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統合型統合型統合型統合型リゾートリゾートリゾートリゾート（（（（IRIRIRIR））））のののの事業構造事業構造事業構造事業構造

ゲーミングゲーミングゲーミングゲーミング部門部門部門部門

ノンノンノンノン・・・・ゲーミングゲーミングゲーミングゲーミング部門部門部門部門

ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ・・・・エンタテインメントエンタテインメントエンタテインメントエンタテインメント

ほかほかほかほか

ディスティネーションリゾートディスティネーションリゾートディスティネーションリゾートディスティネーションリゾート事業事業事業事業

インテグレーテッドリゾートインテグレーテッドリゾートインテグレーテッドリゾートインテグレーテッドリゾート事業事業事業事業

世界中世界中世界中世界中でででで競合競合競合競合するするするする有力観光地有力観光地有力観光地有力観光地のなかからのなかからのなかからのなかから選選選選

択択択択されるされるされるされる国際観光国際観光国際観光国際観光ディスティネーションディスティネーションディスティネーションディスティネーションとととと

なりうるなりうるなりうるなりうる

グローバルクラスグローバルクラスグローバルクラスグローバルクラスののののエンタメエンタメエンタメエンタメとととと

国国国国・・・・地域地域地域地域としてのとしてのとしてのとしての独自性独自性独自性独自性がががが不可欠不可欠不可欠不可欠。。。。



カジノカジノカジノカジノ・・・・エンタテインメントエンタテインメントエンタテインメントエンタテインメント・・・・コンプレックスコンプレックスコンプレックスコンプレックス（ＩＲ）（ＩＲ）（ＩＲ）（ＩＲ）事業事業事業事業をををを構成構成構成構成するするするする要素要素要素要素

統合型統合型統合型統合型リゾートリゾートリゾートリゾート（ＩＲ）（ＩＲ）（ＩＲ）（ＩＲ） ＝＝＝＝

ゲーミングゲーミングゲーミングゲーミング部門部門部門部門 ＋＋＋＋ ノンノンノンノン・・・・ゲーミングゲーミングゲーミングゲーミング部門部門部門部門

ゲーミング

ロッジングロッジングロッジングロッジング

フードフードフードフード＆＆＆＆ベバレッジベバレッジベバレッジベバレッジリテールリテールリテールリテール

コンベンションコンベンションコンベンションコンベンション（ＭＩＣＥ）（ＭＩＣＥ）（ＭＩＣＥ）（ＭＩＣＥ）

エンタテインメントエンタテインメントエンタテインメントエンタテインメント

（（（（伝統文化芸能伝統文化芸能伝統文化芸能伝統文化芸能））））

文化文化文化文化・・・・芸術施設芸術施設芸術施設芸術施設



ＩＲＩＲＩＲＩＲによるによるによるによる観光立国推進観光立国推進観光立国推進観光立国推進ののののエンジンエンジンエンジンエンジンとしてのとしてのとしてのとしてのゲーミングゲーミングゲーミングゲーミング（（（（カジノカジノカジノカジノ））））のののの役割役割役割役割

観光立国観光立国観光立国観光立国

ＭＭＭＭ・・・・ＩＩＩＩ・・・・ＣＣＣＣ・・・・ＥＥＥＥ

エンターテインメントエンターテインメントエンターテインメントエンターテインメント

ゲーミングゲーミングゲーミングゲーミング（（（（カジノカジノカジノカジノ））））

統合型統合型統合型統合型リゾートリゾートリゾートリゾート（ＩＲ）（ＩＲ）（ＩＲ）（ＩＲ） ＝＝＝＝ 知財集約型産業知財集約型産業知財集約型産業知財集約型産業

ディスティネーションリゾートディスティネーションリゾートディスティネーションリゾートディスティネーションリゾート

ビジネスツーリズムビジネスツーリズムビジネスツーリズムビジネスツーリズム

ＩＲＩＲＩＲＩＲののののエンジンエンジンエンジンエンジン

EX：シルク・ド・ソレイユ、モンテカルロ・オペラ、Ｆ１

EX：マカオ・コタイ開発、

ラスベガス・エンタメコンベンション施設

シンガポールＩＲ開発

◎◎◎◎重厚長大重厚長大重厚長大重厚長大ななななＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥインフラインフラインフラインフラ + + + + 収益構造収益構造収益構造収益構造がががが博打的博打的博打的博打的

（（（（興行興行興行興行））））ななななワールドクラスワールドクラスワールドクラスワールドクラスののののエンタメエンタメエンタメエンタメ・・・・ビジネスビジネスビジネスビジネスはははは

カジノカジノカジノカジノ資本資本資本資本こそこそこそこそがががが担担担担えるえるえるえる。。。。

◎国際会議誘致国際会議誘致国際会議誘致国際会議誘致 = = = = ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥビジネスビジネスビジネスビジネスのののの育成育成育成育成

