
展示会・専門セミナー・イベントの最新情報を更新中! ▶レジャー＆アウトドアジャパン2022https://leisure-japan.jp▶感染症対策総合展https://k-taisakuten.com/▶水害・災害リスク対策展https://risktex.jp/

●WEBより事前登録を行い、入場バッジを印刷してお持ちください。
●こちらの招待券では入場できません。入場の事前登録が必要です。
●本券をお持ちでない場合は、入場料2,000円（税込）が必要です。

WEBより事前登録を行う際、必ず登録用シリアルナンバー
tso2022eの英数字をご入力の上、ご登録ください。

10:00～17:00

 【お問合せ】展示会運営事務局（TSO International株式会社内） 
 TEL：03-5363-1701    E-mail：visitor@tso-int.co.jp

TSO International株式会社TSO International株式会社主  　催

会　  期

会 　 場 東京ビッグサイト 東展示棟5～6ホール

20222022年年77月月2727日日 2929日日～～（水）（水） （金）（金）

※ 事前登録後、入場バッジを来場業種の選定確認のためA４サイズ・カラーで印刷してご持参ください。当日会場にて登録・印刷できますが、大変混雑が予想されます。
     事前登録をして印刷していただくと、展示会場にスムーズに入場することができます。
※ 入場の際、登録内容の確認のため、入場バッジ・お名刺と顔写真付きの身分証明書（免許証、パスポート、社員証など）をご提示いただきますので、必ずご持参ください。
※ ご登録いただきましたお客様の情報は、本展示会の運営をはじめ、各種情報のご提供、アンケートのご依頼ならびに展示会運営事務局からのコンタクトなどに利用
     させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

登録用シリアルナンバー 
tso2022e

レジャー＆アウトドアジャパン2022
第６回感染症対策総合展
第１回水害・災害リスク対策展
事前登録QRコード

事前登録での入場方法 ▶会期当日は、大変お時間がかかることが予想されます。必ず事前登録を行ってください。

※体調の優れない方、37.5度以上の熱のある方などは医師・
看護師の判断により入場をお断りさせていただく場合がござ
います。感染症対策の一環として、セキュリティを高めた運営
にご理解とご協力をお願いいたします。

※感染症対策ガイドラインは、変更になる場合がございます。
※政府・会場・日本展示会協会のガイドラインに従い、最新の
もので運営いたします。フィジカル

（2022年4月25日現在）

本展では、徹底した新型コロナウイルス感染症予防対策を実施いたします。
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国際展示場駅
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東京ビッグサイト駅

※本展専用駐車場のご用意はございません。
東京ビッグサイト及び周辺の駐車場をご利用いただくか、公共機関を利用してのご来場をお願いいたします。詳しくは
https://www.bigsight.jp/visitor/access/をご覧ください。

東京ビッグサイト
アクセス

展示会
公式HPから
事前登録を行う1

登録後、
マイページから
入場バッジを
「カラー」で印刷する

2
印刷した用紙、
名刺、身分証明書を
お持ちの上、受付の
「事前登録」レーンへ

3
受付でバーコードを
読み取りチェックイン
して、会場へご入場
ください。
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本展は、完全事前登録のため、こちらの招待券とお名刺をお持ちいただくだけでは、
ご入場できません。➡専用サイトより事前登録が必要になります。
事前登録を行う際、必ず登録用シリアルナンバーtso2022e

英数字をご入力の上、ご登録ください。
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テーマパーク・レジャー施設向けアトラクション・サービス専門展
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第

民間・公共施設向け災害対策設備・サービス専門展

RISKTEX

レジャー＆アウトドアジャパン2022、第６回感染症対策総合展、第１回水害・災害リスク対策展は、
以下の専門的な展示会で構成されます。

テーマパーク・アウトドア・レジャー関連、感染症対策、災害対策関連の製品・サービスが一堂に集結

東1～6ホールでは様々な産業の展示会を同時開催！相互入場可能なため、是非併せてご来場ください！
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感染症対策・予防・検査に関する日本最大の専門展

レジャー・商業施設の集客イベント演出・設営向け設備・サービス展

イベント演出＆設営EXPOイベント演出＆設営EXPO第
６
回 

旧称：光演出技術EXPO

● 水景・噴水演出設備
● レーザー、スモーク演出設備
● 照明、音響設備
● イベント設営用仮設・常設機材
● イベント運営・集客・事務局サービス
● イベント会場・施設
● イベント企画・運営会社
● 集客用フライヤー、ノベルティ
● キッズスペース運営
● イベント安全対策視線製品 など

