
レジャージャパンは、日本最大級のレジャー施設向けサービスが集まる商談展です。

本招待券とお名刺をご持参の上、入場登録欄を
必ずご記入いただき、受付へお並びください。

東京ビッグサイト 
展示会運営事務局 TEL: 03-5363-1701　Mail: info@leisure-japan.jp

http://leisure-japan.jp

10:00～17:00

アトラクション・アクティビティ・演出設備・サービスが一堂に集まります。是非ご来場ください！

展示会へのご来場は、ホームページからの事前登録がお勧めです！
会場受付は、最大で30分ほどお待ちいただくことがあるほど、大変混雑いたします。事前登録をしていただければ、展示会場受付にて入場バッジの
引き換えだけで、スムーズに展示会場に入場することができます。招待券持参の場合は、下記の登録欄への記入を全て確認した後にバッジ引き換え
となりますので、お並びいただく場合がございます。是非、事前登録をご利用ください。

事前登録での
入場方法

サイトから
事前登録を行う1

登録後、
マイページから
来場票を印刷する

2
印刷した
用紙と名刺を持って、
受付の「事前登録」
レーンへ

3
受付でバッジと
引き換えて、
会場へご入場
ください。

4

※本展は業界関係者を対象とした商談展のため、一般の方・お名刺をお持ちでない方は、入場料2,000円（税込）が必要となります。

※下記アンケートを全てご記入後、名刺 2枚をご用意の上、展示会場受付へお持ちください。

入場登録アンケートご回答者情報

ご入場の際にご登録いただきましたお客様の情報は、本展示会の運営を始め、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。ご了承されない場合は、右記にチェックを入
れてください。

Q３：製品・サービスの導入に関して１つお選びください。
□導入権限を持っている　□導入する際の中心的な役割である
□導入検討メンバーで一部権限、発言権を持っている 　□特に関与していない 
Q４：導入予定の製品・サービスはありますか？
□ある　□なし　□未定 
Q５：Q４で導入予定があると回答した方にお尋ねします。
　　 製品・サービスの導入予定金額は？
□500万円未満　□500万円～3,000万円未満　□3,000万円～5,000万円未満 
□5,000万円～1億円未満　□1億円以上　□導入予定はあるが、金額は未定
Q６：次回の本展示会について、出展または来場のご希望は？
□出展したい（　　　 小間）　□出展を検討する（　　　 小間）　□出展検討のための資料が欲しい 
□来場したいので招待券が欲しい 

Q1：あなたの業種は？ （複数回答可。当てはまるもの全てをお選びください。）
□A. 遊園地 □B. 運動公園／自然公園／植物園
□C. 水族館／動物園 □D. 美術館／博物館／ミュージアム
□E. プール／スパ施設／温浴施設 □F. 観光物産・アンテナショップ
□G. 商業施設／交通施設／モール施設 □H. リゾート施設／ホテル／宿泊施設
□I. レジャースポーツ・アウトドア施設 □J. その他テーマパーク／レジャー施設／観光施設
□K. ホール／劇場／文化施設 □L. スタジアム、アリーナ、体育館、その他施設
□M. 演出／制作 □N. 舞台技術（舞台美術／映像／音響／照明）
□O. 芸能／劇団／興行主 □P. 問屋、卸 
□Q. 建設／設計／ゼネコン／メンテナンス □R. 自治体／政府機関／団体／協会
□S. 一般／学生
Q2：業種を複数回答した方にお尋ねします。
メインとなる業種を上記より１つお選びください。（アルファベット：　　　　）

青海展示棟
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レジャー施設向けアトラクション・アクティビティ・演出設備・サービス展

主　催 TSO International株式会社 共　催 一般社団法人日本劇場技術者連盟

展示会場が、2019年4月に新しく設置された
青海展示棟での開催になります。ご注意ください。

ご
注
意

pc30
タイプライターテキスト
株式会社イベント・コミュニケーションズ東京営業所住所：東京都中央区銀座7-13-21　　電話：03-3541-1711FAX ：03-3541-1712e-mail : e-retter@eventcom.jp 



※本展専用駐車場のご用意はございません。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  http://www.bigsight.jp/access/aomi/  をご覧ください。
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アトラクション、コンテンツ、サービスを取り扱う
主要企業250社 が世界中から出展します!※

※予定

ぬいぐるみ、お土産、限定グッズ制作、各種ノベルティ関連、
Tシャツ、タオル、帽子、ペンライト、食品・飲料、菓子 など

お土産＆ノベルティゾーン

レジャージャパン2019全体レイアウトイメージ

● アトラクション

アニメ・キャラクターコンテンツ、イベントコンテンツ、
ゲームコンテンツ、ショーコンテンツ、タレントコンテンツ
かぶりもの制作、衣装／コスチューム制作、映像・音楽制作 など