⇒sight seeing + business tourism 増大

◎国際会議・国際観光ディスティネーションの条件

＝＝＝＝グローバルクラスグローバルクラスグローバルクラスグローバルクラスののののエンターテインメントエンターテインメントエンターテインメントエンターテインメント

＋＋＋＋地域独自地域独自地域独自地域独自ののののエンターテインメントエンターテインメントエンターテインメントエンターテインメント

（（（（====伝統文化芸術伝統文化芸術伝統文化芸術伝統文化芸術））））



日本日本日本日本ががががカジノカジノカジノカジノをををを合法化合法化合法化合法化ししししＩＲＩＲＩＲＩＲをををを導入導入導入導入するするするする目的目的目的目的とはとはとはとは？？？？

日本日本日本日本におけるにおけるにおけるにおけるカジノカジノカジノカジノ合法化合法化合法化合法化のののの目的目的目的目的はははは、、、、

ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥビジネスビジネスビジネスビジネス + + + + エンターテインメントエンターテインメントエンターテインメントエンターテインメント（（（（文化芸術文化芸術文化芸術文化芸術））））産業育成産業育成産業育成産業育成

をををを活用活用活用活用したしたしたした

国家成長戦略国家成長戦略国家成長戦略国家成長戦略のののの柱柱柱柱としてのとしてのとしてのとしての観光立国観光立国観光立国観光立国推進推進推進推進・・・・振興振興振興振興

東東東東アジアアジアアジアアジアののののハブハブハブハブとしてのとしてのとしてのとしての復権復権復権復権

⇒⇒⇒⇒観光振興観光振興観光振興観光振興・・・・地域再生地域再生地域再生地域再生（（（（地方地方地方地方のののの独自財源独自財源独自財源独自財源////産業創出産業創出産業創出産業創出）、）、）、）、雇用創出雇用創出雇用創出雇用創出、、、、

税収増税収増税収増税収増（（（（福祉福祉福祉福祉・・・・年金財源年金財源年金財源年金財源////消費税対策消費税対策消費税対策消費税対策））））

２００７２００７２００７２００７年年年年１１１１月月月月 観光立国推進基本法観光立国推進基本法観光立国推進基本法観光立国推進基本法

↓↓↓↓

２００７２００７２００７２００７年年年年６６６６月月月月 観光立国推進基本計画観光立国推進基本計画観光立国推進基本計画観光立国推進基本計画

①２０①２０①２０①２０３０３０３０３０年年年年 観光観光観光観光インバウンドインバウンドインバウンドインバウンド ３３３３００００００００００００万人万人万人万人

②２０②２０②２０②２０１１１１００００年年年年 観光観光観光観光アウトバウンドアウトバウンドアウトバウンドアウトバウンド １１１１００００００００００００万人万人万人万人

③２０１０③２０１０③２０１０③２０１０年年年年 国内国内国内国内アラウンドアラウンドアラウンドアラウンド 年間年間年間年間４４４４泊泊泊泊

④２０１０④２０１０④２０１０④２０１０年年年年 観光旅行消費額観光旅行消費額観光旅行消費額観光旅行消費額 ３０３０３０３０兆円兆円兆円兆円

⑤２０１１⑤２０１１⑤２０１１⑤２０１１年年年年 国際会議開催国際会議開催国際会議開催国際会議開催 ５５５５割増割増割増割増

↓↓↓↓

２０２０２０２０１１１１１１１１年年年年 ＩＲＩＲＩＲＩＲ推進推進推進推進法法法法 （（（（基本法基本法基本法基本法））））

◎◎◎◎政策目的政策目的政策目的政策目的：：：： 観光振興観光振興観光振興観光振興 = = = = 観光立国推進観光立国推進観光立国推進観光立国推進にににに資資資資するするするする

◎◎◎◎国策国策国策国策としてのとしてのとしてのとしての観光立国推進戦略観光立国推進戦略観光立国推進戦略観光立国推進戦略ストーリーストーリーストーリーストーリー：：：：

＝＝＝＝sight seeing + business tourism sight seeing + business tourism sight seeing + business tourism sight seeing + business tourism 増大増大増大増大

⇒⇒⇒⇒ 国際会議誘致国際会議誘致国際会議誘致国際会議誘致 ==== ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥビジネスビジネスビジネスビジネスのののの育成育成育成育成

◎◎◎◎国際会議国際会議国際会議国際会議・・・・国際観光国際観光国際観光国際観光ディスティネーションディスティネーションディスティネーションディスティネーションとしてのとしてのとしてのとしての条件条件条件条件：：：：

グローバルクラスグローバルクラスグローバルクラスグローバルクラスののののエンターテインメントエンターテインメントエンターテインメントエンターテインメント

＋＋＋＋地域独自地域独自地域独自地域独自ののののエンターテインメントエンターテインメントエンターテインメントエンターテインメント（（（（====伝統文化芸術伝統文化芸術伝統文化芸術伝統文化芸術））））

＝＝＝＝ business tourist  business tourist  business tourist  business tourist  誘致誘致誘致誘致のののの条件条件条件条件

重厚長大重厚長大重厚長大重厚長大ななななＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥインフラインフラインフラインフラ + + + + 収益構造収益構造収益構造収益構造がががが博打的博打的博打的博打的（（（（興行興行興行興行））））なななな

ワールドクラスワールドクラスワールドクラスワールドクラスののののエンタメエンタメエンタメエンタメ・・・・ビジネスビジネスビジネスビジネスははははカジノカジノカジノカジノ資本資本資本資本がががが担担担担えるえるえるえる。。。。