本展で商談・仕入れが出来る製品・サービス

テーマパークEXPOテーマパークEXPO第
７
回 

テーマパーク・レジャー施設向けアトラクション・サービス専門展

● アトラクション、観覧車
● パークトレイン、モビリティ機器
● お化け屋敷、謎解きコンテンツ
● VR/AR、キャラクター、アニマルコンテンツ
● 企画・設計会社、コンサルティング
● 屋外遊具、公園遊具、ベンチ、オーニング
● チケッティングシステム、入退場ゲート、セキュリティ
● キッズパーク設備、子供向け遊具
● フードコート運営、食イベント企画
● お土産、ご当地用品 など

本展で商談・仕入れが出来る製品・サービス

キャンプ場、グランピング施設、アウトドア施設向け設備・サービス専門展

キャンプ&グランピングEXPO第
5
回

CAMPEX
CAMP & GLAMPING EXPO

● キャンプ設備・用品・備品、テント
● 企画・設計施工サービス
● スポーツアクティビティ、アスレチック器具
● アウトドア設備、防寒設備、防虫設備
● BBQ設備・調理器具
● キャンピングカー／トレーラーハウス
● 屋外照明／非常用電源／充電設備
● ログハウス／コンテナハウス
● アウトドア施設予約システム
● その他アウトドア向けサービス など

本展で商談・仕入れが出来る製品・サービス

● プール設備（ろ過機、循環器、など）
● シャワー、ジェットバス、浴槽
● サウナ、岩盤浴設備、採暖設備
● 殺菌設備、滅菌装置、清掃サービス
● 波設備、スライダー
● エア遊具、浮き輪、マット
● 水景設計、噴水設備、滝設備
● ロッカー、更衣室、アメニティ
● 運営・保守管理サービス、コンサルティング
● アメニティグッズ など

プール＆温浴産業展プール＆温浴産業展
Pool & Bath & Sauna EXPO

PBSPBS 第
２
回 

プール・温浴施設向け設備・備品・サービス専門展

本展で商談・仕入れが出来る製品・サービス

「テーマパーク」・「イベント演出」・「キャンプ＆グ
ランピング」・「プール・温浴施設」に特化した4つ
の専門展で構成し、テーマパーク、レジャー、アウ
トドアに関するあらゆる設備・用品・サービスを持
つ企業が一堂に集まり、アフターコロナのレ
ジャー産業の発展のため日本最大級の規模にて
大規模開催いたします。

感染症対策総合展は、新型コロナウイルス感染が
拡大する2020年9月に世界初となる感染症対
策の専門展としてポートメッセなごやにて開催さ
れ、最新の殺菌設備や空調・換気設備、マスクや
シールド、遮蔽のための様々なシステムなどが一
堂に集まる日本最大のあらゆる感染症への対策
製品・技術が集まる総合展です。

水害・災害リスク対策展は、世界中で大規模な水
害・土砂・自然災害が多発し、日常生活のリスクが
拡大している中、体育館、スタジアム・アリーナ、学
校、公園、病院・介護施設、テーマパーク、商業施設
など数多くの人々が集まる公共・民間施設に向け
て、水害・災害リスクへの対策に向けてのあらゆる
設備や機器、サービスを提案する専門展です。

テーマパーク・アウトドア・レジャー産業総合展

レジャー＆アウトドアジャパン2022
ILOJ
International Leisure & Outdoor JAPAN

● UV、オゾン、空間除菌機器
● 空気清浄機、空調機器
● 抗菌コーティング剤、サービス
● パーテ―ション
● マスク、抗菌繊維製品
● 消毒・除菌液、シート
● 蜜回避、接触防止システム
● サーモグラフィ、検温機器
● PCR検査、抗原抗体検査
● 感染対策、換気対策コンサル など

本展で商談・仕入れが出来る製品・サービス
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感染症対策・予防・検査に関する日本最大の専門展

● 止水製品、土のう、排水ポンプ
● ロープ、ヘルメット、救命具、スコップ
● 備蓄食料、飲料、調理器具
● 救急設備、応急処置キット
● 防寒設備、毛布、暖房機器
● ベッド、パーテーション、トイレ、プレハブ
● 非常用電源、照明、発電機
● 免振装置、制振装置、ストッパー
● 通信車、無線、衛星通信機器
● 安否確認システム、防災予報アプリ など

