
ご要望はこちらへお問い合わせください

主 催 一般社団法人 日本IR協会 内　JAPAN IR FORUM プロジェクトコミッティ

参 加 有料制

講 演

日本のIRの現状について（各種規制の最新情報、誘致自治体の動き、スケジュール等）

国際観光の重要性とインバウンド復活のシナリオ
IRプロジェクトを成功に導く行政の役割と責任
オンラインゲーミングの台頭によるランドベースとの関係性・未来

現 地 レ ポ ー ト 世界のIRの状況

パネルディスカッション
日本型IRを成功させるための海外からの提言
日本は世界からどう顧客を獲得するのか？

オンラインフォーラム

開催間近！！

世界の知見が集結！

www.japan-ir.or.jp

日↔英 通訳あり

見逃し配信機能付（4/24～30）

フォーラム終了後
アーカイブ視聴可！

リードメディアパートナー

協 力

メディアパートナー

株式会社アウトソーシング、株式会社オータパブリケイションズ、綜合警備保障株式会社、（一社）日本SRG協議会 (JSRG)
マカオ新聞、和歌山県、GIobal IR Consulting-Japan株式会社、Inside Asian Gaming (IAG)
Responsible Gambling Council (RGC)、The agenda Group　※五十音順、順次追加予定
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※プログラム、スピーカーは変更になる可能性があります。

4/21（水）　1日目　10:00-18:00　当日配信されるプログラムです

※2021/4/20 現在プログラム ＆ スピーカーリスト

パネルディスカッション：日本は世界からどう顧客を獲得するのか？

講演：アジアにおける日本 IRの立ち位置と競争

講演＆インタビュー：IRが目指す価値創造と社会課題解決

講演：国際観光大国実現に向けた万博＆大阪 IRの役割

講演：with/ アフターコロナ時代の国際観光の重要性とインバウンド復活のシナリオ

現地レポート：世界の IRの状況（アジア編）

講演：日本の IRの現状と今後のスケジュールについて10:15-11:05
丸田 健太郎 氏　KPMGあずさ監査法人  IR アドバイザリーグループ 公認会計士 /パートナー
日本の IRの現状について観光庁及びカジノ管理委員会パブリックコメントの状況、誘致各自治体の進捗プロセス、
今後の区域整備計画提出から選考そして開業までのスケジュールも含めて報告

コロナによって大きな影響を受けているアジア各地区（マカオ、シンガポール、フィリピン、ベトナム、カンボジア他）の IRの
現状について、専門家が解説

コロナによって大きな影響を受けている世界の IR。その中でもマカオのラスベガスの現状について、現地の状況をレポート

パンデミックが収束した後の日本における国際観光の重要性の再確認と 6,000 万人のインバウンド目標を実現するシナリオとは
どのようなものか？日本型 IRの果たすべき役割とMICE の重要性とは？

体調不良により当日欠席となります。
※後日収録しアーカイブ配信にて提供予定

社会構造変革を求められる日本社会において、日本型 IRを活用することで新しい価値の創造と社会課題解決をどのように実現していくのか？
全体概論やイノベーション、ホスタビリティという視点で解説。また地方型 IR誘致を進める和歌山・長崎では、その地域社会課題解決と価値
創造についてどのように企図しているかを、現役学生の若者世代の視点から各自治体にインタビューを実施

近年、アジアの経済的成長を受けて各地で IRの新規開発や拡大が進んでいる。日本の IRが開業されるであろう数年後を考えるにあたり、
現状のアジアにおける競争環境やゲーミング市場の状況について考察する

カジノを含む日本型 IRは、2020年代後半以降においてアジア・オセアニア・中東・北米・ヨーロッパや成長する
新興国をはじめ世界のどこからどのように顧客を獲得することができるのか？ゲーミング＆ノンゲーミング、 都市型
＆地方型など様々な切り口から貴重な意見を聞く

Andrew Scott 氏　CEO Inside Aian Gaming
Ben Blaschke 氏　Managing Edior, Inside Aian Gaming