Clean & SafetyClean & SafetyClean & SafetyClean & Safety ななななシンガポールシンガポールシンガポールシンガポールはなぜをはなぜをはなぜをはなぜをカジノカジノカジノカジノ導入導入導入導入したしたしたしたののののかかかか？？？？

ゲーミングゲーミングゲーミングゲーミング部門部門部門部門

ノンノンノンノン・・・・ゲーミングゲーミングゲーミングゲーミング部門部門部門部門

（（（（エンタテインメントエンタテインメントエンタテインメントエンタテインメントほかほかほかほか））））

統合統合統合統合リゾートリゾートリゾートリゾート（（（（Integrated Resort=Integrated Resort=Integrated Resort=Integrated Resort=IRIRIRIR））））

開発計画開発計画開発計画開発計画 閣議決定閣議決定閣議決定閣議決定

政策誘導により、ビジネス街に近いマリーナ・ベイ地区と、アーバンリゾートであるセントーサ島に、

それぞれ異なった開発コンセプトを提示して事業者を公募。ワールドクラスの観光ディスティネー

ションとなりうるランドマーク性を有し、カジノフロアを総開発面積の3333～～～～5555％％％％以内以内以内以内にににに限定限定限定限定したカジ

ノ・エンターテイメント・コンプレックス・リゾート、ＩＲ計画を実現。

Multi Resort ExperienceM I C E
Meeting,Incentive,Cnvention,Exhibition

ファミリーエンターテイメントファミリーエンターテイメントファミリーエンターテイメントファミリーエンターテイメント 対象対象対象対象ビジネスビジネスビジネスビジネス・・・・ツーリズムツーリズムツーリズムツーリズム 対象対象対象対象

マリーナ・ベイ セントーサ島

ＭＩＣＥ、コンサートホール、博物館などの文化施設と、ホテ

ル、空中庭園、高級レストラン、ナイトクラブ、ほかからなる

都市型統合リゾート。 2010/04/272010/04/272010/04/272010/04/27開業開業開業開業 2,5602,5602,5602,560室室室室

ユニバーサル・スタジオ・シンガポールを中核に、ホテル、

シアター、海洋ラグーン・テーマパークからなるアーバンリ

ゾート統合リゾート。 2010/02/142010/02/142010/02/142010/02/14開業開業開業開業 1,8001,8001,8001,800室室室室

経済再生委員会経済再生委員会経済再生委員会経済再生委員会（ＥＲＣ）（ＥＲＣ）（ＥＲＣ）（ＥＲＣ）でででで検討検討検討検討対象化対象化対象化対象化

2005年4月

2003年

開発面積開発面積開発面積開発面積49494949万万万万㎡㎡㎡㎡ 投資金額投資金額投資金額投資金額3,9543,9543,9543,954億円億円億円億円開発面積開発面積開発面積開発面積20.520.520.520.5万万万万㎡㎡㎡㎡ 投資金額投資金額投資金額投資金額4,8004,8004,8004,800億円億円億円億円



観光立国推進観光立国推進観光立国推進観光立国推進のののの世界標準世界標準世界標準世界標準となりつつあるとなりつつあるとなりつつあるとなりつつあるＩＲＩＲＩＲＩＲののののイメージイメージイメージイメージ

統合統合統合統合リゾートリゾートリゾートリゾート（（（（IntegratedIntegratedIntegratedIntegrated Resort = Resort = Resort = Resort = I RI RI RI R））））

～～～～カジノフロアカジノフロアカジノフロアカジノフロアのののの面積面積面積面積はははは統合統合統合統合リゾートリゾートリゾートリゾート（ＩＲ）（ＩＲ）（ＩＲ）（ＩＲ）のののの3333～～～～5555％％％％のみのみのみのみ～～～～

■清潔清潔清潔清潔、、、、緑緑緑緑あふれるあふれるあふれるあふれる、、、、安全安全安全安全、、、、健康健康健康健康なななな都市都市都市都市ゆえのゆえのゆえのゆえの、、、、シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール・・・・パッシングパッシングパッシングパッシング回避回避回避回避

■■■■ＩＩＩＩ ＲＲＲＲははははビジネスマンビジネスマンビジネスマンビジネスマンやややや観光客観光客観光客観光客にとってにとってにとってにとって興奮興奮興奮興奮するするするする刺激的刺激的刺激的刺激的でででで楽楽楽楽しいしいしいしい街街街街づくりづくりづくりづくり

■■■■世界世界世界世界のののの投資家投資家投資家投資家とととと世界世界世界世界でででで活躍活躍活躍活躍しているしているしているしている人人人人々々々々がががが集集集集うううう街街街街づくりづくりづくりづくり

※※※※２００５２００５２００５２００５年年年年シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール、、、、リーリーリーリー・・・・クアンユークアンユークアンユークアンユー国会演説国会演説国会演説国会演説よりよりよりより

世界的世界的世界的世界的ななななランドマークランドマークランドマークランドマーク性性性性をををを有有有有するするするする賑賑賑賑わいのあるわいのあるわいのあるわいのある街街街街をををを、、、、

