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日本最大級の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・サービスが集まる商談展 

『レジャージャパン 2019』 開催まであと 1週間！ 

TSO International 株式会社（住所：東京都新宿区）は、2019 年 12 月 4 日（水）～6 日（金）の 3 日間、東京ビ

ッグサイト青海展示棟（住所：東京都江東区青海）にて、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『レジャージャパン 2019』 を開催いたします。 

本展は、テーマパーク・レジャー施設開発・運営の為の設備・サービス専門展「第 5 回 テーマパーク EXPO」、

ライブハウス・劇場・ホール向け設備・サービス専門展「第 4 回 ライブ＆シアター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「第 3回 レジャー＆アウトドア EXPO」、お土産、限定グッズ制作や

ノベルティ関連商材が集まる「お土産＆ノベルティゾーン」、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」から構成された、日本最大級のレジャー施設向けのサービスが集まる商談展です。 

話題の最新アトラクション、VR・AR 機器、演出・舞台設備、グランピング設備などテーマパーク・劇場の集客に

必要なコンテンツ・機器など数千点が展示予定。また、多彩な業界専門セミナーやセッションも同時開催され、

その他イベントも満載！関係者は、来場必須の 3 日間となっております。 

 

レジャージャパン 今回の見どころ  ※展示内容は変更になる場合もございます。 

■ 話題のロケーションベースエンターテインメント・VR コンテンツを一堂に体験！ 

テーマパークやアミューズメント施設で注目のロケーションエンターテインメント・ＶＲ、体験型インタラクティブを

活用したアトラクションなど、様々なコンテンツをレジャージャパン内で体験できます。レジャー施設活性化の

ためのヒントが集結します。                                      ＊一部 出展企業抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 日本で急速に広がるグランピング体験 「グランピングパビリオン」 

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。  

後援：（一社）日本グランピング協会 

Press Release 

ゲームのような世界を現実に。 

いままでにない体験型ブース 
（株）スクウェア・エニックス 

モーションベース 

VR コンテンツ 
（株）クレッセント 

映画スタッフが製作する、 

VR ホラー 
松竹（株）/ミエクル（株） 

映像をより体感できる 

インタラクティブ演出 
（株）ﾀｹﾅｶ/（株）ｼﾑﾃﾞｨﾚｸﾄ 

初出展 初出展 



■ 初開催 レジャー施設活性化のためのコンテンツ・ツールが満載！「集客コンテンツゾーン」 

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、各社の人気キャラクター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を設置します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

●キャラクター・コンテンツステージ出展社： 

（株）カミオジャパン／（株）セキグチ／（株）東北新社／日本アニメーション（株）／（株）フジテレビジョン／（株）本牧ファイル 他 

●後援：（一社）キャラクターブランド・ライセンス協会（CBLA）  ●ステージ協力：（株）カミオジャパン 

その他、訪日外国人向け集客サービスやエデュテインメントなど、魅力的な商品・サービスが出展 

  

 

 

 

 

 

 

 

■ 圧巻のパフォーマンス アーバンスポーツステージ開催 

BMX、スケートボード、パルクール、インラインスケート、ブレイクダンス

などといった都市型スポーツ「アーバンスポーツ」。レジャージャパンで

は、プロダブルダッチチームで世界の頂点に立つ現役チャンピオン

「REG STYLE（レグスタイル）」、まるで現代の忍者のように障害物を飛

び越え、壁を駆け上がり、建物から建物へと飛び移る、日本最恐パル

クール集団「monsterpk」が登場。圧巻のパフォーマンスを間近で見ら

れるチャンスです。 観覧・参加 無料 

●プログラムスケジュール 

12 月 4 日（水） 

10:00～11:00／オープニングショー 

「レグスタイル・パルクール・ストリートワークアウト」 

11:00～12:00／パルクール 

12:00～13:00／レグスタイル 

13:00～14:00／ストリートワークアウト 

14:00～15:00／パルクール 

15:00～16:00／レグスタイル 

16:00～17:00／ストリートワークアウト 

12 月 5 日（木） 

10:00～11:00／オープニングショー 

「パルクール・ストリートワークアウト」 

11:00～12:00／パルクール 

12:00～13:00／体験会 

「パルクール・ストリートワークアウト」 

13:00～14:00／ストリートワークアウト 

14:00～15:00／体験会 

「パルクール・ストリートワークアウト」 

15:00～16:00／パルクール 

16:00～17:00／体験会 

「パルクール・ストリートワークアウト」 

殺陣・舞踊パフォーマンス 
東京浅草剣舞会エッジ 

“楽しみながら学ぶ”を実現 
日販テクシード（株） 

日本文化を世界に発信！ 
（株）バサラホールディングス 

REG STYLE（レグスタイル） 

初出展 初出展 初出展 



■ 元プロ野球選手が魅せるデモンストレーション 

最新技術を用いたベースボール・シミュレーション製品のデモンストレーションに、元プロ野球選手が日替わり

で登場します。迫力あるバッティングを体感してください。  

※当日ゲストが変更となる場合もございます。ご容赦ください。  ●出展企業：（株）エム・ディ・シー  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【レジャージャパン 2019 開催概要】 

