コンテンツ東京
取材のご案内 1/5

会期：２０１９年

４月 ３日（水） ～５日（金）

東京ビッグサイト

会場：

主催 ： リード エグジビション ジャパン株式会社
ブイチューバ―

VR、MR、AR などの最先端技術や VTuber

らが一堂に

※１

日本最大！コンテンツビジネスの 総合展 を開催

前回（2018 年）会場の様子

前回比１２０社増の

１，３５０社*が出展 ４６，０００名*が来場！

4 月３日（水）～５日（金）に、日本最大*のコンテンツビジネス総合展「コンテンツ東京 2019」を開催いたします。本展は、
「ラ
イセンシングジャパン」
「クリエイターEXPO」
「映像・CG 制作展」
「コンテンツ配信・管理ソリューション展」
「コンテンツマーケテ
ィング EXPO」
「先端デジタルテクノロジー展」
「広告デザイン・ブランディング EXPO」の７つの専門展から構成されており、合わ
せて１,３５０社*が出展。映画やゲーム、アニメなどのエンターテイメント、そして医療や建築など様々な業界で活用が進む VR、
AR、MR などの最新デジタル技術やコンテンツを配信・活用するためのサービス、キャラクターやロゴなどのライセンス、そして様々
な分野のクリエイターまで、日本のコンテンツ産業を支えるあらゆる要素が集結します。それらの導入を検討に、エンターテイメン
ト企業はもちろん、様々な業種のマーケティング、企画、宣伝、商品企画担当者ら４6,０００名*が来場し、デモ体験や商談が活発に
行われます。ますます勢いを増し、成長を続けるコンテンツ市場の最先端を、本展でぜひご取材ください！

※1 同種の展示会との出展社数の比較。掲載の出展社数・来場者数は最終見込み数

※本リリース掲載の主商品は、出展商品のほんの一部です。この他にも多数の出展があります

コンテンツ東京を構成する７つの専門展

取材のお申込みはこちら→ www.content-tokyo.jp/shuzai/
コンテンツ東京 今回の見どころを 2 枚目からご紹介！
お問合せ先：リードエグジビションジャパン（株）内 コンテンツ東京事務局 広報担当:平野 TEL:０３－３３４９－８５０７
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常識を変える？ 最新のＸＲ技術を 体験できます
※XR とは、VR、AR、MR の総称です

世界初 モデルガンを使った MR シューティングゲーム
DataMesh（株）
3D オブジェクトが現実世界に重ねて映しだされ、あたかも対象がリアルにその場
にあるような体感を得られる「MR 技術」を活用したゲームです。HoloLens を装
着すると目の前に敵のロボットが現れ、
モデルガンの先に付けたセンサーを利用し
てビームを放ち、敵を倒します。まるで現実空間に本当に敵が現れ、更にそれを倒
すという映画のような体験ができます！

ゲームしながら鍛えられる 夢のようなエクササイズ VR
イカロス社
ICAROS Home は家庭に置けて、仮想世界で楽しくトレーニングできる VR フィッ
トネスマシン。空を飛んだり、宇宙からスカイダイビングしたり楽しみながら、特
に体幹や肩を鍛えられます。世界中のユーザーとオンラインでレース対戦すること
もでき、これぞ本物の「e スポーツ」といえるかも？
もう、「ゲームは体に悪い」なんて言わせません！

企業から熱視線 トレーニング用など 職場での XR 活用が進む！
ゲームなどエンターテインメント要素のイメージが強い XR 技術ですが、いま、社員の研修・トレーニング用に導入する
企業が増えています。リアルの場での研修よりかかるコストが圧倒的に少なく、実際に操作してインタラクティブな体験が得
られたり、指導者がそばにいなくても新人が作業を練習できるのがその魅力。特に重機の操縦や運転、医療の場など、場所の確
保が困難だったり、素人がリアルで体験するにはリスクの高い場において、その需要は急激に高まっています。
また空間把握が大事だけれど実体験が難しい設計や店舗陳列の場でも、XR の導入が始まっています。本展にも今年、多くの企
業向け XR 技術が出展。2019 年、企業活動への XR 導入が一気に加速しそうです！

新人でもベテラン並みの点検作業ができる！
（株）ポケット・クエリーズ
誰でもベテラン人材と同等の作業をすることが出来るようになるソリューションを
出品。「MR×AI×IoT」を用いて、現場の最前線の作業・研修・教育などにおいて、
ベテラン人材のノウハウを可視化し、レコメンドがもらえる仕組みです。ホロレンズ
をかけて工場点検にまわれば、危険な場所に近づくとホロレンズから警告音がなった
り、メーター数値を観れば画像認識で AI が適正な数値かどうか自動で判断してくれ
たり、機器の前に立つと動作手順動画が表示されたりと至れり尽くせり。

