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東京ビッグサイト 青海展示棟Bホール
10:00～17:00

セレモニージャパン実行委員会主     催

展示会運営事務局 TEL：03-5363-1701 E-mail: info@ceremonyjapan.jp

セレモニージャパン2021総合ウェブサイト http://ceremonyjapan.jp/

※発行元の記載なき招待券は無効

● ●

●招待券1枚につき1名様のご入場ができます。
●本券をお持ちでない場合は、入場料2,000円（税込）が必要です。
●本券で全展示会の入場が可能です。

本招待券とお名刺をご持参の上、ご入場登録欄を
必ずご記入いただき、受付へお並びください。招 待 券

りんかい線東京テレポート駅
または、ゆりかもめ青海駅

展示会
公式HPから
事前登録を
行う

1
登録後、
マイページから
入場バッジを
「カラー」で印刷する

2

印刷した
用紙、名刺、身分証を
お持ちの上、
受付の「事前登録」
レーンへ

3
受付でバーコードを
読み取り
チェックインして、
会場へご入場ください。

4
当日登録は時間がかかります
ので、必ず事前登録を行って
ください。

事前登録サイト
事前登録QRコード

事前登録での入場方法
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http://ceremonyjapan.jp/
QRコードからでもアクセス可能

①マスクの着用 ②検温の実施 ③消毒の実施

④ソーシャル
ディスタンス

⑤共有部分の除菌 ⑥換気の徹底

本展では、徹底した新型コロナウイルス感染症予防
対策を実施いたします。

本展の感染症対策ガイドライン

※ 体調の優れない方、37.5度以上の熱のある方などは医師・看
護師の判断により入場をお断りさせていただく場合がございま
す。感染症対策の一環として、セキュリティを高めた運営にご理
解とご協力をお願いいたします。
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石材・霊園産業展
エンディング産業展
墓石・石材・記念碑・霊園向け設備が集まる専門展

第
５
回JAPAN STONE ＆ CEMETERY SHOW

※旧称：メモリアルストーンショー

葬儀・埋葬・供養に関する設備・機器・サービス専門展葬儀・埋葬・供養に関する設備・機器・サービス専門展
第
７
回

※本展は業界関係者を対象とした商談展のため、一般の方・お名刺をお持ちでない方は、
入場料2,000円（税込）が必要となります。

※下記アンケートを全てご記入後、名刺 2枚をご用意の上、展示会場受付へお持ちください。

あなたの業種は？ （当てはまるもの１つお選びください。）

本展は、個人情報の取扱いについて細心の注意を払っております。プライバシーについては、
展示会ホームページをご覧ください。

ご入場の際にご登録いただきましたお客様の情報は、本展示会の運営を始め、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。ご了承されない場合は、右記にチェックを入
れてください。

次回、2022年展示会について、出展または来場のご希望は？
□出展したい（　　　 小間）　
□出展を検討する（　　　 小間）　□出展検討のための資料が欲しい     
□来場したいので招待券が欲しい 

展示会・専門セミナー・イベントの最新情報を更新中!ぜひ公式サイトもご覧ください。 セレモニージャパン で検索

本展示会は、新型コロナウイルス感染拡大予防の為、完全登録制となります。招待券をお持ちいただくか事前登録が必要となります。

※ 事前登録後、入場バッジを来場業種の選定確認のためA4サイズ・カラーで印刷してご持参ください。当日会場にて登録・印刷できますが、大変混雑が予想されます。事前登録を
して印刷していただくと、展示会場にスムーズに入場することができます。

※ 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。

除菌・殺菌・換気対策などの食中毒・ウイルス対策専門展
第
１
回食中毒・ウイルス対策展食中毒・ウイルス対策展

第
１
回

ストレス・テレワーク疲れ・コロナうつ対策のための製品・サービス専門展

ストレス対策産業展
STRESS

FREE EXPO

同　時　開　催
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株式会社リリーフ
ブース番号：B6-55