中村 好明 氏　（一社）日本インバウンド連合会理事長 理事長

溝畑 宏 氏　大阪観光局 局長

佐々木 一彰 氏　東洋大学 国際観光学部 教授

Simon Cheung 氏　Managing Director, Goldman Sachs

Peter  Cohen 氏　Director, Regulatory Affairs The Agenda Group / Andrew Scott 氏 CEO, 
Inside Asian Gaming / 渡邉 雄介 氏　元サンズ及びシーザーズVP, 日本事業開発責任者

現地レポート：世界の I R の状況（マカオとラスベガスのこの1年）
勝部 悠人 氏　マカオ新聞 編集長
Brendan Bussmann 氏　Partner and Director of Government Affairs Global Market Advisors

11:15-12:00

12:00-12:30

13:30-14:10

欠　　席

14:20-15:25

15:35-16:20

16:30-17:40



※プログラム、スピーカーは変更になる可能性があります。

4/22（木）　2日目　10:00-18:00　当日配信されるプログラムです

※2021/4/20 現在プログラム ＆ スピーカーリスト

講演：オンラインゲーミングの台頭によるランドベースとの関係性と未来予測

世界のゲーミングにおいてオンラインシフトが進む中、ランドベースゲーミングの今後と持続可能性について若手実力派の研究者から
未来の変化予測や展望を聞く

Kahlil Philander 氏　Assistant Professor, School of Hospitality Business Management, Washington State 
                                    University, Honorary Lecturer, School of Psychology, University of Sydney

IR を開業することで地域にどのような付加価値を生み、これからの地域社会にどう寄与できるのか？そうした価値を生み出し、成功に導いてい
くいくための行政機関の役割はどうあるべきか？米国で最も後発の IRライセンスを付与したマサチューセッツ州のここまでとこれからについて
現役規制機関のゲーミングコミッショナーから語っていただき、日本は何を学ぶべきかを考える

COVID-19 によって日本の IRの進捗は大きな影響を受けたが、再び動き始めている中で、日本型 IRの成功と価値を高めていく為の本質的な議
論は区域整備計画策定に向けてその重要性はますます高まっていく。この 1年を振り返りつつ、未来を見据え、COVID-19 をどのような機会に
すべきかについて語っていただく

日本型 IRにおける社会的影響の中で大きく懸念されているのがギャンブル依存問題であり、その対策の重要性は全ての関係者に共有されている。
世界で対策スタンダードとして認識されているRG（Responsible Gaming）をベースに日本の現状を踏まえどのような対策を講じていくべきか？
世界最高水準の対策を目指す上で日本は何を学び、どうローカライズし、効果を高める取り組みを実現するための課題は何か？

2021年 4月にカジノ管理委員会から出された規則案パブリックコメント内容をうけての考察、課題、提言等
専門家二人に対談形式で語っていただく

IRが出来ることで様々な影響を受ける地域において、どのような問題が起こりうるのか？そしてどのように対処していくべきか？そうした問題に米国マサ
チューセッツ州ゲーミングコミッション（MGC）と共に取り組むマサチューセッツ州立大学のレイチェル教授にSEIGMA（Social and Economic Impacts 
of Gambling in Massachusetts）の活動紹介や事例を基に解説いただくと共にサイエンス＆エビデンスベースのリサーチの重要性についても語っていただく

大きな期待を持って海外から注視を集める日本の IR 開発において、世界を巻き込んだパンデミックによる環境変化は参入希望企業
の戦略においても影響を与えた。またコロナによって世界の専門家からの声を聞く機会が減少してしまっている状況の中で進む日本
の IRプロセス。人々のライフ＆ビジネススタイルの変化、５Gや６Gといった通信環境時代におけるMICE の未来、オンラインゲー
ミングの急速な普及とランドベースとの競合と共存、様々な変化に対応する各種ルールやレギュレーション等様々なテーマが議論さ
れている世界の現状の中で日本型 IR を成功させ、世界の IR 業界の発展につなげていく為の貴重な機会として経験豊富なパネラーか
ら様々なアドバイスや提言を聞く

講演：ギャンブル依存問題対策における日本型Responsible Gaming（RG) のあり方とは

対談：カジノ管理委員会規則（案）パブリックコメントをうけて

講演：IRのソーシャルインパクト（社会的影響）とその対策を考える

講演：日本の IR：COVID-19の影響 ?