税負担税負担税負担税負担なくなくなくなく実現実現実現実現するするするする、、、、民活民活民活民活によるによるによるによる「「「「公共投資公共投資公共投資公共投資」」」」としてのとしてのとしてのとしての都市都市都市都市・・・・地域再開発地域再開発地域再開発地域再開発



シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールののののＩＲＩＲＩＲＩＲ開発開発開発開発

面積面積面積面積707.1平方平方平方平方km²²²² 、、、、人口人口人口人口4,737千人千人千人千人



2010年シンガポールにＩ Ｒ誕生

暴動発生 消防法 営業停止 禁煙規制 通貨切り上げ

2010201020102010年年年年2222月月月月14141414日日日日 ＲＷＳＲＷＳＲＷＳＲＷＳ カジノオープンカジノオープンカジノオープンカジノオープン

2010201020102010年年年年4444月月月月27272727日日日日 ＭＢＳＭＢＳＭＢＳＭＢＳ ソフトオープンソフトオープンソフトオープンソフトオープン

2010201020102010年年年年6666月月月月23232323日日日日 ＭＢＳＭＢＳＭＢＳＭＢＳ グランドオープングランドオープングランドオープングランドオープン

シンガポールの成長戦略実現に向けた

政府の強い意志！





リゾートリゾートリゾートリゾート・・・・ワールドワールドワールドワールド・・・・セントーサセントーサセントーサセントーサ

写真提供写真提供写真提供写真提供////ゲンティンゲンティンゲンティンゲンティン・・・・インタナショナルインタナショナルインタナショナルインタナショナル・・・・ジャパンジャパンジャパンジャパン



リゾートリゾートリゾートリゾート・・・・ワールドワールドワールドワールド・・・・セントーサセントーサセントーサセントーサ



リゾートリゾートリゾートリゾート・・・・ワールドワールドワールドワールド・・・・セントーサセントーサセントーサセントーサ

24242424ののののアトラクションアトラクションアトラクションアトラクションのうちのうちのうちのうち世界初世界初世界初世界初がががが18181818アトラクションアトラクションアトラクションアトラクション

ユニバーサルユニバーサルユニバーサルユニバーサル・・・・スタジオスタジオスタジオスタジオ・・・・シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール



リゾートリゾートリゾートリゾート・・・・ワールドワールドワールドワールド・・・・セントーサセントーサセントーサセントーサ



リゾートリゾートリゾートリゾート・・・・ワールドワールドワールドワールド・・・・セントーサセントーサセントーサセントーサ



リゾートリゾートリゾートリゾート・・・・ワールドワールドワールドワールド・・・・セントーサセントーサセントーサセントーサ

クロックフォードクロックフォードクロックフォードクロックフォード・・・・タワータワータワータワー

ハードロックハードロックハードロックハードロック・・・・ホテルホテルホテルホテル・・・・シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール

ホテルホテルホテルホテル・・・・マイケルマイケルマイケルマイケル

フェスティブフェスティブフェスティブフェスティブ・・・・ホテルホテルホテルホテル

エクエリアスエクエリアスエクエリアスエクエリアス・・・・ホテルホテルホテルホテル

スパスパスパスパ・・・・ヴィラヴィラヴィラヴィラ 1800180018001800室室室室



リゾートリゾートリゾートリゾート・・・・ワールドワールドワールドワールド・・・・セントーサセントーサセントーサセントーサ

60606060店舗店舗店舗店舗ののののブランドブランドブランドブランド・・・・ショッピングショッピングショッピングショッピング

ワールドクラスワールドクラスワールドクラスワールドクラスののののショーシアターショーシアターショーシアターショーシアター

京都吉兆徳岡邦夫京都吉兆徳岡邦夫京都吉兆徳岡邦夫京都吉兆徳岡邦夫

ジョエルジョエルジョエルジョエル・・・・ロブションロブションロブションロブション

ミシュランミシュランミシュランミシュラン3333スターシェフスターシェフスターシェフスターシェフのののの競演競演競演競演





マリナマリナマリナマリナ・・・・ベイベイベイベイ・・・・サンズサンズサンズサンズ

シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールののののスカイラインスカイラインスカイラインスカイラインがががが変変変変わるわるわるわる！！！！



マリナマリナマリナマリナ・・・・ベイベイベイベイ・・・・サンズサンズサンズサンズ



マリナマリナマリナマリナ・・・・ベイベイベイベイ・・・・サンズサンズサンズサンズ

サンズサンズサンズサンズ・・・・スカイパークスカイパークスカイパークスカイパーク／／／／150150150150メートルプールメートルプールメートルプールメートルプール

ゲストルームゲストルームゲストルームゲストルーム2500250025002500室室室室



マリナマリナマリナマリナ・・・・ベイベイベイベイ・・・・サンズサンズサンズサンズ

12121212万万万万㎡㎡㎡㎡ののののＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ施設施設施設施設