本業界最大の350社※が東京ビッグサイトに出展！
出展社一覧を毎日アップデート！

コロナ禍で不可欠なメンタル・ストレス対策・感染対策の専門展を設置

から最新情報をご覧ください！

Zoomバスツアー６月９日～６月10日（予定）

遠方の方、来場が出来ない方に朗報！

Zoomバスツアー 視聴参加無料（最大500名・先着順）

詳しいスケジュール、紹介企業は後日発表いたします。
ホームページまたはFacebookより
最新情報をご確認ください。

Zoomウェビナーを活用し、ブース内をZoomにて生中
継いたします。会場内の出展社から注目の企業ブースを
2～3分間ずつご紹介するサービスです。当日、ご来場で
きない方でも、各出展社ブースによる臨場感のあるPR
を視聴できます！

展示会場をLIVE中継 「Zoomバスツアー」

50社が出展

●葬祭向け祭壇、設備、機器
●生花、造花製品
●数珠、荘厳など宗教用品、機器
●ロウソク、線香、焼香設備・備品
●葬儀業務支援サービス、IT機器
●司会、エンバーミング、湯灌サービス
●返礼品、ギフト関連
●仕出し、食品サービス
●納骨堂、納骨祭壇
●仏壇、仏具、神具、仏像
●ペット葬祭、供養サービス

●墓石、供養墓
●記念石、庭石
●産地石、原石
●石材加工設備・機器
●墓地・霊園管理サービス
●手すり、砂利、庭園向け設備
●販促サービス、店舗支援
●霊園開発サービス
●石材メンテナンス
●石加工ギフト

全体レイアウトイメージ 青海展示棟Bホール

同時開催展

８0社が出展

150社が出展

70社が出展

交通アクセス 東京ビッグサイト青海展示棟

青海展示棟

（※最終申込数、同時開催展を含む）
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石材・霊園産業展
墓石・石材・記念碑・霊園向け設備が集まる専門展

第
５
回JAPAN STONE ＆ CEMETERY SHOW

※旧称：メモリアルストーンショー

葬儀・埋葬・供養に関する設備・機器・サービス専門展葬儀・埋葬・供養に関する設備・機器・サービス専門展
第
７
回

セレモニージャパン

●換気対策製品、空調設備
●パーテーション、飛沫防止製品
●Co²モニター、センサー
●非接触対応レジ、POS製品
●清掃機器、清掃製品・サービス
●消毒・清掃サービス
●キッチン衛生機器、用品
●食中毒対策製品・サービス
●消毒設備、消毒用品
●食品検査サービス

新 規 開 催

除菌・殺菌・換気対策などの食中毒・ウイルス対策専門展
第
１
回食中毒・ウイルス対策展

●マインドフルネス製品・サービス
●ストレス低減プログラム
●照明、音響機器
●アロマ製品
●睡眠改善製品、ベッド
●姿勢改善プログラム・製品
●肩こり、腰痛対策製品
●ストレッチ機器
●マッサージ機器・サービス
●リラクゼーション機器・サービス

新 規 開 催

第
1
回

ストレス・テレワーク疲れ・コロナうつ対策のための製品・サービス専門展

ストレス対策産業展
STRESS

FREE EXPO
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A-1
11:00~12:30

「エンディングをめぐる仏教界・葬祭業界への提言」
戸松 義晴氏　（公財）全日本仏教会 理事長
コーディネーター：薄井 秀夫氏　（株）寺院デザイン 代表取締役

石川 幸治氏　むすびす（株） IT事業部 部長 

D-2
13:00~14:30 アフターコロナのサービスを考える～式典司会を中心に課題と今後について～

木野島 光美氏　日本冠婚葬祭司会アテンダント検定協会 代表理事
コロナ禍・葬儀小規模化に負けない、日比谷花壇が
実践し営業利前期比30%アップさせたプログラムとは
（株）日比谷花壇 講師調整中

