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第 1 回 北海道 IR（統合型リゾート）ショーケースに
世界の IR オペレーターが集結
2019 年 1 月 9 日・10 日の 2 日間、アクセスサッポロにて開催

北海道 IR ショーケース実行委員会（運営事務局：株式会社イノベント／実行委員長：堀 正人）は、2019 年１月
9 日（水）・10 日（木）の 2 日間に、アクセスサッポロにて「第 1 回 北海道 IR ショーケース」を開催します。

世界で IR（統合型リゾート）を展開するオペレーターの出展が決定
北海道 IR に対して関心が高い IR オペレーター7 社の出展が決定しました（2018 年 12 月 19 日時点）
。
［出展オペレーター］

●シーザーズ・エンターテインメント ●ハードロック・ジャパン ●メルコリゾーツ＆エンターテインメント
●モヒガン・ゲーミング・アンド・エンターテインメント ●ラッシュ・ストリート・ジャパン
●SJM ホールディングス ●〈特別協賛〉クレアベスト
展示ブースでは、各社が展開する世界各国の統合型リゾートの世界観を体感することができます。

1 月 9 日（水）ビジネスデーの見どころ
北海道における IR に関して造詣が深い有識者 2 名による基調講演を開催




基調講演（1）
「北海道の活性化と IR」
（一社）地域研究工房 代表理事／元 釧路公立大学
小磯 修二（こいそ しゅうじ） 氏

学長

基調講演（2）
「日本型 IR の要諦と北海道 IR のポテンシャル」
有限責任あずさ監査法人 パートナー/公認会計士
丸田 健太郎 （まるた けんたろう） 氏

IR オペレーターによるプレゼンテーションを開催
IR オペレーター各社がプレゼンテーションを実施。統合型リゾートが地元経済にもたらす経済効果、雇用への波及
効果等、依存症対策など、様々な角度から IR 像を提案・紹介することで、在北海道の企業が IR の産業構造の理解
を深め、同時に IR 事業者とのコミュニケーションを図れる機会を提供いたします。

1 月 10 日（木）一般公開日の見どころ
お子様からお年寄りまで、どなたでもご来場いただける一般公開日には、ステージイベントや大抽選会など、楽し
いイベント盛りだくさん！お子様と一緒にご家族総出で、冬休みの思い出作りにお越しください。

キャラクター・グリーティング
北海道のご当地キャラクターが会場前で皆様をお出迎え！一緒に写真撮影もできます。
・あつまるくん（厚真町）・つるまる（釧路市）
・とまチョップ（苫小牧市）
・登夢（とむ）くん（登別市）
・ドーレくん（北海道コンサドーレ札幌）
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Street Furniture（ストリートファニチャー）
道内の小・中学生ダンスグループ 5 組が、華麗に元気に踊ります！

AIR-G’

ライブステージ

〈出演者〉ホワイトエクスプロージョン、
LOVERSSOUL CHIHIRO
〈MC〉森基誉則（FM 北海道「朝 MORi」担当 DJ）

北海道コンサドーレ札幌 宮澤選手・福森選手
トークイベント＆じゃんけん大会
北海道コンサドーレ札幌

宮澤 裕樹 選手、福森 晃斗 選手による

トークイベント。

FM NORTH WAVE TALK & LIVE
〈出演者〉Ms.OOJA、笠原瑠斗
〈MC〉DJ カツノリ（FM NORTH WAVE「KAT’S IN THE MORNING」担当 DJ）
〈イベント協賛〉
リコージャパン（株）
、グローリー（株）
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海外旅行が当たる！ 大抽選会
出展オペレーター提供による、
「海外旅行が当たる！大抽選会」を開催します。ラスベガス、プンタ・カナ（ドミニ
カ共和国）、マカオの IR 施設にご招待！事前予約は不要で、当日展示会場内のセミナー会場にお越しいただいた方
全員にチャンスがあります。

