティブサービス

緑十字展福岡　ミドリ安全JIMTOF　シチズン、ミヤノ電設工業展　住友電工グループ インターフェックス ジャパン　関西国際空港

JIMTOF　ブラザー工業 フルードパワー国際見本市　ダイキン工業JIMTOF　東京精密クラウドコンピューティングEXPO　ニフティ インターフェックス ジャパン  アルバック エネルギーソリューション ＆ 蓄熱フェア　三洋電機販売

JIMTOF　東芝機械SEMICON JAPAN　日立ハイテク

電子出版EXPO　O-RID実装プロセステクノロジー展　JUKI ソフトウェア開発環境展　日立製作所

■2010電設工業展  住友電気工業様
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特別装飾   SPECIAL DESIGN
 工作機械から電子部品、新エネルギーなどの産業見本市から、アウトドア、キャラクターグッズなどのコンシューマー見本市まで、あらゆる
業種の様々な企業ブースの企画・デザイン・施工を担当しています。私たちは企業様のブース出展をマーケティングの一環と捉え、ブース
のご提案とともに、マーケティングプランのご提案、出展目的達成の為の効果的なブース運営まで、ブースのトータルプランをご提供し
ています。これまでに蓄積された豊富な経験とデザインスキルに頼ることなく、常に新しい発想とアイデアのご提案を機軸にお客様の
ブースプランをお手伝いしています。

   We have planned, designed and constructed booths at industry trade shows from machinery and electronics to 
alternative energy as well as at outdoor events for consumer shows. We consider ourselves to be a part of our 
client’s marketing team, and so as part of our booth proposals also make  suggestions for marketing and effective 
booth operation to help them achieve all their participation goals. Our philosophy is not to rely purely on existing 
methods, but to actively seek out new ideas and concepts to create exciting and innovative booth plans.

�e Work of Sakura International
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アジアビューティエキスポ　滝川

東京インターナショナル・ギフト・ショー　nacelle 人とくるまのテクノロジー展　ソルーシア・ジャパン

国際ホテル・レストラン・ショー  東洋佐々木ガラス 次世代ワールドホビーフェア  バンダイ 次世代ワールドホビーフェア  バンダイ

PHOTO NEXT　ノーリツ鋼機 JIMTOF　サンドビック

下水道展　明電舎

FPD International  AKT/Applied Materials 東京オートサロン　エクセディ

Security  Solution ＆ ERM　日立製作所 化粧品産業技術展　浅井硝子 インターフェックス ジャパン　パックプラス

JAPANTEX　シンコールインテリア国際バイオEXPO　ロシュ・ダイアグノスティックス

JIMTOF  レニショー 東京インターナショナル・ギフト・ショー　OUTDOOR LIFE with BICYCLE

特別装飾   SPECIAL DESIGN
　ブースプランは、最初にお客様のマーケティング目標の把握・課題発見から行います。そして、注視度の高いアーキテクチャー性、
入りやすい導線と回遊性、滞在時間を延ばす仕掛け、効果的な製品展示、プレゼンス力を高めるブース演出、商談へのスムーズな誘引、
企業ブランドの統一など、さまざまなブース構成要素を組み合わせて、お客様のマーケティング目標達成に適切なブースプランをご提供
しています。

   The �rst step in booth planning is to understand the client’s marketing issues and objectives. Based on this we 
create a plan that is eye-catching and easily accessible to ensure visitors stay longer, display products effectively 
to produce a booth with higher presence, attracting visitors for meetings, promoting brand uniformity and 
providing clients with the most appropriate booth plan to achieve their marketing objectives.

Portfolio

Portfolio



13 14

グローバルネットワーク   GLOBAL NETWORK
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   We have been supporting our clients’ global business since the 
1980s by providing support for exhibitions and trade shows. Our 
network includes trade shows organizers in Europe, Middle East 
and Asia, exhibition contractors, design houses and industry 
colleagues worldwide. To ensure smooth communication we 
have both native and Japanese staff pro�cient in English, German, 
Hindi, Chinese, Thai and Korean to assist operations. This combined 
with our long experience working overseas has helped build a 
reliable outgoing operations service.

