
12月 日 セミナー・セッション（水）の4 12月 日 セミナー・セッション（木）の5 12月 日 セミナー・セッション（金）の6
※セミナーにより時間、講師、受講料が異なりますのでご注意ください。また掲載情報は、2019年9月20日現在現在のものとなり、セミナーの内容・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、ホームページにてご確認ください。。セミナーの撮影・録画はご遠慮ください。

売上拡大・新規参入・経営改革・新規事業創出に向けての最良のヒントが得られる3日間！ 来場に合わせセミナーも是非ご受講ください!
最新情報・詳細情報はホームページにてご確認ください！

2,000円/3,000円
無料セミナー

（一社）ロケーションベースＶＲ協会 代表理事 （株）ハシラス 代表取締役　安藤 晃弘 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　速水 和彦 氏
（一社）ロケーションベースＶＲ協会 理事・事務局長 （株）ハシラス 取締役
三好総合法律事務所 弁護士　三好 慶 氏

A-1
11:00~12:30

ガチャピン・ムックの
キャラクター戦略とその活用事例

施設が求めるVRコンテンツ、
施設から求められるVRコンテンツ
～セガジョイポリス等を題材として～

～ショッピングモールでの事例など～
（株）フジテレビジョン 総合事業局イベント事業センターライツ事業戦略部
プロデューサー　下川 猛 氏

A-2
13:00~14:00

データと訪日外国人の声から見る
「ソフトとしての忍者
コンテンツ」
NINJA DOJO and STORE 代表　市川 伊蔵 氏
総合忍者メディアNinjack 編集長　嵩丸 氏

A-9
11:00~12:00

世界のテーマパークの
潮流と、忍者コンテンツの
活用状況
エルダー・田中＆アソシエイツ（株） 代表取締役　田中 宏明 氏 

A-10
12:30~14:00

日本文化の伝統と
テクノロジーの融合
松竹（株） 代表取締役副社長　細田 光人 氏

C-7
11:00~12:30

舞台芸術 × ○○○の
可能性をセノグラフィーの
視点から考察する
NPO法人 S.A.I. 理事　杉山 至 氏

C-8
13:00~14:30

劇場は「まちおこし」
「ひとづくり」「産業振興」に
何ができるか？
香山壽夫建築研究所　設計主任　長谷川 祥久 氏

C-9
15:00~16:30

横浜で新たに始まる
エンタテインメント施設と
地域の活性化に向けた取り組み
ぴあ（株） 執行役員 メディア・プロデュース本部 副本部長 兼
ライブ・エンタテインメント本部 副本部長　染谷 誓一 氏
（株）ケン・コーポレーション 企画部 シニアマネージャー　佐竹 俊明 氏
ファシリテーター：ぴあ（株） コンテンツビジネス開発部　平野 学 氏

D-7
11:00~12:30

リアルとバーチャルの新しい世界
～エンターテイメントに
相応しいデジタル演出～
（株）シムディレクト 代表取締役/（株）タケナカ 専務取締役　長崎 英樹 氏

D-8
13:00~14:30

次世代型劇場・ホールの
プロトタイプを考える
～2030年モデルの提案～
（株）シアターワークショップ 代表取締役/日本劇場技術者連盟副理事長　伊東 正示 氏

D-9
15:00~16:30

お手軽プロジェクション
マッピングを活用した
客単価アップの事例
（有）本牧ファイル～JAPAN CONNECTION 代表取締役　永井 信隆 氏

E-7
11:00~11:45

明日から役立つノウハウや
調査データが満載！
ファミリー集客の最新事例
アクトインディ（株） いこーよ集客支援部 コンサルタント　追分 翔海 氏

E-8
12:00~12:45

ゲームの様な世界を現実にしたい
～スクウェア・エニックスの
新たな挑戦「LIW」～
（株）スクウェア・エニックス 執行役員 ライブインタラクティブワークス事業部
事業部長　渡辺 泰仁 氏

E-9
13:00~13:45

キャラクターを
使用した集客ソリューション。
顧客を満足させるもう一つの
アイテム
（株）カミオジャパン 執行役員 第一営業部長 兼 ライセンスプロデューサー　鯉渕 輝雄 氏

E-10
14:00~14:45

「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。

フリーロームVRアトラクション
『BIOHAZARD WALKTHROUGH
THE FEAR』について

～人工芝の選び方をお伝えします～
ユニオンビズ（株）　松田 忠 氏

E-11
15:00~15:30

（株）ダイナモピクチャーズ アミューズメント事業部長　小川 直樹 氏

E-12
15:45~16:30

「これからのエンターテイメント
とスポーツ」
（株）横浜DeNAベイスターズ 初代代表取締役社長
（一社）さいたまスポーツコミッション 会長　池田 純 氏
（株）メルカリ 取締役社長兼COO
（株）鹿島アントラーズFC 代表取締役社長　小泉 文明 氏
ファシリテーター：AGI Sports Management（株） 代表取締役/スポーツジャーナリスト　上野 直彦 氏