D-3
15:00~16:30

B-1
11:00~12:30 誰もが知っているあの大企業も新規参入、ポストコロナ時代を見据える「ニューノーマルな葬儀」とは！？

生活協同組合コープさっぽろの施行管理システムと
して正式決定された「MUSUBYS」完全ガイド！

武藤 頼胡氏　（一社）終活カウンセラー協会 代表理事　

伊勢田 篤史氏　（一社）緊急事業承継監査協会 代表理事　終活弁護士

終活の第一人者が考える「おひとりさま」のサポート

「社長が突然死んだら？」～ワーストケースから考える社長の終活～

佐藤 信顕氏　（有）佐藤葬祭 代表取締役　

日本一の葬儀・葬式youtuberから学ぶ、事業への役立て方

阿部 勉氏　（株）成世南海堂 代表取締役
相曽 守浩氏　京王電鉄（株） 事業推進部 課長

成世南海堂×京王電鉄【寺社様向け】納骨堂セミナー ～寺社様が安心できる納骨堂づくりへ～

お寺での活動を、あえてマーケティング的な視点で捉えた時に、見えてくるもの

保志 康徳氏　（一社）PRAY ｆｏｒ （ＯＮＥ） 代表理事　

新しい祈り文化の構築と新しい社会作りを目指すPRAY for （ONE）活動の紹介

菊池 俊彦氏 （株）アンカレッジ 代表取締役
高齢者向けビジネスの事業的魅力～収益が上がるシニア向け事業で成功するポイント～

藤本 章義氏 QLC販売（株） 営業企画所属　

【FMC会員限定】「持続可能な葬儀」に向けてプラットフォームを強化し、葬儀社の
パートナーシップを活性化する施策について

ゲスト：勢村 理紗氏　（株）博報堂DYホールディングス「しのぶば」代表　
村本 隆雄氏　（株）めもるホールディングス 代表取締役 
中川 貴之氏　むすびす（株） 代表取締役社長　

村本 隆雄氏　（株）めもるホールディングス 代表取締役 
中川 貴之氏　むすびす（株） 代表取締役社長　
【FMC会員限定】お申込先＞＞https://funeral-masters-club.com

B-2
13:00~14:30

B-3
15:00~16:30

C-1

C-2

11:00~12:00

12:30~13:30

C-3
14:00~15:00

C-4
15:30~16:30

D-1
11:00~12:30

E-1
11:00~12:00

原口 茂和氏　ライフサービス（株） 代表取締役

地方の中小葬儀社の生き残り戦略A-2
13:00~14:30

塩野目 明氏　SASSOU（株） 代表取締役　 

デザインひとつで評判の取れる葬儀ホールの新築・リニューアル法A-3
15:00~16:30

E-2
12:30~13:00

E-3
13:30~14:15

E-4
15:00~15:30

中村 麻由氏　心の音社 代表　

PRAY for （ONE）ジョイントセミナー葬儀で『音楽』をいかにして取り込むか！の紹介と実践
～葬儀の単価アップの答えがここにあります～

E-5
15:30~16:00

武藤 頼胡氏　（一社）終活カウンセラー協会 代表理事　
一橋 香織氏　（一社）遺言実務サポート協会 代表理事
木野 綾子氏　法律事務所キノール東京 代表 
村井 麻矢氏　浄土宗専求院 寺庭 

今後の終活業界で活躍する女性が身につけておくべきスキルとは

上野 貴子氏　（株）ワンズライフ 代表取締役

少子高齢化時代のエンディング産業関係者が
知っておきたい遺品整理の知識と現状

6月9日（水/　　）のセミナー・セッション
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辛川 知美氏　（一社）エンディングネイル協会 理事長

阿部 勉氏　（株）成世南海堂 代表取締役
相曽 守浩氏　京王電鉄（株） 事業推進部 課長

黒田 泰氏　（株）オーシャン 代表取締役　

成世南海堂×京王電鉄【寺社様向け】納骨堂セミナー ～寺社様が安心できる納骨堂づくりへ～

葬儀後の相続手続きサポート（相続手続きリーガルプラットフォーム）

エンディングネイルで人生の最期まで美しく

光田 卓司氏　（株）船井総合研究所 ライフイベント&エンターテイメント支援部 
マネージング・ディレクター

開かれた寺院の作り方

E-7
12:00~12:30

E-8
12:45~13:15

E-9
13:30~14:15

小林 史生氏　（株）鎌倉新書 代表取締役社長COO　
根岸 千尋氏　（株）廣済堂 代表取締役 

鎌倉新書×廣済堂が目指すシニア・エンディングの未来B-4
11:00~12:30

山口 康二氏　日本石材工業新聞社 社長　
中江 庸氏　（株）石文社 代表取締役
藤田 吉雄氏　（株）鎌倉新書 お墓事業部 WEBビジネスコンサルタント
上野 國光氏　（一社）日本石材産業協会 副会長