本展で商談・仕入れが出来る製品・サービス

水害・災害リスク対策展回
１
第

民間・公共施設向け災害対策設備・サービス専門展

RISKTEX

食と生活改善によりQOLの高いライフスタイルを実現する健康産業総合展

ウェルネスライフジャパン 2022ELLNESS
IFE APAN

Ⓡ
CAFERES JAPAN 

CAFE & RESTAURANT JAPAN

2022
日本最大級のカフェ・ベーカリー・レストラン総合展

CRJ
CAFE & RESTAURANT

JAPAN★★★★★ ★★★★★

日本最大のスポーツ・健康まちづくり総合展

世界中より、スポーツ・美容・健康ビジネスに関する
最新製品・サービスが一堂に集まる日本最大の専門展！

https://sports-st.com/

食材・機材・包装資材・サービスを持つ企業が出展する
日本最大級のカフェ・ベーカリー・レストラン向けの商談専門展！

https://caferes.jp/

食品×未病×マインドフルネス市場に関する製品・サービスが集まる、
QOLの高い健康生活を提案する日本最大級の専門展！

https://wfjapan.com/



出展社一覧 その他にも多数の企業が出展を予定しております。（50音順、一部抜粋、同時開催展を含む　2022年5月10日現在）

出展社・製品などの詳しい情報は▶レジャー＆アウトドアジャパン2022https://leisure-japan.jp▶感染症対策総合展https://k-taisakuten.com/▶水害・災害リスク対策展https://risktex.jp/

アフターコロナに向けたレジャー産業を提案する200社（※）が一堂に出展！

アアキテクトデエタラボ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アース製薬（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アイオーン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
IDEX（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）アヴェクトロ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アウトドアサウナシステム“SaunaHax®”
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）アクアラボラトリーズ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Axess Japan（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アルヒテクトン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）イーディス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）イグアス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
維新エンターテインメント（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ウエルネクス（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ウシオ電機（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
エアーストレッチャー（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）永晃YONACosme
【共同出展】（株）丸栄商事
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）エスイーウェルディング
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（資）SGK.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）エヌエスイー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
MIクリエーションズ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ENT（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）オールドアンドニュー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）岡田植物園
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）冲セキ（E.C.O GRANITE）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
オデッセイグループ（株）
【共同出展】（株）スーパーホテルクリーン／
（株）テックレボリューション
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）小野田産業
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（一社）拡張現実防災普及
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
加藤電機（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
香取製作所
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）カラミノフーズ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ギンザミュージアム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）クエストアンドトライ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）クボタ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
GRASSE TOKYO
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）グラナートアレンジメント
【共同出展】Awesome Camp & Glamping
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
グランピングジャパン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
GreenFlash
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Crew（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（有）クルーズプランニング
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
クレオ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ケイエスシー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）KEiKAコーポレーション
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
杭州鑫古屋貿易有限公司
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）工進
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）KOKADO
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
サーモフィッシャーサイエンティフィック
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
サウニア／（株）ブローニュ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
蔵王産業（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）栄商会
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
SABUMA
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