名 称 ： レジャージャパン ２０１９ （略称：ILAJ） http://leisure-japan.jp/ 

第 5回 テーマパーク EXPO （略称：PARX） http://themeparx.jp/ 

第 4回 ライブ＆シアターEXPO （略称：LEIX） http://theatex.jp/ 

第 3回 レジャー＆アウトドア EXPO （略称：THEATEX） http://leix.jp/ 

お土産＆ノベルティゾーン ／ 新  設 集客コンテンツゾーン 

会 期 ： 2019 年 12 月 4日（水）～6 日(金) 10:00～17:00 

会 場 ： 東京ビッグサイト 青海展示棟 A ホール  

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 

入場料： 2,000円（税込） (事前登録者・招待券持参者は無料) 

■ 出展社一覧 –-> http://leisure-japan.jp/company/ 

■ セミナー最新情報 –-> http://leisure-japan.jp/seminar/ 

■ レジャージャパン ロゴのダウンロード先 http://leisure-japan.jp/press/ 

 

 

 

 

 

 

【報道関係者からのお問合せ先】 

TSO International 株式会社 担当：並木  

〒160-0007 東京都新宿区荒木町 20-21 

インテック 88 ビル 9F 

TEL.03-5363-1701/FAX.03-5363-0301 

E-MAIL. namiki@tso-int.co.jp 

アクセス： りんかい線 「東京テレポート」駅下車 徒歩約 2 分 
ゆりかもめ 「青海」駅下車 徒歩約 4 分 

「お台場海浜公園」駅下車  徒歩約 6 分 

青海展示棟 Aホール 

当日、本展示会をご取材いただける場合は、お手数で

すが、右記プレス受付専用カウンターで受付をお願い

いたします。 

http://themeparx.jp/
http://theatex.jp/
http://leix.jp/
http://leisure-japan.jp/company/
http://leisure-japan.jp/seminar/
http://leisure-japan.jp/press/


 

  

 
 

 

会   期 ： 2019年 12月 4日(水) ・5日(木) ・6日(金)  10：00～17：00 
 

会   場 ： 東京ビッグサイト 青海展示棟 
 

主   催 ： TSO International株式会社 
 

入場料  ： 2,000円（事前登録者・招待券持参者は無料） 

 

＜取材申込書記入のお願い＞ 

恐れ入りますが、本展示会の取材にご協力頂ける場合は、下記にご記入の上、事務局まで 

FAX 【03-5363-0301】 またはメール 【info@leisure-japan.jp】 にてご返送ください。  

 

※名刺をお貼りいただいても構いません。 

※取材当日は、本用紙をご記入の上、ご持参いただくか、会場にて PRESS 受付をお済ませください。PRESS

バッジをお渡しいたします。 

※本用紙は代表者の方のみで構いませんが、当日は PRESS 登録される全員の方のお名刺をご用意ください。 

媒体名：（必須） 

媒体種類：    新聞 ・ 雑誌 ・ テレビ ・ ラジオ ・ WEB 媒体 ・ その他（           ） 

御社名： 

ご住所：〒 

TEL：   FAX：  

E-mail： 

申込代表者部署・役職・氏名：  

取材人数：  （           人）  

取材当日連絡可能な番号：（必須） 

掲載・ＯＡ予定日： 

取材日：         12月 4日(水）        12月 5日(木)        12月 6日(金) 

○でお囲み下さい：        ムービー   ・   スチール   ・  その他 

＜報道関係者からのお問合せ先＞ 

展示会運営事務局（TSO International 株式会社） 担当：並木 

〒160-0007 東京都新宿区荒木町 20－21 インテック 88 ビル 9F 

TEL：03-5363-1701  FAX：03-5363-0301  E-mail：namiki@tso-int.co.jp  

取材申込書 

アクセス： りんかい線 「東京テレポート」駅下車 徒歩約 2分 
ゆりかもめ 「青海」駅下車 徒歩約 4分 

 「お台場海浜公園」駅下車 徒歩約 6分 

mailto:info@leisure-japan.jp

