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IR（カジノを含む統合型リゾート）は我が国のインバウンド観光政策の中で実現する国際的なリゾートデスティネーションです。

カジノ（ゲーミング）とそれ以外のホテル、MICE、エンターテイメント、レストラン、ショッピング等（ノンゲーミング）の複合的なリゾート施設

が実現することで、インバウンドの消費を更に後押しするだけではなく、地域社会への経済効果も大きく期待されています。

当協会では、IRが潜在的に有する経済発展、地域発展の機会を捉え、また最大限に活かしていく、「IR施設と業界の持続可能な発展」を

可能にしていく仕組みの重要性を早くから認識し、諸外国のゲーミング/IR産業と連携をしながら、日本のIRの認知促進、また国際競争力

のある持続可能な産業形成を目的とした活動に注力しています。

新しい地域の持続可能な経済活性化のモデルとしてのIRをより多くの市民の皆さま、企業さま、関連団体さまに理解をしていただき、また

活動のご賛同、ご支援を賜りたく、ここにお願い申し上げます。

一般社団法人 日本IR協会 代表 中山 彩子
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 日本IR協会の活動内容

公益性を持った持続可能な業界として、
成長していくための取り組み

　日本IR協会では、IR事業者、企業、関

連団体と連携を通じて業界構築に向け

た様々な活動を行なっています。

　IR業界をより発展的且つ、公益性を持

った持続可能な業界として、成長させる

ための取組も手掛けています。

 日本IR協会のネットワーク

未来のIR産業を構成するネットワーク

　日本IR協会のネットワークは、IR産業

の各分野において核となる

プロフェッショナル、産業界を中心に

拡大しており、未来のIR産業を構成す

るネットワークが広がっています。

 日本IR協会の理念

　日本におけるIR（統合型リゾート産業）は、日本

で発展する新たな産業として多大な可能性を

秘めており、一般社団法人日本IR協会はその

可能性を最大限に引き出し、IR産業の発展の

ための活動を行っております。

①日本のIR産業の国際標準化

②日本型IR経済効果の最大化

③日本型IR産業の業界価値の向上・業界の発展、持続的成長

日本のIR産業の発展のために貢献します

活動指針

政府
自治体

規制機関

IR事業者/コンソーシアム
メーカー・サプライヤー



沿革・協会概要

1984年生まれ。横浜出身。

カナダ、マニトバ大学にて心理学を専攻。外資系IT企業勤務を経て、

IR業界構築、推進を目的とした協会の立ち上げ、国内外の業界内

外横断の連携構築まで幅広く業界振興活動に従事。

日本IR協会として地方創生ＳＤＧs官民連携プラットフォームに加盟

し、SDGs×IRに関する取組みを促進及び構築。特にIR業界における

女性活躍、ダーバーシティ、IR事業のサスティナビリティと公益性及

び地域振興支援を掲げた活動を企画、運営。

IR事業者、国内外関連団体とIR推進、認知促進活動における連携

多数

国会議員・自治体向けIR勉強会開催、海外講演多数

一般社団法人 日本IR協会

代表　中山　彩子

名称

設立
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WEBサイト

活動内容

一般社団法人 日本IR協会

2014年10月

中山 彩子

〒104-0044 東京都中央区明石町6-4-1608

https ://japan- i r .or . jp

〇 国内外における我が国のIRに関する啓蒙活動、各種勉強会、セミナー等の       

　　　実施

〇 国内外における我が国のIRに関連する団体・組織との連携及びパートナー     

　　 シップ関係の構築及び推進活動

〇 IR事業者など民間企業等民間企業との業界支援における活動連携

〇 メディア・自治体等関連機関への情報提供及びIR誘致活動支援

〇 我が国のIR業界における産学連携の実現と促進活動

〇 メンバーシップ及びアクティビティパートナー制度の提供及び運営

2014

2014. 10

2018. 11

設立 中山 彩子 代表就任

刀祢 秀一 代表就任



Japan IR Associat ion 
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Act ivit ies  of  the Japan IR Associat ion
Efforts  to  grow as a sustainably developing 
industry with public  interests  and support  

Japan Integrated  Resort   Associa-
t ion engages in  a  var ie ty  of  act ivi-
t ies  a imed at  bui lding an industry 
through col laborat ion with IR 
businesses ,  companies ,  and related 
organizat ions.  We are  a lso working 
to  grow the IR industry into a  
sustainable  industry with greater  
development  and publ ic  interest .