可動式可動式可動式可動式イベントプラザイベントプラザイベントプラザイベントプラザ



マリナマリナマリナマリナ・・・・ベイベイベイベイ・・・・サンズサンズサンズサンズ



マリナマリナマリナマリナ・・・・ベイベイベイベイ・・・・サンズサンズサンズサンズ

ディオールディオールディオールディオール

ルイルイルイルイ・・・・ヴィトンヴィトンヴィトンヴィトン

フェンディフェンディフェンディフェンディ

バリーバリーバリーバリー

ブランパンブランパンブランパンブランパン

ボッテガボッテガボッテガボッテガ・・・・ヴェネタヴェネタヴェネタヴェネタ

ブレゲブレゲブレゲブレゲ

バーバリーバーバリーバーバリーバーバリー

ブルガリブルガリブルガリブルガリ

シャネルシャネルシャネルシャネル

フェラガモフェラガモフェラガモフェラガモ

グッチグッチグッチグッチ

エルメスエルメスエルメスエルメス

ウブロウブロウブロウブロ

オメガオメガオメガオメガ

パテックパテックパテックパテック・・・・フィリップフィリップフィリップフィリップ

プラダプラダプラダプラダ

ミュウミュウミュウミュウミュウミュウミュウミュウ

ティファニーティファニーティファニーティファニー

イブイブイブイブ・・・・サンサンサンサン・・・・ローランローランローランローラン

マリオマリオマリオマリオ・・・・バターリバターリバターリバターリ

ダニエルダニエルダニエルダニエル・・・・ブールーブールーブールーブールー

ウルフギャングウルフギャングウルフギャングウルフギャング・・・・パックパックパックパック

サンティサンティサンティサンティ・・・・サンタマリアサンタマリアサンタマリアサンタマリア

ギーギーギーギー・・・・サヴォアサヴォアサヴォアサヴォア

テツヤテツヤテツヤテツヤ・・・・ワクダワクダワクダワクダ

6666人人人人ののののスターシェフスターシェフスターシェフスターシェフとととと世界世界世界世界のののの高級高級高級高級ブランドブランドブランドブランド

2222つのつのつのつのシアターシアターシアターシアター



シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール経済経済経済経済へのへのへのへのＩＲＩＲＩＲＩＲのののの貢献貢献貢献貢献

シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールののののIRIRIRIRのののの財務状況財務状況財務状況財務状況 （各事業者の財務資料より算出）

Marina Bay SandsMarina Bay SandsMarina Bay SandsMarina Bay Sands

単位：千ドル

3Q/2011 2Q/2011 1Q/2011 4Q/2010 2010年10月～2011年9月計 為替レート 千円 日本円換算日本円換算日本円換算日本円換算

売上高 792,427 737,569 584,925 560,411 2,675,332 82.15 219,778,524 2198219821982198億円億円億円億円

EBITDA 413,893 405,359 284,471 305,843 1,409,566 82.15 115,795,847 1158115811581158億円億円億円億円

Resorts World SentosaResorts World SentosaResorts World SentosaResorts World Sentosa

単位：千シンガポールドル

3Q/2011 2Q/2011 1Q/2011 4Q/2010 2010年10月～2011年9月計 為替レート 千円 日本円換算日本円換算日本円換算日本円換算

売上高 788,736 716,013 913,556 775,157 3,193,462 65.19 208,181,788 2082208220822082億円億円億円億円

EBITDA 375,286 352,462 537,890 389,787 1,655,425 65.19 107,917,156 1079107910791079億円億円億円億円

※為替レートは、各通貨の2010年10月～2011年9月の月中平均ＴＴＳ（小数点第2位で四捨五入）の単純平均（月中平均の合計/12ヶ月）

■■■■ＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰ貢献貢献貢献貢献 2220億円億円億円億円 名目名目名目名目ＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰ1.7％％％％押押押押しししし上上上上げげげげ（S＄3,700,000千/2010年1月～9月/出典経済産業省）

■■■■納税額納税額納税額納税額 252億円億円億円億円（S＄420,000千/2010年4月～11月/カジノ税+物品サービス税/出典財務省）

■■■■入場税入場税入場税入場税 78億円億円億円億円 （S＄130,000千/2010年4月～11月/カジノ税+物品サービス税/出典財務省）

■■■■2010年入場者数年入場者数年入場者数年入場者数3800万人万人万人万人 （MBS 2500万人 RWS 1300万人/2010年秋予測値）

■■■■雇用雇用雇用雇用のののの創出創出創出創出 5万人万人万人万人 直接雇用直接雇用直接雇用直接雇用20,000人人人人 （出典経済産業省）

■■■■2010年観光客数年観光客数年観光客数年観光客数 1160万人万人万人万人 前年比前年比前年比前年比20％％％％増増増増 （出典政府観光局）

■■■■2010年観光収入年観光収入年観光収入年観光収入 1兆兆兆兆1280億円億円億円億円 前年比前年比前年比前年比49％％％％増増増増 2015年目標年目標年目標年目標1兆兆兆兆8000億円億円億円億円 （ S＄18,800,000千/出典政府観光局）

■■■■ＩＲＩＲＩＲＩＲ事業者売上高事業者売上高事業者売上高事業者売上高 4280億円億円億円億円 EBITDA 2237億円億円億円億円

※ゲンティンシンガポール資料より引用/為替レート1Ｓ＄＝￥60.00（2011年10月現在）



海外海外海外海外カジノカジノカジノカジノ・・・・オペレーターオペレーターオペレーターオペレーターのののの企業規模企業規模企業規模企業規模

時価総額比較時価総額比較時価総額比較時価総額比較

1米ドル＝77円（2011年10月現在）

ＭＧＭリゾーツ 江原ランド メルコ・クラウン ギャラクシー ＳＪＭ ウィン・マカオ ウィン
ゲンティン・マレーシア ゲンティンバハッド ゲンティン・シンガポール サンズ・チャイナ ラスベガス・サンズ