パネルディスカッション：海外からの提言～日本型 IRを成功させる為に～

事例研究：IRプロジェクトを成功に導く行政の役割と責任
Enrique A. Zuniga 氏　Commissioner, Massachusetts Gaming Commission

Peter Cohen 氏　Director, Regulatory Affairs The Agenda Group  
David Green 氏　CEO, Newpage Consulting
Billy Ng 氏　バンク・オブ・アメリカメリルリンチ
Brendan Bussmann氏　Partner and Director of Government Affairs
                                           Global Market Advisors
Bo Jason Bernhard 氏　UNLV Vice President, 
　　　　　　　　　　　　　　Executive Director UNLV International Gaming Institute  

美原 融 氏　特定非営利法人ゲーミング法制協議会 理事長

Rachel Volberg 氏　Research Professor, School of Public Health and Health Sciences Social
　　　　　　　　　　     and Economic Impacts of Gambling in Massachusetts(SEIGMA)

西村 直之 氏　（一社）日本SRG協議会 代表理事 / 精神科医

石川 耕治 氏　弁護士　グリーンバーグトラウリグ東京オフィス、代表パートナー 
美原 融 氏　特定非営利法人ゲーミング法制協議会 理事長

10:15-11:05

11:15-12:00

13:00-13:55

14:05-14:55

15:05-16:25

16:35-17:10

17:10-17:55



※プログラム、スピーカーは変更になる可能性があります。

スペシャルトラック（ST）　常時視聴できるプログラムです

※2021/4/20 現在プログラム ＆ スピーカーリスト

最大 3か所の開業が見込まれる日本型 IRにおいて、各々 15,000 人～ 30,000 人規模の新規の雇用が見込まれる。そこには数百の職種があり、
日本においては新しいものも含まれている。地域の雇用に寄与するこの大型プロジェクトの人材に関する概要を簡潔に解説いただく

総雇用における半分前後の領域となるゲーミング（カジノ）フロア関連の多岐にわたる職種紹介と日本人雇用の可能性について解説。
また、世界で活躍する日本人スタッフの現状にについても日本のカジノ人材育成の第一人者から解説いただく

IRにおけるセキュリティ範囲は広く、元 FBI で経験豊富な海外大手オペレーター元バイスプレジデントの専門家と
国内大手警備会社との対談にてどのような対策が必要かを語っていただく

「日本型 IR」とはどのようなものなのか？ IR に詳しくない方にも理解していただけるように IR 整備法をもとに概要を解説していただく。多くの
人が集う IRが開業してから発生する様々な関連する業務は多岐にわたり、地元企業を含めて多くの企業にとって新規ビジネスチャンスになりうる。
地産地消をテーマに掲げる IR オペレーターも多く、飲食関連の仕入れから新しいビジネスモデルやサービス、施設等の各種メンテナンスに至るま
で幅広い商取引が発生する。区域認定後に始まるであろう様々な商談までには、まだ時間はあるのでこれから準備をしても十分間に合う。どのよ
うなビジネスチャンスがあるのかを考え、参入を検討する一助になるようお話しいただく

ST④ 対談：セキュリティ対策関連ついて

ST③ 講演：日本に新たに創出されるゲーミング分野の人材について

ST② 講演：日本型 IRに求められる人材

ST① 講演：基本講座「日本型 IRとは？」＆「新規参入の可能性とビジネスチャンス」
鎌田 祥史 氏　KPMGあずさ監査法人 , シニアマネージャー 公認会計士

大岩根 成悦 氏　日本カジノスクール 校長 , 株式会社ブライト 代表取締役

James Stern 氏　GIobal IR Consulting-Japan 株式会社 シニア・パートナー
鈴木 基久 氏　綜合警備保障株式会社 取締役 常務執行役員、運用総括担当
　　　　　　　 東京オリンピック・パラリンピック推進本部長 , 統合型リゾート事業推進プロジェクト長
モデレーター：阿部 洸三 氏　TMI 総合法律事務所 弁護士

