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主　催 

貴名受け

別途、お申し込みとなります。

350,000円（税別）

432,000円（税別・出展小間料金含む） 832,000円（税別・出展小間料金含む）

出展申込要領開催概要
■お申込みについて
①別添の「レジャーホテルフェア2015出展申込書」に必要事
項をもれなくご記入のうえ、事務局までお申し出ください。
（FAX可）
②申込締切：2015年7月24日（金）

■ご出展について
①小間配置（小間割）は事務局が行ないます。
②共同出展の場合、ガイドブック掲載は1社となります。
　複数社掲載をご希望の場合は別途有料（1社につき
50,000円・税別）となります。

③小間の転貸・売買・交換は一切できません。
④事務局は、本展示会の開催主旨にふさわしくないと判断した
場合はご出展をお断りする権利を持っています。

⑤展示で水道（給排水）を利用される場合は、出展申込時に弊社
営業担当者までお伝えください。

⑥独立小間のご出展は、6小間以上のお申込みを原則とさせて
いただきます。

■ご出展料のお支払いについて
①出展申込書が到着次第、事務局よりご請求書を発行いたします。
　なお、お支払い期限は2015年9月30日（水）となります。
　期限内に事務局にてご入金が確認できない場合は、ご出展を
　取消すことがございますのであらかじめご了承ください。

　※銀行振込手数料は出展社にてご負担いただきます。
　※手形によるお支払いはご遠慮いただいております。
②出展申込後の取消、解消は原則としてできません。
　ただし、事務局が止むを得ないと判断した場合はキャンセル
　料を下記の基準によりお支払いいただきます。

2015年7月24日（金）～2015年9月30日（水）     出展料の  50％
2015年10月1日（木）以降    　    出展料の100％

みずほ銀行　銀座支店
普 通 預 金 　No.1955627
口　座　名　綜合ユニコム株式会社

お振込先

この要領に定められていない事項については「レジャーホテルフェア2015出展要項」に準じます。（出展社説明会でお配りします）

■名称：レジャーホテルフェア2015
■会場：東京ビッグサイト 西3・4ホール
 東京都江東区有明3-11-1
■会期：2015年10月22日（木）10：00～17：00
　　    2015年10月23日（金）10：00～17：00
　※搬入日：10月21日（水）  9：00～21：00　　
　　搬出日：10月23日（金）17：00～21：00
　※詳細につきましては、出展社説明会で配布いたします、
　　「出展要項」にてご案内いたします。
■出展料金：1小間　350,000円（消費税別）
　※ガイドブック掲載料（4色1/3ページ）含む
■主催：綜合ユニコム株式会社『季刊レジャーホテル』
■入場形式：限定招待制（入場無料：招待券配布）
■同時開催：
　レジャーホテルマネジメントセミナー2015
　レジャー＆サービス産業展2015
■出展社説明会：2015年8月下旬（予定）
　※詳細につきましては、出展お申込後、事務局よりご案内いたします。
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2,930mm（内寸）

5,900mm（内寸）

・1小間サイズ：間口3m×奥行3m×高さ2.7m

・1小間サイズ：間口3m×奥行3m×高さ2.7m

・基本設備：システムパネル、社名板（ゴシック体）

〒104-0031 東京都中央区京橋2-10-2 ぬ利彦ビル南館6階
TEL.03-3563-0031　℻.03-3564-2560
E-mail: adv@sogo-uni.com

企画営業部
出展に関する
お問合せは www.sogo-unicom.co.jp　当社ホームページでも詳しい情報がご覧いただけます。

出展案内

ホテルイノベーション最新設備機器・アメニティ展示会＆セミナー

4CF-3130-5102 LHF-0001.PP.