新日鉄

億ドル 51.7 54.0 63.0 83.1 106.4 155.4 184.3 66.0 117.0 159.0 224.5 346.4 163.6

兆円 0.40 0.42 0.49 0.51 0.82 1.20 1.42 0.49 0.90 1.22 1.73 2.67 1.26

出典：ブルームバーグ

為替レート：シンガポールドル/米ドル＝0.78081　　香港ドル/米ドル＝0.1284　　マレーシア・リンギット/米ドル＝0.3278　　豪ドル/米ドル＝1.002　　韓国ウォン/米ドル＝

※新日鉄のみ11/16現在のヤフーファイナンスＨＰより引用。　円/米ドル＝0.012987
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シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールのののの外国人来訪者数外国人来訪者数外国人来訪者数外国人来訪者数のののの推移推移推移推移

■■■■2010201020102010年年年年7777月月月月のののの外国人来訪者数外国人来訪者数外国人来訪者数外国人来訪者数、、、、対前年比対前年比対前年比対前年比24.124.124.124.1％％％％増増増増でででで、、、、

初初初初のののの大台突破大台突破大台突破大台突破のののの109109109109万万万万5,0005,0005,0005,000人人人人。。。。



シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールのののの国別外国人来訪者数国別外国人来訪者数国別外国人来訪者数国別外国人来訪者数とととと伸伸伸伸びびびび率率率率

■国別外国人来訪者数国別外国人来訪者数国別外国人来訪者数国別外国人来訪者数のののの伸伸伸伸びをびをびをびを、、、、

カジノカジノカジノカジノへのへのへのへの来場者数来場者数来場者数来場者数のののの多多多多いいいい各国各国各国各国がががが支支支支えるえるえるえる構図構図構図構図。。。。

マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア 53535353％％％％増増増増、、、、8888万万万万7,0007,0007,0007,000人人人人

インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア 37373737％％％％増増増増、、、、23232323万万万万3,0003,0003,0003,000人人人人

中国中国中国中国 63636363％％％％増増増増、、、、11111111万万万万8,0008,0008,0008,000人人人人



シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールのののの客室稼働率客室稼働率客室稼働率客室稼働率とととと平均客室単価平均客室単価平均客室単価平均客室単価のののの推移推移推移推移

■■■■2010201020102010年年年年7777月月月月、、、、客室稼働率客室稼働率客室稼働率客室稼働率はははは、、、、対前年比対前年比対前年比対前年比10.210.210.210.2％％％％でででで90909090％％％％越越越越えるえるえるえる。。。。

■■■■ 2010201020102010年年年年7777月月月月、、、、平均客室単価平均客室単価平均客室単価平均客室単価はははは、、、、対前年比対前年比対前年比対前年比19.919.919.919.9％％％％でででで、、、、209209209209Ｓ＄。Ｓ＄。Ｓ＄。Ｓ＄。



日本企業日本企業日本企業日本企業にとってのにとってのにとってのにとってのシンガポールシンガポールシンガポールシンガポールＩＲＩＲＩＲＩＲのののの経済効果経済効果経済効果経済効果

■■■■五洋建設五洋建設五洋建設五洋建設：：：： 2008200820082008年年年年3333月発表月発表月発表月発表

ＭＢＳＭＢＳＭＢＳＭＢＳ美術館建設工事受注美術館建設工事受注美術館建設工事受注美術館建設工事受注。。。。1111億億億億6,0006,0006,0006,000万万万万Ｓ＄Ｓ＄Ｓ＄Ｓ＄

■■■■ＪＦＥＪＦＥＪＦＥＪＦＥエンジニアリングエンジニアリングエンジニアリングエンジニアリング：：：： 2008200820082008年年年年4444月発表月発表月発表月発表

ＭＢＳＭＢＳＭＢＳＭＢＳ空中庭園建設工事受注空中庭園建設工事受注空中庭園建設工事受注空中庭園建設工事受注。。。。

■■■■鹿島鹿島鹿島鹿島：：：： 2008200820082008年年年年5555月発表月発表月発表月発表

ＲＷＳＲＷＳＲＷＳＲＷＳホテルホテルホテルホテル3333棟棟棟棟、、、、カジノカジノカジノカジノ、、、、劇場等劇場等劇場等劇場等のののの建設工事受注建設工事受注建設工事受注建設工事受注。。。。10101010億億億億5,0005,0005,0005,000万万万万Ｓ＄Ｓ＄Ｓ＄Ｓ＄

■■■■三洋電機三洋電機三洋電機三洋電機：：：： 2010201020102010年年年年1111月報道月報道月報道月報道

ＲＷＳＲＷＳＲＷＳＲＷＳ内内内内USSUSSUSSUSSアトラクションアトラクションアトラクションアトラクション屋上屋上屋上屋上にににに太陽電池太陽電池太陽電池太陽電池パネルパネルパネルパネル受注受注受注受注。。。。300300300300万万万万Ｓ＄Ｓ＄Ｓ＄Ｓ＄