石塚 正貴 氏　株式会社アウトソーシング



ご要望はこちらにお問い合わせください

フォーラム参加申込み方法

オンラインフォーラム視聴参加パス（4/24～4/30まで見逃し配信の視聴可能）

フォーラム参加パス購入から視聴まで

フォーラムご参加にあたり注意事項

本フォーラム参加への参加は専用パスが必要となります。参加希望の方は、以下よりパスをご購入ください。

開催概要（プログラム等詳細は随時更新中です）

開 催 日 時

対 象 者

参 加 費

申 込 方 法

申 込 期 限

2021 年 4月 21日（水）10:00 -18:00（予定）、22日（木）10:00 -18:00（予定） ※完全オンライン開催
※フォーラム終了後アーカイブ視聴可（4/24～4/30）

・統合型リゾートの立地推進をご検討中の自治体担当者様、その他政府関係者様

・統合型リゾート事業開発をご検討中の IR事業者様

・統合型リゾート事業開発をご検討中、興味を有する一般事業者様
（IR参入希望国内企業関係者 /IR 周辺ビジネス検討者 /金融機関 /建設 /不動産デペロッパー /各種コン
サルティング企業 /関連リサーチャー、関連団体様、他）

・これから IRビジネスへの新規参入をご検討されている企業様

本案内状に記載の方法にて、2日間共通パスをご購入ください。
※1日参加パスは設けておりません。

事前に参加パスのご購入が必要です。

2021年 4月 20日（火）

参 加 対 象 者

一 般 参 加 者
（IR 事 業 者、一
般事業会社様等）

学 生

自 治 体 /
行 政 関 係 者 様

メ デ ィ ア

参加パス種別〔2日間共通パス〕

レギュラーパス

〈特別パス〉
コミュニケーション
機能付きパス

スチューデントパス

事務所までお問い合わせください　　admin@japan-ir-jp

事務所までお問い合わせください　　admin@japan-ir-jp

 「購入」バナーをクリックし、購入サイトにて所定の内容を記入してパスを購入してください。
購入が完了したら購入完了メールが届きます。ID/PASSの登録を行なってください。※詳細は購入完了メールにてお知らせします。
フォーラム当日は登録をした ID/PASSを使用して、所定のURLにアクセスしてください。フォーラムの視聴が出来ます。

1:
2:
3:

Q 複数名で参加を申込みたい
A 参加者ごとにパスの購入を行い個別のログイン IDを設定 ( ユーザー登録 )をお願いいたします。

Q 登録済みの情報を変更したい
A 1. イベントページにアクセスし、ログイン IDとパスワードを入力してログインしてください。 
   2. 「プロフィール編集」を選択し、変更する情報項目 を編集し、「変更」ボタンをクリックしてください。 

Qフォーラム参加をキャンセルしたい
A 事務局までお問いわせください。

Q クレジットカード決済が出来ません。他の支払い方法はありますか。
A お振り込みでしかご対応が出来ない方はお問い合わせください。

価格（税込）

¥25,000

¥22,000

¥1,000

パス詳細
フォーラム視聴のみのパスです。
※他の来場者からご自身の参加が見えないプライバシーに配慮したパスです。他の来
場者とのコミュニケーション機能はついておりません。ご自身からは他の参加者も見
ることが出来ません。（協賛社を除く）

フォーラム視聴に加えて他の来場者とのコミュニケーション機能が付属したパスです。
※ご自身から他の来場者の参加を見ることが出来、他の来場者からもご自身の参加が見
えるパスです。コミュニケーション機能の使用は各参加者の意向となりますので、使用
が必ず必要なものではありません。コミュニケーション機能詳細は別紙をご確認下さい。

フォーラム視聴のみのパスです。※限定数にて販売いたします。
参加申し込み

参加申し込み

参加申し込み

本フォーラムを参加者同士の交流を深
める場にしてもらいたいという主旨の
もと、特別価格にて設定しました。

https://client.eventhub.jp/form/0dd2bda2-43a2-467c-9933-7bfc39857cca?isTicketSelected=true
https://client.eventhub.jp/form/dc151ba1-f98d-4b7d-82da-a4566f196072?isTicketSelected=true
https://client.eventhub.jp/form/c73c0271-c986-420c-a0b8-ec388976a62c?isTicketSelected=true
https://japan-ir.or.jp/wp/img/2021/03/e2f3450f0b7c9e6d7634f126fafd9532.pdf