建築や店舗陳列を XR でシミュレーション！
（株）コミュニケーション・プランニング
建築の場では、景観検討を実施する場合、ミニチュアサイズの模型などが用いられま
すが、スケールが違うため現実を想像するのは困難です。しかし XR 技術を使えば、
まるで実際の場にいるかのような検証ができます。また店舗での陳列において、色ん
なパターンを実際に作るのは大変ですが、XR を使えば複数のパターンを簡単に作成
し、またそれを顧客に試してもらって意見をもらうことで最適な店舗レイアウトを追
究することができるようになります。
お問合せ先：リードエグジビションジャパン（株）内 コンテンツ東京事務局 広報担当:平野 TEL:０３－３３４９－８５０７
取材のお申込み先：https://www.content-expo.jp/shuzai/
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１，５００*を超える キャラクター、ブランドが大集合！
日本最大*のライセンス（版権）商談展『ライセンシングジャパン』には、1,500*を超えるキャラクター、ブランドが出展。
「カピバラさん」や「リラックマ」などおなじみのキャラクターに加え、化粧品の「シーブリーズ」や、週刊誌「SPA!」
、など、
どうライセンス展開するのか予想がつかないブランドや、ヤフー（株）や松竹（株）
、
（株）日比谷花壇など、ライセンス業界で
は一般的ではない、
「意外」な出展にも注目です。

＜出展プロパティ（一部抜粋）＞

「週刊スパ！」
（株）扶桑社

「けんさくとえんじん」
ヤフー（株）

「HIBIYA-KADAN Creative Design」
（株）日比谷花壇

「かぶきにゃんたろう」
松竹（株）

「MOTTAINAI」
MOTTAINAI キャンペーン事務局
※見込み数、 同種の展示会との出展社数の比較。

個性が止まらない？ おもしろクリエーターがずらり！
コンテンツ東京に出展するのは、企業だけではありません。イラストレーター、作家、書道家、ゲーム作家など、個性を光らせ
て活躍する個性派クリエイターも集結！「クリエイターEXPO」で 700 名*のクリエイターがずらりと並び、作品をアピールす
る光景は圧巻です！

＜出展する個性派クリエイター（一部抜粋）＞

とにかく「リス」に特化！
”little shop”福士悦子
イラスト、デザイン、ぬいぐるみなど、リス
に特化した作品を作るシマリス・アーティス
ト。年に 1 回、日本全国や海外からもリス
好きが集う、リピーター多数の人気イベント
「risu cafe」を主催しています。

絵本の常識を越えます
巨大絵本作家 山田龍太

元 MR ならではのクオリティ
MEDICAL GRAPHICS

絵の具やダンボール素材を活用し、
背丈より

医療に特化した映像制作を行う、元 MR（医療

も大きな巨大絵本を作成する「巨大絵本作

情報担当者）の映像クリエイター。

家。子どもたちと巨大絵本を作る活動/イベ

作用機序や病態など複雑で難解な仕組みをシナ

ントを実施しており、全国各地の百貨店、商

リオ制作からサポートし、科学的根拠に基づく形

業施設、地域イベントにとひっぱりだこ！

状や動きを CG アニメーションで再現します。

お問合せ先：リードエグジビションジャパン（株）内 コンテンツ東京事務局 広報担当:平野 TEL:０３－３３４９－８５０７
取材のお申込み先：https://www.content-expo.jp/shuzai/
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いま話題のテーマで ２つのゾーンを新設！
【新設】 ＶＴｕｂｅｒゾーン
2019 年は企業・自治体の『公式 VTuber』が増加！？
「Vtuber(ブイチューバー)」とは、YouTuber として動画配信・投稿を行う架空のキャラクターのことです。昨年、急速に人数
が増加、その数は 7,000 人にも上るとも言われ、ますます活躍の幅が広がっています。これまで VTuber の配信は個人が中心
でしたが、いま、企業や自治体が、人気 VTuber とコラボして商品をＰＲしたり、自らオリジナルの「公式 VTuber」を作って
宣伝に使用し始めています。企業や自治体にとって、イメージを作り上げやすく、スキャンダルといったリスクも少ない VTuber
は新たなプロモーション手段と言え、実際に、サントリーや茨城県では『公式 VTuber』を昨年リリースし、どちらもいまや多
くのフォロワーを抱える人気 VTuber となっています。このような背景を受け、本展では、今年から今後ますますビジネス活用
が期待される VTuber に特化したゾーンを新設！人気Ｎｏ.1VTuber の『キズナアイ』を抱えるプロダクションを始め、オリジ
ナルの VTuber を作りたいという企業・自治体向けに、サービスを展開する制作会社も多数出展します。
このコンテンツ東京から、オリジナル VTuber が生まれるかも！？