■■■■ＮＥＣ：ＮＥＣ：ＮＥＣ：ＮＥＣ： 2010201020102010年年年年3333月発表月発表月発表月発表

ＲＷＳＲＷＳＲＷＳＲＷＳののののＩＴＩＴＩＴＩＴマネージメントサービスマネージメントサービスマネージメントサービスマネージメントサービス契約契約契約契約（（（（3333年年年年））））受注受注受注受注。。。。



シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールＩＲＩＲＩＲＩＲにににに続続続続くくくく東東東東アジアアジアアジアアジアののののＩＲＩＲＩＲＩＲ

■■■■ＩＲ＝ＩＲ＝ＩＲ＝ＩＲ＝Integrated Resorts 
「「「「世界的世界的世界的世界的ななななランドマークランドマークランドマークランドマーク性性性性をををを有有有有するするするする賑賑賑賑わいのあるわいのあるわいのあるわいのある街街街街をををを税負担税負担税負担税負担なくなくなくなく実現実現実現実現するするするする、、、、民間資本民間資本民間資本民間資本によるによるによるによる公共公共公共公共

投資投資投資投資としてのとしてのとしてのとしての都市開発都市開発都市開発都市開発」」」」※※※※シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールのののの造語造語造語造語

■■■■ＩＲＩＲＩＲＩＲ立法立法立法立法

⇒⇒⇒⇒娯楽場娯楽場娯楽場娯楽場をををを作作作作るためにるためにるためにるために法律法律法律法律をををを出出出出すのではないすのではないすのではないすのではない。。。。

＝＝＝＝東東東東アジアアジアアジアアジアののののハブハブハブハブ復権復権復権復権のためにのためにのためにのために国際観光産業国際観光産業国際観光産業国際観光産業をををを振興振興振興振興するするするする。。。。

＝＝＝＝3％％％％ののののカジノカジノカジノカジノががががＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ・・・・文化芸術文化芸術文化芸術文化芸術・・・・エンターテインメントエンターテインメントエンターテインメントエンターテインメントをををを支支支支えるえるえるえる税負担税負担税負担税負担なきなきなきなき公共投資公共投資公共投資公共投資によによによによ

るるるる街街街街づくりであるづくりであるづくりであるづくりである。。。。

■■■■日本日本日本日本におけるにおけるにおけるにおける二二二二種類種類種類種類ののののＩＲ。ＩＲ。ＩＲ。ＩＲ。

大都市大都市大都市大都市においてにおいてにおいてにおいて国際観光国際観光国際観光国際観光インバウンドインバウンドインバウンドインバウンド増増増増にににに資資資資するするするする、、、、施設内施設内施設内施設内にににに全全全全てのてのてのてのＩＲＩＲＩＲＩＲ機能機能機能機能をををを有有有有するするするする大規模大規模大規模大規模ＩＲ。ＩＲ。ＩＲ。ＩＲ。

（（（（シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール型型型型））））

道州制道州制道州制道州制もももも見据見据見据見据えてえてえてえて地方地方地方地方のののの交流観光創出交流観光創出交流観光創出交流観光創出ののののゲイトゲイトゲイトゲイト・・・・ウェイウェイウェイウェイをををを担担担担うううう、、、、既存既存既存既存のののの観光観光観光観光リソースリソースリソースリソースとととと有機的有機的有機的有機的にににに

統合統合統合統合してしてしてして機能機能機能機能するするするするＩＲ。（ＩＲ。（ＩＲ。（ＩＲ。（モナコモナコモナコモナコ型型型型））））

■■■■なぜなぜなぜなぜ今立法今立法今立法今立法かかかか

「「「「韓国韓国韓国韓国、、、、台湾台湾台湾台湾がががが立法立法立法立法するするするする前前前前にににに日本日本日本日本がががが先先先先んずるんずるんずるんずる。」。」。」。」

⇒⇒⇒⇒韓国炭鉱特措法期限韓国炭鉱特措法期限韓国炭鉱特措法期限韓国炭鉱特措法期限、、、、台湾金門島台湾金門島台湾金門島台湾金門島のののの住民立法住民立法住民立法住民立法、、、、フィリピンフィリピンフィリピンフィリピンののののエンターテインメントシティーエンターテインメントシティーエンターテインメントシティーエンターテインメントシティー開開開開

発発発発のののの前前前前にににに日本日本日本日本がががが立法立法立法立法しないとしないとしないとしないと世界世界世界世界ののののマネーマネーマネーマネーはははは日本日本日本日本パッシングパッシングパッシングパッシング。。。。

＝＝＝＝シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールＩＲＩＲＩＲＩＲのののの初期投資初期投資初期投資初期投資1兆円兆円兆円兆円はははは今年今年今年今年6000億円億円億円億円のののの収益収益収益収益をををを回収回収回収回収してしてしてして東東東東アジアマーケットアジアマーケットアジアマーケットアジアマーケットへのへのへのへの

早期再投資早期再投資早期再投資早期再投資をををを狙狙狙狙うううう。。。。

「「「「震災被災者震災被災者震災被災者震災被災者からのからのからのからの声声声声をををを受受受受けとめてけとめてけとめてけとめて今法律今法律今法律今法律をををを出出出出すすすす。」。」。」。」