＜通常機能＞ ＜交流機能＞

「コミュニケーション機能付きパス」のご説明

フォーラム視聴

プログラム内容の確認

使える機能が付加されているのになぜ￥22,000なの？
本フォーラムを企画するにあたり、多くの方々より「この 1年のコロナ禍により関係者の方々との面会
が減ってしまったので、久しぶりに集まる機会になるのであれば、是非お互いの交流を深める場を提供
してもらえないだろうか？」とのご要望をいただき、今回使用するオンライン用プラットフォームの機
能を活用し、参加者同士の交流が可能となるよう準備をさせていただきました。
また、交流を希望される方が増え、実り多い機会になるようにとの主旨にて、「コミュニケーション機能
付きパス」をディスカウントさせていただいた特別価格にてご提供させていただきます。
是非、フォーラムの視聴に加えて、交流・情報交換・コミュニケーションの機会としてご活用下さい。

通常機能 交流機能+

③オンラインMTGリクエスト機能

②メッセージ機能

①オンライン名刺交換機能

※交流機能は 4/21 ～ 22の期間のみ使用可能です。

Sansan または Eight のアカウントをお持ちの方であれば、 
フォー ラム上で名刺情報を送ることが できる機能です。

参加者同士がクローズドなやりとりをすることが出来ます。

会いたい人・企業を見つけたら、 リクエストを送信しましょう。
時間帯を選択し、コメントを添えて送ることができます。

交流を希望された参加者同士でのコミュニケーションが可能です

+



The Forum promotes the realization of IR

that Japan is striving for while dealing

with large changes in the environment

by improving knowledge and sharing 

highly specialized observations

and case studies amongst stakeholders.

Contact for Sponsorship and Inquiry

P a r t i c i p a t i o n To Participate - Ticket Purchase

O r g a n i z e r Japan IR Association  JAPAN IR FORUM committee

S u p p o r t e r s GIobal IR Consulting-Japan Inc., Inside Asian Gaming (IAG), Japan Sustainable Responsible Gaming Council (JSRG)

Ohta Publications, Outsourcing Inc., SOHGO SECURITY SERVICES CO.,LTD. , Responsible Gambling Council (RGC), 

Wakayama Prefecture, The Agenda Group, The Macau Shimbun ※More coming 

Proposed Contents

Current status of IR in Japan 
(Regulatory progress, latest development from local governments interested in IR, timeline)

Changes and Trends in MICE Overseas, and Possibilities for MICE in Japan

Roles and Responsibilities of the Governments in Leading Successful IR Project

International Report Status of IR around the world

Panel Discussion
Proposals from overseas for Japan-style IR to Succeed

How will Japan win customers from around the world?

Japan IR Association

JAPAN IR FORUM committee Administration Office
Contact

www.japan-ir.or.jp

The Latest News &
Topics in Japan IR!

Coming Online
SOON!!

Simultaneous
Interpretation

Lead Media Partner M e d i a  P a r t n e r

April 24-30 On Demand Streaming

Archive available
after forum



※Speakers and proposed contents are subject to change

※As of April 20PROGRAM ＆ SPEAKER LIST
April 21st DAY1  10:00am-6:00pm(JST)　This is the program that will be streamed on this day

Panel Discussion: How will Japan win customers from around the world?

Presentation: Position and Competition of Japanese IR in Asia

Presentation & Interview: Value Creation and Social Issues Solution That an IR Shall Strive for

Presentation: The Roles of World Expo and Osaka IR have Towards the Realization
                        of a Major International Tourism Destination

Presentation: The Importance of International Tourism During 
                        and After Covid-19 and the Scenario for the Recovery of Inbound Visitors

International Report - Status of IR in Asia

Presentation: Current status of IR in Japan 
                                  (Regulatory progress, latest development from local governments interested in IR, Timeline)

Kentaro Maruta　 IR Advisory Group, Certified Accountant/Partner, KPMG Japan
Report on the current state of IR in Japan, including the status of public comments collected by the Japan Tourism Agency and the Japan Casino Regulatory Commission, 
the progress made in the process for local governments bidding for a licence, and the schedule from the submission of an area development plan, the selection and the 
opening of the venue.