沢田テント
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）SAWANNA
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）サンアグリフーズ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）サン，パワー社
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
サンリョウ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Geodesics -プランエイチ（株）-
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）システムディ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
柴田科学（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
承天貿易（有）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スタンレー電気（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
住友化学園芸（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スリーアールソリューション（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ゼンデュア・ジャパン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（有）太悦鉄工
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）匠工芸
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）タンデム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
チェーンストリーム（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
剣謙心（株）
【共同出展】（株）坂謙
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ティエラ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）テックレボリューション
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
東亜工業（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）東京ミモレ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ドゥサイエンス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
東西電気産業（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
東商アソシエート（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
東レ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）TOWA
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
トップアローズ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
トライリンクス（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）トラストエンジニアリング
【共同出展】（株）トラスト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
トランス・パシフィック・リンクス・ジャパン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）七椿
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
新居田物産（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
西日本薬業（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日仏商事（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）日さく
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日販テクシード（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）Newseed
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー Ningbo Pinyi Outdoor Technology Co., Ltd. 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ネクシィーズ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
パークス（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ハイドコーポレーション
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
パックス工業（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ハナヤマ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
原田産業（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）パレスリンク
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
PAEグローバル（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ピーエムティー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ピーズガード
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ピーロート・ジャパン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ピエラス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ビズウェザー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日野興業（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
廣瀬無線電機（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）フィスカ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）プーキービケン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
フクビ化学工業（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）藤岡木工所
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
フジデノロ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）扶桑
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
船山（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ブラザー精密工業（株）
【共同出展】深圳市成晟新能源技術有限公司
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）BRAVO
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）プロジェクトアドベンチャージャパン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）Protect ONE
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ペパポン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）本郷ベース
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
マイティ・テクノロジー（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
MyBarrier（（有）シンシアリー）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ＭＡＫＩＴＯ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
マドラス（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
マリントピアリゾート
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）マルゼン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
万方商事（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
三重電子（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
三雅産業（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
宮下製氷冷蔵（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（一社）未来環境促進協会
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）メルクリウスコーポレーション
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）森の生活社
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）山とし
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ユニエイム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ユニオンビズ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ラスコジャパン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ラディックス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ラパンクリエイト
【共同出展】（有）キィーズ／（株）セントラルヒルズ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ｒｉａｌｔｏ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）リタ・コーポレーション
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）リボンマルシェ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ルックマン （株）ドルフィンズ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ルネサンス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ワークソリューション
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ワールドウィング
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ワカヤマ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）和興エンジニアリング
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
12cm,inc
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）アミューズメント・ジャーナル
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）イベント・コミュニケーションズ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Bushuu Outdoor Project
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