オープンイノベーションを活用した
“Entertainment-Tech”への取り組み
～ネットとリアルの融合～
KDDI（株）
ビジネスインキュベーション推進部 次世代ビジネス推進グループリーダー　舘林 俊平 氏

B-9
11:00~12:30

B-10
13:00~14:00

稼ぐ施設をつくるITと
エンゲージメント
（株）ウフル プロデューサー　有川 久志 氏
ジェフユナイテッド（株） 新規事業準備室 室長　高橋 薫 氏
（株）湘南ベルマーレ セールスユニット リーダー　加藤 謙次郎 氏
追手門学院大学 准教授　上林 功 氏

B-11
14:30~16:00

『レジャー施設インバウンド戦略
成功への方程式』
～グリーンツーリズムとアドベンチャー
ツーリズムの可能性を中心に～
（一社）日本インバウンド連合会 理事長　中村 好明 氏

A-11
14:30~16:00

遊戯施設の長期にわたる
安全・信頼性確保の
方策について
日本大学理工学部 学部次長 教授　青木 義男 氏

A-5
11:00~12:00

国営ひたち海浜公園の
年間来園者数
200万人への道のり
（一財）公園財団 ひたち公園管理センター 管理センター長　安達 明彦 氏

A-6
12:15~13:15

忍者を活用した
インバウンド施設の
近況と課題
日本忍者協議会 事務局長　立石 邦博 氏

A-7
13:30~14:30

ハウステンボス
V字回復の中で現場で
起きていたこと
そしてさらなる顧客志向への変化
ハウステンボス（株） 営業本部 部長　柚木 達矢 氏 

A-8
15:00~16:30

(株)コトブキ　代表取締役　深澤 幸郎 氏
高野ランドスケープ(株)　代表取締役　村田 周一 氏

B-6
11:00~12:00

～真に豊かな地域づくり～

子供の遊びを「自然」と「テクノロジー」の
両面から考える
～保護者からの納得感のある子供集客のあり方～

日本の地域にあるグローバルバリューと
野遊びでの活かし方

(株)スノーピーク　取締役
(株)スノーピーク地方創生コンサルティング　代表取締役会長
(一社)野遊びリーグ　常務理事　事務局長　後藤 健市 氏
(一社)白馬村観光局　事務局長　福島 洋次郎 氏

B-7
13:00~14:30

2020年春オープン
ミニチュアテーマパーク
SMALL WORLDS
TOKYOの魅力
（株）ＳＭＡＬＬ ＷＯＲＬＤＳ 取締役副社長　福田 太一 氏

B-8
15:30~16:30

レコード会社から見た、
音楽産業の近未来。
（株）JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント 取締役
今井 一成 氏
モデレーター　杉本 伸 氏

C-4
11:00~12:30

日生劇場の公演制作
児童・生徒に向けた
舞台作品の創造・発信
（公財）ニッセイ文化振興財団【日生劇場】 企画制作部　大澤 拓己 氏

C-5
13:00~14:30

映画館はもっと面白くなれる
全国からファンを集めるシネコンは
「なんのためにやるのか」を
過激に追求する
シネマシティ（株） 企画室長　遠山 武志 氏

C-6
15:00~16:30

（株）三菱地所設計 都市環境計画部　坪田 勇人 氏
（株）三菱地所設計 建築設計四部 チーフアーキテクト　石川 静 氏

D-4
11:00~12:30

日本博
(一社)日本劇場技術者連盟　顧問代表　織田 紘二 氏

「公園」で「劇場」空間を創出！
池袋西口公園における
新しい街づくり

D-5
13:00~14:30

ソニー・クリエイティブ
プロダクツの
ミュージアムビジネス

（株）ソニー・クリエイティブプロダクツ 執行役員 PEANUTS推進本部 兼 
メディア本部 ミュージアム＆MD本部 本部長　渡辺 恵介 氏

E-4
11:00~12:00

レジャー施設を活性化させる
“プライズ” ビジネスの構造と可能性
（株） タイトー 執行役員 マーチャンダイジング事業本部 本部長
SPACE INVADERS ブランドマネージャー　金山 富幸 氏