 1980年代から、展示会・見本市出展のサポート業務を通し企業様の
グローバルビジネスに対応してきました。欧米、中近東、アジアの展示
会・見本市主催者様との情報ネットワーク、各国の施工会社と当社独自
の協力体制、海外デザインオフイスとの連携を通して、運営には英語、
ドイツ語、ヒンディー語、中国語、韓国語に堪能なネイティブスタッフ
と日本人スタッフが共同で担当、多くの国際物件の経験とスキルを蓄積
し、常にご信頼いただける国際対応をご提供しています。

海外から日本へ Incoming project portfolioINCOMING 日本から海外へ Outgoing project portfolioOUTGOING

Food Taipei　台湾 Wire　ドイツ

CLEAN SHOW　USA

ITB ASIA　シンガポール

Semicon Korea　韓国

FESPA　オランダ

ITMA ASIA+CITME　中国

GASTECH　タイ Licensing International Expo　USA

1

写真は、グローバルスタッフの
出身地や関連地（留学など）を表しています。

The above photos show
staff from or af�liated with each country.

英語対応スタッフ　　　     40名
中国語対応スタッフ　　  　  5名
韓国語対応スタッフ　　       3名 
スペイン語対応スタッフ　　  2名
ドイツ語対応スタッフ　　　  4名
タイ語対応スタッフ　　　　  1名 
ヒンディー語対応スタッフ　 　  1名　　　

サクラインターナショナルの
グローバル体制

■ネイティブスタッフ（外国人）10名

English speaking staff        40 people
Chinese speaking staff        5 people  
Korean speaking staff          3 people
Spanish speaking staff        2 people
German speaking staff        4 people
Thai speaking staff              1 person
Hindi speaking staff            1 person

Sakura International’s
Global Team

■Native Staff ( foreign staff )10 people

GERMANY

NZ

UK

TAIWAN

KOREA

CHILE

THAILAND

MALAYSIA

INDIA

CANADA

CHINA

LNG -15　スペイン1 2 3 4

Indonsia Japan Expo　インドネシア5 6 7 8

Auto Shanghai　中国9

ARAB LAB　UAE10 11

12 13

1

2

3

CEATEC　USA SEA JAPAN　ドイツ 東京国際ブックフェア　サウジアラビアジャパン・インターナショナル・シーフードショー　タイ1 2 3 4

4
5

8

6

7

ツアーエキスポ　インドネシアインテリアライフスタイル　フィリピン FOODEX JAPAN　エジプト ツアーエキスポ　マレーシア5 6 7 8

9

JATA　スリランカJATA　ボツワナ9 10

10 11

12

化粧品産業技術展　韓国FOODEX JAPAN　シンガポール FOODEX JAPAN　台湾11 12 13

13
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910

11

12 13

USA
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全体装飾   SHOW DECORATION  &  SIGNAGE
　基礎小間資材約4,000小間を保有しており、どのような大型物件にも対応できる体制を整えております。埼玉草加、奈良に工場・
倉庫を有し、基礎装飾に必要な部材を保管し現地で加工。東西2拠点から全国の展示会場に迅速な資材出荷が可能です。
　そして基礎装飾業務だけでなく展示会・見本市の運営業務も数多く携わり、日展協アワードにおいて運営業務の賞も受賞しました。

   We own enough modular materials to produce approx. 4,000 package booths in our warehouses and have 
inhouse teams support all kinds of projects, large or small. We have our own factories and warehouses in Tokyo 
and Nara, and can fabricate package booth materials inhouse. With factories located in the 2 largest population 
centres in Japan we can swiftly dispatch materials to exhibition venues all over country. 
   In addition to package booth decoration we are also extensively involved in trade fair operations for which we 
have received an award from the Japan Exhibition Association.

ファインテック・ジャパン

N-PLUS 東京国際ブックフェア

フードシステムソリューション ハイウエイテクノ UAE - Japan Business Forum

いたばし産業見本市

中央区へそ展 緑十字展

東京インターナショナル・ギフト・ショー

日本展示会協会主催 福岡インターナショナル・ギフト・ショー

＜ナント＞農商工ビジネスフェア もうかりメッセ東大阪 マタニティーカーニバル

東京国際アニメフェア

インド衣料品展・家庭用品展 北河内産フェア

甲府ジュエリーフェア おおた工業フェア

ジャパン・アニメコラボ・マーケット

おおた商い観光展MEDTEC Japan

産業交流展

日展協アワード受賞　受賞

Portfolio
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NEXT MIURAフェア カスタムプロデュース個展

カスタムプロデュース個展

長野県中小企業振興センター 三幸社プレ競技会 MAHLE内覧会

ポスコ内覧会 IN TOYOTA

滝川トレードフェアー 大日本スクリーン内覧会

関西国際空港　上海万博特設コーナー シャムロックエアライン  ディスプレイデザイン奨励賞 
                                                ディスプレイ産業奨励賞（日本ディスプレイ業団体連合会賞）