● 運営サービス
入退室管理、メンテナンスサービス、
セキュリティサービス、
リノベーションサービス・建築・設計、
フードコート運営サービス、
集客サービス、運営サービス関連

コースター、観覧車、各種アトラクション、
体験型アトラクション、ボールプール、
体験型ゲーム、各種インドア系アトラクション

● レジャープール
流水プール、造波プール、
スライダー、エア遊具、
各種プール設備・備品

● イルミネーション
プロジェクションマッピング、
LED／有機EL 照明特殊照明、電飾看板、
照明制御ソリューション、イルミネーション企画、
照明コンサルティング、デザイナー、取り付け・施工、
メンテナンス

テーマパーク・レジャー施設開発・運営のための設備・サービス専門展
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● アウトドア・キャンプ場設備
● アスレチック設備、スポーツアクティビティ
● 屋外運動設備・屋外遊具
● 体感ゲーム
● 子供向け遊具・設備

レジャー&アウトドアEXPO
レジャースポーツ・アウトドア向け設備・機器・サービス専門展

LEISURE & OUTDOOR EXPO LEIXLEIX

第
3
回

LEIX
LEISURE & OUTDOOR EXPO

※旧称：国際劇場産業展

● 映像・音響関連
プロジェクター、スクリーン、
デジタル映像配信システム、3D/4Dシステム、
音響システム、スピーカー、PA機器 など

● 舞台機構・舞台美術関連
緞帳、音響反射板、回り舞台、吊物、移動床、
昇降床、幕類、バトン、制御装置、遮光装置 など

● 照明・特殊効果関連
照明設備、照明制御システム、
レーザー、スモーク、特殊効果など

● 設備・運営関連
チケットサービス、販売システム、
インテリア、入退室管理システム、
セキュリティシステム、AED、
看板・デジタルサイネージ

● 各種サービス
ノベルティ・グッズ制作サービス、
映像制作サービス、
メンテナンスサービス、
運営サービス関連

ライブハウス・劇場・ホール向け設備・サービス専門展
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協力：フタバ株式会社

レジャー向け集客コンテンツ・各種サービス・グッズ専門展

集客コンテンツゾーン

レジャー施設活性化のためのコンテンツ・集客ツールの話題をPICK UP!

アミューズメント施設で注目のアーバンテーマパークが増
加中。目玉となるのが最先端ＶＲを活用したアトラクショ
ン。視覚だけでなく聴覚や感覚などの全身でＶＲの世界
に没入できる絶叫系、ホラー系、アドベンチャー系、スリル
系など様々なＶＲコンテンツが全て体験できます。あらゆ
るＶＲがアトラクションやテーマパークとのコラボレー
ションが可能。今年のレジャージャパンではＶＲの魅力を
伝える『一般社団法人ロケーションベースＶＲ協会』によ
るセミナーも実施され、ＶＲの最新情報を発信します。

話題のVRコンテンツが一堂に体験可能!話題のVRコンテンツが一堂に体験可能!

アウトドア愛好家の中で快適さを兼ね備えた新しい
体験旅行として話題のグランピングに関する製品を
一堂に集めたパビリオン。屋外施設やキャンプ場、リ
ゾート施設の集客UPが期待できる提案や施設に利
用できるテント、トレーラー、BBQ用品の活用事例を
得られます。

日本で急速に広がるグランピングの体験エリアを設置日本で急速に広がるグランピングの体験エリアを設置

レジャージャパンでは初開催となる集客コンテンツゾーンを
設置。テーマパークの新アトラクションやお土産・グッズに欠
かせないキャラクターライセンサーや集客コンテンツを持
つ企業が一堂に出展します。ゾーン内では人気キャラクター
や和泉元彌氏のパフォーマンスなどが行われるキャラク
ター＆コンテンツステージも開催します。

集客のキーコンテンツを集めたキャラクター・コンテンツゾーン集客のキーコンテンツを集めたキャラクター・コンテンツゾーン

（一社）キャラクターブランド・ライセンス協会（ＣＢＬＡ）（一社）キャラクターブランド・ライセンス協会（ＣＢＬＡ）後援

（一社）日本グランピング協会（一社）日本グランピング協会後援 パシフィックネットワークパシフィックネットワーク協力

BMX、スケートボード、パルクール、インラインスケートなど、人
気の都市型スポーツアーバンスポーツの人気種目の一つ、パンプ
トラックのデモンストレーションを実施します。リゾートテーマ
パークの新しいアクティビティとして、スキー場、スケートパーク、
自然公園、ショッピングモールなどに設置でき、集客や売り上げ
増加のアイテムとして活用が期待されています。レジャージャパ
ン会場ではプロのライダーによるステージを予定しています。

パンプトラックパンプトラックアーバンスポーツデモンストレーションアーバンスポーツデモンストレーション

（株）カミオジャパン（株）カミオジャパンステージ協力