E-5
13:00~14:00

フードエンターテインメント
としての
「コンテンツコラボカフェ」とは
（株）レッグス 上級執行役員 ライセンスビジネス事業本部 本部長　谷 丈太朗 氏

E-6
15:00~16:00

ライブコンテンツ事業から
発展するテーマパーク等
LBE事業の可能性について
（株）ネルケプランニング 代表取締役会長　松田 誠 氏
モデレーター　杉本 伸 氏

D-6
15:00~16:30

知育が切り札
～進化する海外の子ども施設
（株）ドリームスタジオ 代表取締役　松本 公一 氏

A-3
14:30~15:30

公園緑地行政をめぐる
最近の動向
国土交通省 都市局 公園緑地・景観課 公園利用推進官　峰嵜 悠 氏

B-1
11:00~12:00

和歌山で10万人を動員した
光のフェスティバル
「フェスタ・ルーチェ」の世界観と
戦略について
（株）タカショーデジテック 代表取締役社長 フェスタ・ルーチェ実行委員会 会長　古澤 良祐 氏

C-1
11:00~12:30

高速追従
プロジェクションマッピングを
用いた空間演出
パナソニック（株） コネクティッドソリューションズ社 メディアエンターテインメント事業部
ビジネスソリューションセンター アジャイル開発部 部長　藤畝 健司 氏

C-2
13:00~14:30

第4の劇場・ホールとしての
「イベントホールづくり」
（株）楽生活空間工房　永井 久夫 氏

D-1
11:00~12:30

舞台美術の
ケレンの表現とは
日本舞台美術家協会 理事長　堀尾 幸男 氏

D-2
13:00~14:30

劇場､音楽堂等の
運営における
指定管理者制度の運用
（有）空間創造研究所 代表　草加 叔也 氏

D-3
15:00~16:30

ライセンスビジネスの
基本の「キ」

（株）キャラクター・データバンク 代表取締役社長
（一社）キャラクターブランド・ライセンス協会 専務理事
産業能率大学 コンテンツビジネス研究所 客員研究員　陸川 和男 氏

E-1
11:00~12:00

そこが知りたい！
コンテンツに関する
権利と契約の基礎知識

特許業務法人アテンダ国際特許事務所 代表社員 弁理士
（一社）キャラクターブランド・ライセンス協会 監事　角田 成夫 氏

E-2
13:00~14:00

レジャー産業の
ためのアニメ・
タイアップ入門

（株）博報堂 ガリガリ編集部 コンテンツプロデューサー  林 龍太郎 氏

E-3
15:00~16:00

ダンスエンターテインメント最前線
秋葉原から世界へ発信するダンス
エンターテインメントの可能性を探る
（株）アブストリームクリエイション 代表取締役
榊原 敬太 氏　aka けいたんfrom RAB（リアルアキバボーイズ）
モデレーター　杉本 伸 氏

C-3
15:00~16:30

都市公園における
公募設置管理制度（Park-PFI）と
その推進支援ネットワーク（PPnet）等
について
（一社）日本公園緑地協会 常務理事兼公園緑地研究所副所長　橘 俊光 氏

B-2
12:30~13:30

グランピング
国内外最新事情と今後
(株)リゾートコミュニケーションデザイン代表取締役、
(一社)日本グランピング協会顧問　加藤 文人 氏
(一社)日本グランピング協会会長　松本 寛 氏
(一社)日本グランピング協会理事　与茂 雅之 氏

B-3
14:00~15:00

「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～
ユニオンビズ（株）　松田 忠 氏

B-4
15:30~16:00

発券・アクセス管理の
包括的システムでサービスと
収益を最適化
～人×機械×詳細マーケティングデータの再編～
Axess Japan（株） 事業戦略　酒井 理恵 氏

B-5
16:15~16:45

アカツキが手掛ける
「ハートドリブン」な
キッズパークPuChu!の
開業秘話
（株）アカツキライブエンターテインメント執行役員　中川 瑞穂 氏
アクトインディ（株） いこーよ集客支援部 コンサルタント　追分 翔海 氏

A-4
16:00~16:45

11月～

（クレジットカード）

（銀行振込） 11/22(金)までに申込、11/29(金)までに入金

事前受講料は11/29（金）までホームページにて事前申込期間 当日受講料は各セミナー終了時間まで

申込時に支払

平日（月～金）の10：00～18：00まで ＋ 会期中（12/4（水）～12/6（金） 10：00～17：00）

12/4（水）11/29（金）11/22（金） 12/5（木） 12/6（金）http://leisure-japan.jp/seminar/
●全セッション定員になり次第、申込受付終了となります。お早めにお申込みください。
●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責任を負いません。
●セミナーの録音・撮影は禁止しております。
●11月30日（土）以降の有料セミナー申込は、会場のセミナーチケットカウンターで
　当日受講料にて承ります。詳細は下図にてご確認ください。

ホームページからのお申込となります。決済後、マイページか
らセミナーチケットを印刷してお持ちください。事前受講料
は、11月29日（金）までのお申込が対象となります。

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。

セミナーの申込みはWebから 事前申込制

E-mail : seminar@tso-int.co.jp  （セミナー専用）
info@leisure-japan.jp  （来場、その他問い合わせ）

03-5363-1701