Explanation on the situation regarding the current state of IR in the Asian region (Macau, Singapore, the Philippines, Vietnam, Cambodia, 
etc.), which is greatly affected by Covid-19.

As Covid-19 has tremendously impact IRs worldwide, this is local report of the current situation in Macau and Las Vegas.

What is the scenario for reaffirming the importance of international tourism in Japan after the pandemic, and achieving the inbound target of 60 million visitors? 
What role IRs in Japan should play, and what is the importance of MICE?

In Japanese society, where social structural reforms are sought, how does the creation of new values and the solution to social issues are realized by utilizing 
Japan-style IRs? Explained from a general overview and innovation hospitality perspectives. In Nagasaki and Wakayama, which are promoting to attract a 
rural-styled IR, interviews conducted from the perspective of the younger generation to local government officials on how they are planning to solve local community 
issues and create values.

In response to the economic growth of Asia, recent new development and expansion of IRs have been occurring at many regions.  With Japan's IRs may open few 
years into the future, the current competitive environment and the gaming market stuation in Asia will be presented. 

How can Japan-style IRs, including casinos, gain customers from around in the world, including Asia, Europe, the Middle East, 
North America, Oceania, and growing emerging countries, in the the second half of the 2020s?  Valuable opinions from various 
perspectives such as gaming & non-gaming, urban & rural will be presented.

Andrew Scott　CEO, Inside Asian Gaming
Ben Blaschke　Managing Editor, Inside Asian Gaming

Yoshiaki Nakamura　 Representative Director, Japan Inbound Federation 

Hiroshi Mizohata　Osaka Convention & Tourism Bureau

The session will be recorded at a later date and uploaded to the archive.

Kazuaki Sasaki　Professor, Department of International Tourism Management, Toyo University

Simon Cheung　Managing Director, Goldman Sachs

Peter Cohen　Director, Regulatory Affairs The Agenda Group
Andrew Scott　CEO, Inside Asian Gaming
Yusuke Watanabe　Former VP Head of Business Development Japan, Sands Japan and Caesars

10:15-11:05

11:15-12:00

12:00-12:30

13:30-14:10

Postponed

14:20-15:25

15:35-16:20

16:30-17:40

International Report - Status of IR in Macau and Las Vegas
Yujin Katsube　Editor-in-Chief, The Macau Shimbun
Brendan Bussmann　Partner and Director of Government Affairs, Global Market Advisors



※Speakers and proposed contents are subject to change

※As of April 20PROGRAM ＆ SPEAKER LIST
April 22nd DAY2  10:00am-6:00pm(JST)　This is the program that will be streamed on this day

Presentation: Relationship Between Land Base and the Rise of Online Gaming, and the Future

As the shift to online gaming progresses around the world, the future and sustainability of land-based gaming, as well as forecasts and prospects for future 
changes will be presented by a young, talented academic.

Kahlil Philander　Assistant Professor, School of Hospitality Business Management, Washington State University
                               Honorary Lecturer, School of Psychology, University of Sydney

What kind of values can be created and added to the region by opening an IR, and how can it contribute to the local community in the future? What should the role of 
government agencies in creating such values that will lead to success? The past and the future will be discussed based on Massachusetts' experience.

The progress of IR in Japan was greatly affected by Covid-19, but as it begins to move forward again, the importance is increasing of having essential discussions 
leading to the success of Japan-style IRs and raising their values as it moves towards the creation of area development plans. The presentation will look back on the 
past year and look forward to the future of the opportunities created due to Covid-19.

Among the social impacts of Japan-style IRs, the issue of gambling dependence is of great concern, and the importance of countermeasures is shared by all concerned 
parties. What kind of measures should be taken based on the current situation in Japan in terms of RG (Responsible Gaming), which is recognized as a global standard in 
countermeasure actions? What are the challenges for Japan to learn, localize, and enhance the countermeasure's effectiveness as it aims for the world's highest level?

Two experts will talk about their observations, issues to pay attention to, recommendations, etc. in response to the public 
comments made on the draft regulations announced by the Japan Casino Regulatory Commission in April 2021.