⇒⇒⇒⇒震災復興震災復興震災復興震災復興のののの財源財源財源財源にににに寄与寄与寄与寄与するするするする。。。。



カジノカジノカジノカジノ・・・・トリヴィアトリヴィアトリヴィアトリヴィア 番外編番外編番外編番外編



Trivia①①①① 博報堂博報堂博報堂博報堂カジノカジノカジノカジノ・・・・エンタテインメントプロジェクトエンタテインメントプロジェクトエンタテインメントプロジェクトエンタテインメントプロジェクト

博報堂

CASINO PR Company

博 ： ①ひろめる。②ばくちをうつ。ばくち。

報 ： ①新聞。情報。吉報。②告げ知らせる。

堂 ： 屋号。商店。

■■■■株式会社博報堂株式会社博報堂株式会社博報堂株式会社博報堂ははははカジノカジノカジノカジノ合法化啓蒙合法化啓蒙合法化啓蒙合法化啓蒙のためにのためにのためにのために設立設立設立設立されたのかされたのかされたのかされたのか？？？？



TriviaTriviaTriviaTrivia②②②② 明治時代明治時代明治時代明治時代ののののゲーミングカードゲーミングカードゲーミングカードゲーミングカード解禁解禁解禁解禁ととととカジノカジノカジノカジノ税税税税

■■■■初代総理大臣伊藤博文公初代総理大臣伊藤博文公初代総理大臣伊藤博文公初代総理大臣伊藤博文公ががががカジノカジノカジノカジノ合法化合法化合法化合法化へのへのへのへの布石布石布石布石をををを打打打打っていたっていたっていたっていた？？？？

明治明治明治明治18年年年年 花札花札花札花札、、、、トランプトランプトランプトランプのののの解禁解禁解禁解禁 （（（（1885年年年年～～～～1988年第年第年第年第1次伊藤内閣次伊藤内閣次伊藤内閣次伊藤内閣））））

伊藤博文公伊藤博文公伊藤博文公伊藤博文公はははは、、、、初代内閣総理大臣初代内閣総理大臣初代内閣総理大臣初代内閣総理大臣にににに就任就任就任就任するとするとするとすると、、、、花札花札花札花札、、、、トランプトランプトランプトランプをををを解禁解禁解禁解禁。。。。

平安時代平安時代平安時代平安時代のののの花合花合花合花合わせわせわせわせ、、、、鳥合鳥合鳥合鳥合わせわせわせわせ、、、、貝合貝合貝合貝合わせをわせをわせをわせをルーツルーツルーツルーツしてたしてたしてたしてた寛政年間寛政年間寛政年間寛政年間（（（（1800年頃年頃年頃年頃））））のののの

日本画日本画日本画日本画のののの花札花札花札花札をををを京都大石天狗堂京都大石天狗堂京都大石天狗堂京都大石天狗堂にににに再現再現再現再現させたさせたさせたさせた。。。。

日本画日本画日本画日本画、、、、日本文化日本文化日本文化日本文化のののの継承継承継承継承がががが意識意識意識意識にあったとにあったとにあったとにあったと言言言言われているわれているわれているわれている。。。。

日露戦争前夜日露戦争前夜日露戦争前夜日露戦争前夜 骨牌税骨牌税骨牌税骨牌税のののの導入導入導入導入 （（（（1900～～～～1901年第年第年第年第4次伊藤内閣次伊藤内閣次伊藤内閣次伊藤内閣））））

伊藤博文公伊藤博文公伊藤博文公伊藤博文公はははは、、、、日露戦争日露戦争日露戦争日露戦争をををを間近間近間近間近にににに控控控控えてえてえてえて米国米国米国米国をををを訪問訪問訪問訪問。。。。同国同国同国同国ののののトランプトランプトランプトランプ課税課税課税課税ををををヒントヒントヒントヒント

としてとしてとしてとして花札等花札等花札等花札等にににに骨牌税骨牌税骨牌税骨牌税をををを導入導入導入導入、、、、日露戦争日露戦争日露戦争日露戦争にににに向向向向けたけたけたけた目的税目的税目的税目的税としたとしたとしたとした。。。。



世論世論世論世論とととと輿論輿論輿論輿論 ～～～～ カジノカジノカジノカジノにににに対対対対するするするする正正正正しいしいしいしい理解啓発理解啓発理解啓発理解啓発のののの必要性必要性必要性必要性

世論

輿論

せろんせろんせろんせろん（（（（よろんよろんよろんよろん））））

よろんよろんよろんよろん

人々が自分の頭でじっくりと考え、責任を

持って議論を戦わせた過程から見出される、

理性にのっとった多数意見。

世間になんとなく広まっている好悪の感情。

京都大学准教授佐藤卓巳著「輿論と世論より」



市川亀治郎市川亀治郎市川亀治郎市川亀治郎のののの夢夢夢夢

夢はラスベガスのショーで歌舞伎を演じること。

歌舞伎の精神に忠実で、なおかつ世界中の

ハートをつかめるようなショーをつくりたい。

～古典のなかで革新をつくり続ける血筋～