＜出展する VTuber 制作会社（一部抜粋）＞

upd8

ゲーム部プロジェクト

（株） ZIG

【新設】 ブロックチェーンゾーン
仮想通貨業界だけじゃない！コンテンツ業界でも大注目
ブロックチェーンは、仮想通貨市場で話題となっている技術ですが、実はコンテンツビジネス市場でも注目を集めています。ア
ニメやゲームなどのコンテンツが、不正サイトなどを通して、著作権を無視して流通してしまうことが、今大きな問題となって
いますが、データの改ざんが難しいブロックチェーン技術を使用すれば、こうした問題を防げると考えられているためです。
またゲーム業界では、ゲーム自体にブロックチェーン技術を用いたものも出始めています。この技術を使うことで、サーバーダ
ウンがない、レアアイテムを複製するなどのチート行為を防げるといった利点に加え、キャラクターやアイテムをデジタル資産
としてユーザー同士で売買したり、ゲーム内で得た利益を仮想通貨取引所で換金することができる（＝ゲームで稼げるようにな
る！？）
、またゆくゆくは１つのゲームで購入したアイテムを他のゲームで使うことも技術的には可能であるなど、ゲーム業界
に新しい市場やあり方を生み出すのではと、いま大きな関心を集めているのです。このように、ブロックチェーン技術の導入は
コンテンツビジネスに様々な可能性を生み出すことが期待されており、本展には今年、新設のブロックチェーンゾーンをはじめ、
コンテンツビジネスに向けたブロックチェーン技術の提案が多数出品されています。

＜ブロックチェーン技術の出展企業＞

ソニー・グローバルエデュケーション／
ソニー・ミュージックエンタテインメント
ブロックチェーンによる権利情報処理
システムを出品

クリプトグランズウェル （合）
エンタメ業界とブロックチェーンを融
合させたプロダクトの開発・提案を行い
ます

（株） Arc
ブロックチェーン技術を活用した
次世代ゲームを出品します。

お問合せ先：リードエグジビションジャパン（株）内 コンテンツ東京事務局 広報担当:平野 TEL:０３－３３４９－８５０７
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落合 陽一氏、鈴木おさむ氏、TikTok、サンリオ など…

豪華講師陣がずらり！ 注目の併催セミナー
コンテンツ東京２０１９では、業界の第一人者による講演を毎日併催いたします。
今回はピクシーダストテクノロジーズの落合陽一氏、放送作家の鈴木おさむ氏、NewsPicks の佐々木紀彦氏という業界のトップラン
ナー3 名が「コンテンツ黄金時代」について語る豪華セッションをはじめ、注目の TikTok のビジネス活用について Bytedance が、
「VTuber のミライ」についてグリー、Activ8、そして企業公式 VTuber のさきがけともいえるサントリーが、それぞれ最新動向・事
例を語るセミナーなど、話題のテーマ・講師による 31 セッションの講演を行います。
セミナーの詳細・聴講申込はホームページ（ https://d.content-tokyo.jp/cont/ ）から。

＜セミナー講師一部紹介（敬称略。掲載枠上、一部の講師の所属・役職は省略しております。）＞

セミナー取材における注意事項

・講師のご都合により、取材いただけない（聴講は可、撮影や報道は不可）セミナーがある場合がございます。
・プレスバッジをご提示いただければ無料でご聴講いただけます。
※「コンテンツ東京 基調講演・専門セミナー」のみ、有料での受講となります。
事前に WEB からお申込みいただくか、セミナー受講券販売所にて、受講券をお買い求めください。
・お座席の空き状況や安全上の理由で、ご入場をお断りする場合がございます。必ずお聞きになりたい場合には、
事前にホームページよりお申込みください。
・講演内容の録音は禁止です。講演内容の要約掲載は可能ですが、全文書き起こしは禁止です。
・動画撮影、スライドの写真撮影は禁止です。講演風景については各講演で可否が異なりますので、当日の司会のアナウンスをご確認ください。
・講師、事務局に事前の連絡なく、講師の方々に強引に取材接触をするといった、事務局が不適切と判断した行動を行った場合、
聴講・取材をお断りさせていただく場合がございます。

展示会・セミナー共に ぜひご取材ください！
取材のお申込みはこちら→ www.content-expo.jp/shuzai/
＜お問合せ＞ 主催者リード エグジビション ジャパン（株） コンテンツ東京 事務局 広報担当：平野
TEL：03-3349-8507 FAX：03-3344-2400
E-mail：hiranoe@reedexpo.co.jp
※今後このような FAX が不要の方はお手数ですが、下の□にチェックをし、そのまま FAX:03-3344-2400 宛にご返信ください。
□今後の FAX 配信を停止してください。 □今後 E-mail での配信にしてください。 （E-mail：

）