同 時 開 催

レジャーホテルマネジメントセミナー2015

求められる「進化」のかたち

2015年10月22日（木）・23日（金） 10:00～17:00 
東京ビッグサイト ［西3・4ホール］

http://www.sogo-unicom.co.jp

2015



分類 企業名 出展内容

20152015
LEISURE HOTEL FAIR

［進化するレジャーホテルシーン］の創造
“守りの経営”から“攻めの経営”へ。

レジャーホテル業界は、「生き残り」を賭けた経営・運営の

取組みが行なわれています。

レジャーホテルの“高収益事業”モデルをいかに維持す

るか。そして、マーケットの活性化、成長戦略に向けた

レジャーホテル空間の［価値創造］が求められています。

その方程式こそが「空間・サービスのクオリティアップ=

集客・売上げアップ」です。“適切な”投資計画のもとに、リ

ニューアルを実行し、いかに差別化に直結する最新設備・

システムを導入するかにかかっています。

 “進化するレジャーホテル空間”を提案する業界唯一の

ビジネスショーとして、今年も「レジャーホテルフェア

2015」を開催いたします。

多様化する利用客ニーズへの［変化対応］と、新たな

［顧客創出］につながる最新のハード・ソフトウェアの提案

の［場］として、ぜひともご活用ください。

求められる「進化」のかたち
① レジャーホテルの新顧客の創造と新需要開拓
 女子会・観光利用・外国人観光客など新しい顧客をつくり出す手法

② 時代にマッチした集客戦略
 ＷＥＢ・スマホを活用した最新の集客手法から、
 口コミ・アイキャッチを活用した最新の集客アイテム

レジャーホテルマネジメントセミナー2015
少子化・若者のレジャーホテル離れ、人材不足、建築費・人件費の
高騰などレジャーホテル経営を取り巻く環境は大きく変化してい
ます。
「時代」と「生活者の意識」の変
化に対応する“進化するレジャー
ホテルの新戦略”を探るマネジ
メントセミナーを開催し、開発・
投資意欲の高いオーナー・経営
者を集客いたします。

前年度開催いたしました
レジャーホテルマネジメントセミナー2014
では、全6講座500名が参加しました。12名の講師陣が
最新の運営・経営・システム情報を発信しました。