What kind of problems can occur in regions impacted by IRs? And how should they be dealt with?  Dr. Rachel Volberg of University of Massachusetts Amherst, who works 
with the Massachusetts Gaming Commission (MGC) in the United States, will explain the activities of SEIGMA (Social and Economic Impacts of Gambling in 
Massachusetts), as well as introduce case studies, and talk about the importance of science and evidence-based research.

While Japan's IR development has been attracting attention from abroad with high expectations, changes in the environment due to the pandemic that has 
engulfed the world have had an impact on the strategies of companies wishing to participate. In addition, Japan's IR process is proceeding in the midst of a 
situation where opportunities to hear from experts from around the world have been reduced by Covid-19. Changes in lifestyles and business styles, the 
future of MICE in the age of 5G and 6G communication environments, the rapid spread of online gaming and its competition and coexistence with land-based 
venues, and various rules and regulations to cope with many changes are all topics that are being discussed in the world today. In this session, we will hear a 
variety of advice and proposals from experienced panelists as a valuable opportunity to ensure the success of the Japan-style IR and the development of the 
world-class IR industry.

Presentation: Japanese-style Responsible Gaming Practices for Problem Gambling Countermeasures

Presentation: Reactions to Public Comments(Draft) Made Under Japan Casino
                        Regulatory Commission Regulations

Presentation: Considering Measures for Social Impact of IR &  the Role of Research Institutions

Presentation: IRs in Japan: Effects from Covid-19?

Panel Discussion: Proposals from overseas for Japan-style IR to Succeed

Case Study: The Government's Roles and Responsibilities to Lead a Successful IR Project
Enrique A. Zuniga　Commissioner, Massachusetts Gaming Commission

Peter Cohen　Director, Regulatory Affairs The Agenda Group
David Green　CEO, Newpage Consulting
Billy Ng　Managing Director, Global Research, Bank of America Merrill Lynch
Brendan Bussmann　Partner and Director of Government Affairs, Global Market Advisors
Bo Jason Bernhard  Vice President - UNLV, Executive Director - UNLV International 
                                   Gaming Institute 

Toru Mihara　Chairman, NPO National Gaming Council

Rachel Volberg　Research Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Public Health 
                              and Health Sciences, University of Massachusetts Amherst

Naoyuki Nishimura　Representative Director, Japan Sustainable Responsible Gaming Council (JSRG)

Koji Ishikawa　Managing Partner,  Greenberg Traurig Tokyo Office
Toru Mihara　Chairman, NPO National Gaming Council

10:15-11:05

11:15-12:00

13:00-13:55

14:05-14:55

15:05-16:25

16:35-17:10

17:10-17:55



※Speakers and proposed contents are subject to change

※As of April 20PROGRAM ＆ SPEAKER LIST
Special Track (ST)　This is a program that can be viewed during the forum

Japan-style IRs, which up to three locations will be opened, are expected to hire 15,000 to 30,000 new employees per location.
There will be hundreds of job types, including new types for Japan. This will be an brief overview of personnel required for this large-scale project that will contributes to 
the local employment scheme.

An introduction to a wide range of jobs related to the gaming (casino) floor, which makes up about half of the total employees, and explain the possibilities of hiring 
Japanese staff. In addition, the current situation of Japanese staff who are working in this industry worldwide will be told by the leading expert in Japan for human 
resource development in casinos.

What is "Japan-style IR"? For those who are not familar with IRs, this presentation will help them understand by giving an outline based on "the Development Promotion of 
Specified IR Districts Act". The various affiliated businesses that occur after the opening of IR will attract a diverse group which can create a new business opportunity for 
many companies, including local ones. Many IR operators have incorporated a local production for local consumption theme, with a wide range of commercial transactions 
ranging from food and drink purchases, new business models and services, and various types of facility maintenance. There is still time before numerous business 
negotiations that will begin after the local government receives the operating licence, and it's not too late to start preparation. Talks about helping to think about the types of 
business opportunities, and to look into getting involved.

ST③ Presentation: Detailed Commentary on New Jobs Created
                             in the Japanese Gaming Sector

ST② Presentation: Human Resources Sought for Japan-style IR

ST① Presentation: Basics of "Japan-style IR"
                             and New Business & Investment Opportunities 

Yoshifumi Kamata　Senior Manager/Certified Public Accountant, KPMG Japan 

Masayoshi Oiwane   Principal - Japan CASINO School, President & C.E.O. - Bright, Inc.