（※）予定



LR-A-1
11:00~12:30

「コロナ禍におけるイベント運営～
スポーツ系エンタメ ジョイポリススポーツの可能性」

速水 和彦氏 （一社）ロケーションベースVR協会 理事 CAセガジョイポリス（株） 
 執行役員 施設事業推進部 部長

CW-D-3
13:00~13:45

今、世界のレジャー施設で非接触入場ゲートが
注目される理由
～DX化による、施設運営効率化と入場者の利便性向上～

佐藤 孔世氏 Axess Japan（株） セールス マネジャー

LR-A-2
13:00~14:30

アフターコロナのマーケティング新常識。
レジャーのサブスクで集客・売上・認知を獲得

吉武 優氏 （株）ORIGRESS PARKS 代表取締役社長

LR-A-3
15:00~16:30

商空間のテーマパーク化
～リテールエンターテインメントの今～

後藤 貴史氏 （株）プレースホルダ 代表取締役

LR-B-1
11:00~12:30

コロナ禍で注目の屋外集客 イルミネーション最新事例

森 強氏　（株）アクセルテック取締役・プロデューサー、（特非）日本イルミネーション振興協会 理事長

LR-B-2
13:00~14:30

あらゆる場所に星空を描く
～人工の星空を作り出すことの意義と展望～

大平 貴之氏　大平技研 代表取締役、大阪芸術大学 客員教授

LR-B-3
15:00~16:30

「急激に供給増するグランピングの現在地とこれから」

加藤 文人氏 （株）マザーネイチャー 代表、（一社）日本グランピング協会 顧問

LR-A-4
11:00~12:30

テーマパークオペレーター必見
乗客が受ける加速度に対する身体拘束装置の
考え方について

青木 義男氏 日本大学理工学部 学部長・教授

CW-D-6
11:00~11:45

個人と組織を活性化し、チームワークを育む
「1on1ミーティング」効果的な進め方

水藤 英司氏 （一社）日本スポーツ支援機構 代表理事

LR-A-5
13:00~14:30

レゴランド・ジャパンのチャレンジ
～テーマパーク・マーケティングの視点から～

本松 豊太氏　レゴランド・ジャパン（同） エグゼクティブオフィス スポンサーヘッド

LR-A-6
15:00~16:30

実例から見る、今取り組むべき利益向上施策

米山 寛氏 アソビュー（株） 取締役執行役員CRO

LR-B-4
11:00~12:30

切迫する巨大地震災害に備えて
ー今後の我が国の災害対策のあり方ー

目黒 公郎氏 東京大学教授 大学院情報学環総合防災情報研究センター長

CW-D-13
13:15~14:00

将来を見据えた感染症対策における
「直接的対応」及び「間接的対応」に関する
新技術の提案について

藤田 信之氏 （株）本郷ベース 代表取締役

CW-D-14
14:15~15:00

「天然芝から人工芝へ」メンテナンスを省き
コスト削減を実現。
～人工芝の選び方をお伝えします～

志水 勝亮氏 ユニオンビズ（株）

LR-B-5
13:00~14:30

「Today’s Earth」による地表面水文量予測情報を
活用した水害対策について

芳村 圭氏　東京大学生産技術研究所　教授

LR-B-6
15:00~16:30

独創的で魅力ある体験を生み出す
映像と光のアート演出最前線

石多 未知行氏　クリエイティブディレクター、演出家、カラーズクリエーション（株） 代表取締役、
   （一財）プロジェクションマッピング協会 代表理事、（株）NIGHT WAVE 代表取締役

LR-A-7
11:00~12:30

遊園地の経営・マーケティング
－アフターコロナへのヒント－

竹田 育広氏 横浜商科大学商学部観光マネジメント学科長・教授

LR-A-8
13:00~14:30

オンラインとオフラインとを融合したインバウンド戦略
（仮想空間の活用ほか）

近藤 正拡氏 （株） SMALL WORLDS 代表取締役社長

LR-A-9
15:00~16:30

集客施設の視点で見た企業PR施設
（企業ミュージアム・工場見学・体験型店舗等）

三浦 直子氏 文殊リサーチワークス

LR-B-7
11:00~12:30

おふろcaféが仕掛けるアウトドアリゾート

山﨑 寿樹氏 （株）温泉道場 代表取締役社長執行役員兼グループCEO

LR-B-8
13:00~14:30

「なっぷ」から見たキャンプ場市場動向2022

田中 篤也氏 （株）R.project キャンプ場開発部 部長

LR-B-9
15:00~16:00

ライブエンターテインメントとしての
お化け屋敷の魅力と新しいお化け屋敷の展望

五味 弘文氏 （株）オフィスバーン 代表取締役

アフターコロナ見据えた各業界必見のセミナーをリアル開催！

・掲載情報は2022年5月10日現在のものとなります。
・セミナー内容、講師、スケジュールは変更となる場合がございます。
 最新情報はHPをご確認ください。
・セミナー中の事故・怪我・その他トラブルについては事務局は一切の責任を負いかねます。
・セミナーの録音・撮影は禁止しております。

・ セミナー申込締切：7月22日(金)　
・ 定員となり次第、申込受付終了となりますのでお早めに
お申込みください。

・ お申込み後のキャンセルは原則お断りいたします。

展示会運営事務局（TSO International 株式会社内）
・TEL：03-5363-1701（月～金 10:00～18:00）
・E-mail：seminar@tso-int.co.jp（セミナー専用）

展示会HPにて
セミナー情報確認▶ ▶ ▶展示会

事前登録 セミナー申込

セミナーに
関する

お問い合わせ

セミナー情報は一部抜粋して掲載しています。セミナー詳細・最新情報はホームページをご覧ください。

または
右のQRコードにアクセス

https://leisure-japan.jp/seminar/

7月27日（水）のセミナー・セッション

7月28日（木）のセミナー・セッション

7月29日（金）のセミナー・セッション

SPO-A-3
15:00~16:30

多様な世代が集う交流拠点としての
スタジアム・アリーナ　
～愛知県新体育館ほか先進事例の紹介から～

大竹 弘和氏 神奈川大学人間科学部 教授、SPORTEC実行委員
鷺 徳次氏 前田建設工業（株）経営革新本部 コンセッション長 兼（株）愛知国際アリーナ 代表取締役

SPO-A-5
13:00~14:30

TOKYO2020後のスポーツ振興と地方創生の
ための公園活用

師岡 文男氏 上智大学 名誉教授、公園財団・日本公園緑地協会 研究顧問、スポーツ庁 
 前参与、GAISF 元理事
他

SPO-A-9
15:00~16:30

スポーツ施設とまちづくり～スポーツを
軸にいかにして”にぎわい”を
創出していくか～

今井 健雄氏 （公財）横浜市スポーツ協会　総務経営局　事業戦略シニアディレクター
人見 秀司氏 （株）東京有明アリーナ代表取締役
小林 至氏 桜美林大学理事／教授、SPORTEC実行委員

【
セ
ミ
ナ
ー
申
込
方
法
】

聴講無料