出展対象

出展募集小間数

300小間
※レジャー＆サービス産業展
　出展社含む

㈱ＷＥＢ ＩＮＮ

ソフト・オン・デマンド㈱

㈱ティーアイエス

㈱ワールド・ホテル・コミュニケーションズ

オープンアイ㈱

㈲シンビ

スペースビュート㈱

㈱東京マツシマ

㈱トンボ飲料

㈱ナコム

LH Owner's Club

大阪府ホテル協同組合

（一社）日本自動車旅行ホテル協会

あすか信用組合

横浜中央信用組合

アイリス綜合行政書士事務所

(合)アイリスビジネスプラス

㈱トータル プランニング

㈱稲進

Ｃ＆Ｃ Ｌｉｇｈｔｅｃ

三菱電機㈱

㈱ムービーチャンネル

㈱アルメックス

NTTアドバンステクノロジ㈱

㈱北野ウイング

㈱サクシード

フォーラム フロンティア ネットワーク㈱

㈱ＭＩＣＯＴＯ ＣＲＥＡＴＩＯＮＳ

日栄インテック㈱

アートフォルム㈱

㈱ＫＯＧＡ設計

㈱プラスエフ 建築設計室

㈱エイ・ディ・エイ

㈱かじ新　　

㈲K-Art.Japan

みはし㈱

㈲和光造花製作所

㈱万雄

Y・K産業㈱

㈱リネンスタイル

㈱フジ医療器

㈱メルシー

ＷＥＢ販促プロモーション ホテルＨＰ開設・運営サポート

ｗｅｂサービスを活用した新規顧客につながる集客手法のご提案

ＨＤＤ型動画配信システム・ホテル検索サイト・ラブグッズ

ホテル検索サイト「カップルズ」、雑誌「デートスペシャルなび」等

栄養ドリンク「ミナギルＺ」

ハイクオリティ＆デザインで洗練されたホテルグッズ

浴室などの防カビ・消臭・抗菌、空間消臭

ホテル空間になくてはならない上質なアメニティをご紹介

ノンアルコールスパークリングワイン

ホテルにおける「食」のプロデュース

LHオーナーズクラブ活動報告

大阪府ホテル協同組合活動報告

日本自動車旅行ホテル協会、活動内容発表および啓蒙活動

融資相談などの窓口

ホテル購入・改装資金・他行肩代わり等の融資相談窓口

レジャー産業の許認可。融資、その他のコンサルティング

レジャー産業の許認可。融資、その他のコンサルティング

運営受託・ホテル売買・コンサルティング

デザイン・屋外看板・メニュー作成

超薄型、長寿命・省電力アクリルボ－ド「ルミシート」

三菱液晶テレビREAL、カンタンサイネージ・LED照明他

超薄型、長寿命・省電力アクリルボ－ド「ルミシート」

弱電機器・各種コンピュータシステム

集客UPのための無線LAN機器のご紹介。無料相談

弱電機器・各種コンピュータシステム

弱電機器・各種コンピュータシステム

“みるみる”VOD、デジタルサイネージ、八華システム等のデモ

レジャーホテル向けOPEN　Wｉ－ｆｉ導入提案

あなたの省エネ好奇心、満たします(LED照明・省エネ空調機)

企画・デザイン・設計・監理

企画・デザイン・設計・監理

企画・デザイン・設計・監理

流通カットにより実現した高品質で安価な輸入家具・照明・資材

天蓋付ソファ、ランドリー用バスケット他、布でのリニューアル

ドライヤーホルダー、ウォールアクセサリー等

レリーフ型壁面装飾部材、LED照明、輸入タイル

光触媒アートフラワー、人工樹木

消臭、抗菌、防カビコーティング剤、赤外線ドライヤー

人工大理石とLEDを融合させた光る浴槽の展示

リネンサプライ用品及び、寝具類の企画・製造・販売

マッサージチェア世中心に美容・健康関連機器のご紹介

フットケア機器、ＤＸトレーナー(日本製)の体感ブース

WEB
販 促
集 客 設計・デザイン

内外装
インテリア

バラエティグッズ

浴槽・浴室関連

リネン

リラクセーション

金融・ファイナンス

金融・ファイナンス

コンサルティング

サイン・演出
デジタルサイネージ

弱 電
通 信
映 像

アメニティ
用 品
備 品
飲 食

業界団体

分類 企業名 出展内容 分類 企業名 出展内容

2014年度出展企業　合計43社（グループ出展企業含む）　※併催「レジャー＆サービス産業展2014」との合計103社前回開催実積

業種別来場者層

出展社数

小 間 数

来場者数

レジャーホテルフェア2014
同時開催

レジャー＆サービス産業展2014
との合計

43社
109小間
4,513人

103社
221小間
9,317人

レジャーホテル
経営企業
49.0％

レジャーホテル
関連企業
23.8％

その他宿泊
関連企業
8.0％

不動産所有開発企業
4.7％

その他
14.5％

経営者・役員
28.5％

店長・支配人
12.5％

スタッフ
8.0％

ホテルイノベーション最新設備機器・アメニティ展示会＆セミナー

③ リニューアル・借り換え投資
 世代交代における、再投資の考え方とデザイン・空間のあり方

④ 人材不足とコスト削減
 省人化・省エネ・節電・代行システム

⑤ 外客対応
 年間2,000万人の外国人観光客に対応した経営手法とシステム

⑥ 出口戦略・後継者問題
 これからのレジャーホテル経営を考えた戦略
　　業態転換・NEWビジネス・FC

省エネ・LED

建築・設計・
施工・デザイン

経営コンサルタント・
不動産・金融

アミューズメント コンピュータ・
弱電システム

多言語対応
システム

WEBシステム 電子マネー 人材、
アルバイト募集

ホームページ
制作

家具・インテリア・
美容・健康機器

浴室関連

寝装・寝具 用品・備品・
消耗品

飲食関連 消臭・脱臭・
香り

リフォーム・清掃・
メンテナンス

リネンサプライ LED照明 バラエティグッズ コスプレ・
コスチューム

イベント関連 その他

10月22日（木）・23日（金）
東京ビッグサイト ［西3・4ホール］

求められる「進化」のかたち

レジャーホテル空間の［価値創造］を実現する最新設備機器システム・アメニティ・リラクセーション etc. をご提案ください。

Other