Japan IR Associat ion Network

Collaboration network to build the future 
Integrated Resort  Industry

Collaborat ion network of  a l l  
non-govermental  s takeholders  in  
the industry including opera-
tors ,  manufacturers ,  service 
providers  and academia.

 Gaming /  IR
Organizations
Associat ions

IR Operators
Service Providers

Goverment
Regulators

Academia

Japan IR Associat ion Core Vision

JIRA aspires  to  be with the inde-
pendent  member of  a  t r ipar t i te  
industry framework in  moderat ing 
between the pr ivate  sector  compa-
nies  and the goverment .

Contribute to the development of
the Integrated Resort  Industry in Japan

・ Internat ional  s tandardizat ions of  Japan IR Industry
・Maximaizat ion of  Japan IR’s  Economy
・Sustainable  Growth and Development  of  Japan IR Industry

JIRA’s vis ion includes

IR ( integrated resorts  including casinos)  is  an international  resort  dest ination which wil l  be created 
under Japan's  inbound tourism pol icy.
By creating such resorts  which combine casinos (gaming) with other resort  aspect ,  such as  hotels ,  MICE, 
entertainment,  restaurants ,  and shopping (non-gaming),  i t  is  expected to not  only further increase 
economic effect  of  inbound tourism, but also greatly benefit  local  communit ies .
Japan IR Associat ion recognizes  the importance of  a  mechanism which enables  "sustainable development 
of  IR properties  and industries" that  captures and maximizes the potential  economic and regional  devel-
opment opportunit ies  of  the IR from an early stage of  Japan IR development.  In cooperation with the 
gaming and IR industries  of  International  stake-holders,  Japan IR Associat ion wil l  continue to lead such 
act ivit ies  as  faci l i tat ing to communicate the industry’s  value in Japan and creating a sustainable industry 
with international  market  competit iveness .
I  would l ike to ask for the understanding of  as  many cit izens,  companies ,  and related organizations as  
possible  of  IR as a model  for the sustainable economic revital izat ion of  the new region,  as  wel l  as  the 
support  of  our act ivit ies .

Japan IR Associat ion
CEO  Ayako Nakayama

Representative Director ’s  statement

IR Changes Japan
I R は 日 本 を 変 え る

National / Local 
Government

Regulators
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Associat ion Profi le  & History

Organization Name
Established
CEO
Organization Location
Web site

Activit ies

Japan IR Associat ion (General  Incorporated Associat ion)
October  2014
Ayako Nakayama
#1608 6-4 Akashi-cho,  Chuo-ku,  Tokyo 104-0044 Japan
ht tps: / / japan-ir.or. jp

・Conduct ing educat ional  act ivi t ies ,  s tudy groups,  seminars ,  e tc .  re la ted to  IR in

  Japan and abroad.

・Develop and promote cooperat ion and par tnerships  with groups and

  organizat ions related to  IR in  Japan and abroad.

・Collaborate  with IR companies  and other  pr ivate  companies  in  support ing

  the industry.  

・Provide information to  Media,  local  governments ,  and related organizat ions

  and support  IR related act ivi t ies

・Realizing and promoting industry-academia col laborat ion in  the IR industry

  in  Japan

・Provis ion and management  of  memberships  and Act ivi ty  Par tner  System

2014

Oct, 2014

Nov, 2018

Establishment
Ayako Nakayama 
appointed Representative 
Director

Shuichi Tone appointed 
Representative Director

Ms.Nakayama founded and spearheaded the f i rs t  formal  IR 
industry body in  Japan,  host ing many key formative forums 
through i ts  development  and legis la t ive process .  As the leader  
of  the Japan IR Associat ion,  Ms.  Nakayama is  leading the 
charge in  bui lding and promoting the IR industry across  
Japan.  She also has  been the publ ic  face of  the emerging 
industry at  var ious gaming conferences and events  held 
around the world.  She has  used her  posi t ion to  help establ ish 
cross-border  col laborat ion within and outs ide of  the industry 
both domest ical ly  and internat ional ly.  Fluent  in  both Japanese 
and Engl ish,  she is  a  graduate  f rom the Universi ty  of  Manito-
ba and have extensive exposure in  the internat ional  arena.

Japan IR Associat ion 
CEO  
Ayako Nakayama