1/10（木）ビジネス向けコンテンツ：ビジネスセミナー
講師

（一社）日本インバウンド連合会

理事長

中村 好明 氏

RESPONSIBLE GAMBLING COUNCIL 取締役
キャピタル＆イノベーション（株）

ジャニーン・ロビンソン 氏

代表取締役社長

小池 隆由 氏

他

統合型リゾート（Integrated Resort、略称「IR」
）とは
宿泊施設、会議施設、飲食施設、物販販売施設等とともに、カジノやその他のエンターテインメント施設等を
含む複合的な観光施設をいい、都市や観光地において、観光客、ビジネス客、一般市民等を顧客とする高規格、
集合的な集客施設である。IR は、都市や観光地の魅力を高め、観光客、ビジネス旅客の集客を可能にし、施
設整備に伴う建設需要、整備・運営に伴う雇用効果、運営に伴う税収効果、集客に伴う消費効果等の様々なシ
ナジーにより地域経済を活性化し、再生する効果をもたらすことが期待されている（国際観光産業振興議員連
盟「IR 実施法案に関する基本的な考え方」より抜粋）
。

＜「北海道 IR ショーケース」開催概要＞
イベント名 ： 第 1 回 北海道 IR ショーケース
会期

： 2019 年 1 月 9 日（水）10:00～17:00・10 日（木）10：00～16：00

開催場所

： アクセスサッポロ（北海道札幌市白石区流通センター4-3-55）

主催

： 北海道 IR ショーケース実行委員会

実行委員

： 実行委員長：堀 正人（（株）イノベント 取締役代表執行役社長）
岩倉 博文 氏（苫小牧市長）
蝦名 大也 氏（釧路市長）
場谷 常八 氏（留寿都村長）
藤田 博章 氏（苫小牧統合型リゾート推進協議会 会長)
栗林 定正 氏（ひがし北海道統合観光リゾート誘致協議会 会長）
佐藤 徹 氏（留寿都村統合型リゾート誘致推進協議会 会長)

事務局

： （株）イノベント（本店所在地：東京都港区南青山 3-1-31）

後援

： 苫小牧市、釧路市、留寿都村、苫小牧統合型リゾート推進協議会、
ひがし北海道統合観光リゾート誘致協議会、留寿都村統合型リゾート誘致推進協議会、
北海道経済連合会、（一社）北海道商工会議所連合会、
（一社）苫小牧観光協会、
（一社）釧路観光コンベンション協会、NPO 法人阿寒観光協会まちづくり推進機構、
留寿都村観光協会、（一社）旭川観光コンベンション協会、江別観光協会、
（公財）札幌国際プラザ、北海道新幹線×nittan 地域戦略会議

公式 HP

他

： https://www.ir-expo.jp/hokkaido/

【報道関係者様からのお問合せ先】
TEL：03-6812-9422

FAX：03-5413-8830

Mail：v-ir-expo@innovent.co.jp

担当：加藤

展示会の事前取材、及び、展示会期中のご取材をご希望の報道関係者の方は、
公式ホームページのプレス登録フォーム、または、別紙プレス登録シートにて、ご登録をお願い致します。

北海道 IR ショーケース

プレス登録シート
〈返信 FAX：03-5413-8830〉
・ 展示会の事前取材、及び、展示会期中のご取材をご希望の報道関係者の方は、下記に必要事項をご記入
の上 FAX にてお送りください。
・ 会期中取材をご希望される方には、当日の受付方法等を会期前に改めてご連絡差し上げます。
・ 掲載予定媒体が決まっていないフリーランスの方等、事務局が報道関係者でないと判断させていただいた
場合にはプレスとしてご登録いただけない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
該当する事項に☑をご記入ください。
北海道 IR ショーケース

□2019 年 1 月 9 日（水）

（

時）頃

会期中取材

□2019 年 1 月 10 日（木）

（

時）頃

撮影のご希望

□ スチール

□ ムービー

□ なし
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貴媒体で本展示会の掲載予定がある場合
媒体名
掲載日
内

容

【報道関係者様からのお問合せ先】
TEL：03-6812-9422

FAX：03-5413-8830

Mail：v-ir-expo@innovent.co.jp

担当：加藤