ヘルムス貿易 シャムロックエアライン  レセプションパーティ 弊社大阪本社

アーフェリーク迎賓館 バンダイ本社 弊社東京本部

メイクアップちゃおスタイルショップ大阪心斎橋店 シューズセレクション
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店舗・ショールーム   SHOP INTERIORS・SHOWROOMS 内覧会・個展   PRIVATE SHOWS
  展示会・見本市の装飾業務だけでなく、店舗デザインやショールームプラン・施工も多く手がけております。店舗デザインについては、店舗
イメージの計画から販売什器の開発、売り場構成に至るまでトータルプランをご提供しています。またショールームプランについては、
ショールーム全体の設計、展示製品のディプレイ演出、説明のためのパネルや映像製作・映像システムのご提案まで、ショールームの
プレゼンス能力アップのトータルプランをご提供しています。

   In addition to our work at trade shows we also do design, planning and construction for shops and showrooms. We can 
provide total design planning for shops including store image, displays and purchase points. We offer the same 
turnkey service for showrooms including layout, displays, spec panels and AV to increase presence and attract visitors.

　お得意様をお招きした新製品の発表、商談会、代理店大会など様々な業界・業種のプライベートショーを数多く手がけております。
会場設営はもちろんのこと、プライベートショーの全体計画、運営、集客プロモーション、受付業務、セミナー・シンポジウムの
ミーティングプラン、商談運営、懇親会に至るトータル支援で、お客様のビジネスをサポートしています。

   We have also worked on many private shows for various industries including new product launches, sales 
meetings and dealer conferences etc. Besides the venue setup we also carry out overall planning, operations, 
visitor promotion, registration services, seminar and symposium plans, meeting operations and catering. In short, 
providing total support to our clients.

�e Work of Sakura International
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PRとキャンペーンプロモーション   PR & PROMOTIONAL CAMPAIGNS マスコミ向け説明会・記者会見   MEDIA BRIEFINGS ・ PRESS CONFERENCES

Flybook発表会

台湾旅行PR記者会見 台湾 TV取材

インドマンゴーフェスティバル

UAE TV取材  (JETRO理事長 と UAE商業大臣）

Flybook発表会

Flybook発表会

いたばし産業見本市

Media Briefing　住友電工グループ

インドマンゴーフェスティバル

Wear Europe

ぼくのなつやすみPRイベント 待ちデコPRイベント

待ちデコPRイベント

エイサー新作発表

泉州PRイベント

@nation アイデムPRブース

インドマンゴーフェスティバル

電設工業展  住友電気工業様　ディスプレイデザイン賞　入選
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　消費者に製品やサービス等をアピールする店頭イベント、屋外や集客施設を活用したＰＲイベントなど、セールスプロモーションに
おけるイベントのニーズは高まっています。展示会・見本市で培ったイベント運営スキルを軸に、お客様のマーケティング目標を最大限
に活かすＰＲイベントプロモーションをご提供しています。

   Events targeting end users of those products and services such as instore and outside PR events are becoming 
a more important sales promotion tool. We can provide PR event promotion which will maximize your marketing 
objectives based on our knowhow working in exhibitions and trade fairs over the years.

　イベントが成功するか否かは、いかにメディアを組み合わせ効果的に活用できるかにあります。プレスリリースから記者発表、
メディアを巻き込んだ取材等のＰＲプロモーション、展示ブースへの集客をサポートする事前広報計画、メディアと展示運営を
組み合わせたメディアミックスプロモーション提案で、お客様のマーケティング目標の最大効果をご提案します。

   The success of any event is based on how effectively one can utilise the media for promotion purposes. We can 
handle this process from press releases and press conferences, media coverage for PR promotion, pre-event 
advertising to attract visitors to the exhibition booth and media mix proposals in order to achieve our client’s 
marketing objectives most effectively.
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原宿スタイルコレクション ロイクラトンナイト (タイ )

世界大百済典 (韓国 ) 

スペシャルイベント    SPECIAL EVENT
 ＭＩＣＥ・展示会以外にも、原宿スタイルコレクションなどのファッションショーの会場作り、ホテル内での海外観光ＰＲディナーショーの
演出、運営、平城遷都1300年祭や世界百済典などの国際文化事業など、文化事業や街づくりイベントにも積極的に参画。ご提供できる
サポートフィールドを広げています。

   In addition to MICE and Exhibitions, we have also helped to organise fashion shows like the Harajuku Style 
Collection, directed operations for Tourism PR Dinner Shows in hotels, and helped arrange participation for 
overseas groups in local cultural events. We are widening our business domain so we can assist our clients for 
any and all event-related activities.