Masataka Ishizuka　OUTSOURCING Inc.

The scope of security in IRs is broad, and what kind of measures are necessary will be discussed between two experts: a former FBI and a 
vice president of a major overseas operator, and a representative of a major domestic security company.

ST④ Discussion: Issues Related to Security Measures
James Stern　Senior Partner, Global IR Consulting-Japan Inc.
Motohisa Suzuki　Director Senior Exective Officer, SOHGO SECURITY SERVICES CO.,LTD.
                                Security Operations, Chief Officer of Tokyo Olympic and Paralympic Affairs
Moderator: Kozo Abe　Attorney-at-law, TMI Associates Tokyo Office



Forum Registration Guideline 

Online Forum Delegate Pass (On demand streaming will be available April 24-30)

Forum Registration Q&A

A pass is required to participate in this forum.  Please select and purchase one of the following: 

Forum Details (Program has been under progress)

Date April 21th(Wed)10:00am-6:00pm / 22nd(Thurs)10:00am-6:00pm　＊Archive available April 24 - April 30.

Pass Category

Regular Pass

Communication Pass
A special price offer with the intention of 
encouraging delegates of this forum to 
interact with each other.

Please contact:　admin@japan-ir.jp

How to Purchase Forum Pass and View the Conference
1. Click on the "Register" button, then fill in the details and purchase the pass of your choice.
After the purchase is completed, a confirmation email will be sent to you.  Please complete the login ID and password registration. 
※Details will be sent along with the purchase confirmation e-mail.
On the day of the conference, the site can be accessed by going to the assigned URL site and log in the ID and the password.

1:
2:

3:

Q  We would like to sign up a multiple number of people.
A  Please purchase passes individually since each person will be assigned a unique log in ID (user registration).

Q  I would like to change details of registration information that has been already submitted.
A  1. Access the event homepage and type in log in ID and password.  
　 2. Select “Change Profile” , edit details that requires change. then press “Edit” button.

Q  I would like to cancel the participation of the forum.
A  Please contact  Japan IR Forum Project Committee Administration Office.

Q  My credit card payment is not accepted.  Is there another way to pay?
A  Please contact us for bank transfer payment.

Contact for Inquiry 

Japan IR Association

JAPAN IR FORUM committee Administration Office
Contact

Price(Including Tax) 

JPY25,000

JPY22,000

Details
This pass is only for viewing the forum.  ※It protects the privacy of the registrant from 
other delegates by not revealing the registrant’ s presence.  
With this pass, there is no channel to contact or learn the identity of other delegates 
(except for conference sponsors). 

In addition to viewing the conference, this pass allows delegates to communicate with 
each other.  ※It enables the pass holder to view other delegates with the same pass, 
and vice versa.  
The delegates have the discretion to communicate with others. 
Please refer to the attached document for details. 

Register

Register

Register

IR Operators / Companies

Pass Category

Student Pass

Price 
JPY1,000

Details

This pass is only for viewing the forum. ※Available in limited numbers

Student

Local government officials who are considering IR development, and other government officials, and Media.

April 20th 2021

Advance purchase of Forum Pass required 

Please select and purchase one of the following　　*1 Day pass is not available

・Local government officials who are considering IR development, and other government officials.

・IR operators who are considering IR development.

・Businesses that are interested in or considering getting involved in IR development.
(Local governments agencies and private organizations pursing IR, Domestic and international companies 
pursing IR development , Financial institutions, Construction, Real estate developers, Various consulting 
companies, Researchers from related fields )

・Companies that are considering getting involved with IR-associated business.

Registration close
How to register
Pass Category

Participant Category

https://client.eventhub.jp/form/0dd2bda2-43a2-467c-9933-7bfc39857cca?isTicketSelected=true
https://client.eventhub.jp/form/dc151ba1-f98d-4b7d-82da-a4566f196072?isTicketSelected=true
https://client.eventhub.jp/form/c73c0271-c986-420c-a0b8-ec388976a62c?isTicketSelected=true
https://japan-ir.or.jp/wp/img/2021/03/c582f020918d1ec2d91e3a0e1ab24431.pdf