業界メディアによるパネルディスカッション。コロナ禍でもできる石材店の
売上ＵＰ・顧客満足度ＵＰ　～その方法とは～

C-5
11:00~12:30

村田 ますみ氏　（株）ハウスボートクラブ 代表取締役社長

白石 和也氏　ライフエンディングテクノロジーズ（株） 代表

海洋散骨とグリーフケア～累計１万人の海への旅立ちから見えてきたこと

スマート葬儀でDX～体験参加型セミナー～

C-6
13:00~14:30

C-7
15:00~16:30

松村 康隆氏　（株）八光殿 代表取締役社長
菅原 裕典氏　（株）清月記 代表取締役社長
聞き手：日本葬送文化学会　会長 福田 充氏

〔対論〕地域に向き合う地方専業葬儀社の生きる道A-4
11:00~12:30

松岡 泰正氏　（株）メモリアホールディングス 代表取締役会長兼社長
松岡 卓哉氏　（株）メモリアホールディングス 取締役副社長

帰ってすぐにできる！ コロナ禍でも単価を上げたメモリア流実践手法とは！？A-5
13:00~14:30

E-6

松岡 泰正氏　（株）メモリアホールディングス 代表取締役会長兼社長
松岡 卓哉氏　（株）メモリアホールディングス 取締役副社長　
松岡 誠造氏　（株）メモリアホールディングス 取締役デジタル戦略担当役員

初公開！ コロナ禍だからこそできる新しいローコスト出店戦略A-6
15:00~16:30

11:00~11:30

D-4
11:00~12:30 お寺のおひとり様支援と弔い委任 ――おひとり様の弔いは誰がするのか？

遠藤 元也氏　花王堂大曲葬儀社 代表
林 三弘氏　（有）いばそう企画 代表取締役

「専門葬儀社の生き残り戦略」を考えるB-5
13:00~14:30

小松 祐剛氏　（株）とね屋 代表取締役

「葬儀×WEB」市場の動向と紹介サイトではなく自社で取り組むWEB集客B-6
15:00~16:30

D-5
13:00~14:00

パネリスト：
秋田 光彦氏　浄土宗大蓮寺 住職
星野 哲氏　立教大学 社会デザイン研究所 研究員
長井 俊行氏　（一社）つむぐ 代表理事
コーディネーター：薄井 秀夫氏　（株）寺院デザイン 代表取締役

躍進する「いい相続」の秘密！ 葬儀アフターの LTV最大
化のためには内製とアウトソースのどちらが正解か！？
岩崎 考洋氏　（株）鎌倉新書 執行役員 マーケティングユニット長

～海外の先行事例から学ぶ～
「コロナによって葬儀を行う顧客像（ペルソナ）はどう変わったのか」
橋爪 謙一郎氏　（株）ジーエスアイ 代表取締役、（一社）グリーフサポート研究所 代表理事

D-6
15:00~16:30

6月10日（木）のセミナー・セッション
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・ セミナー申込締切：6月4日(金)　※一部セミナーを除く
・ 定員となり次第、申込受付終了となりますのでお早めに
お申込みください。

・ お申込み後のキャンセルは原則お断りいたします。

展示会運営事務局（TSO International 株式会社内）
・TEL：03-5363-1701（月～金 10:00～18:00）
・E-mail：seminar@tso-int.co.jp（セミナー専用）

展示会HPにて
セミナー情報確認▶ ▶ ▶

【セミナー申込方法】
展示会
事前登録 セミナー申込

セミナーに
関する

お問い合わせ

または右のQRコードにアクセス

セミナー情報は一部抜粋して掲載しています。セミナー詳細・最新情報はホームページをご覧ください。

http://ceremonyjapan.jp/
seminar/

阿部 勉氏　（株）成世南海堂 代表取締役
相曽 守浩氏　京王電鉄（株） 事業推進部 課長

花原 浩二氏　成仏不動産 （株）MARKS 代表取締役　

鎌田 昂伺氏　（一社）身元保証相談士協会 代表理事

成世南海堂×京王電鉄【寺社様向け】納骨堂セミナー 
～寺社様が安心できる納骨堂づくりへ～

身元保証相談士と葬送支援あんしんパック

コロナで売上に伸び悩んでいる葬儀会社様必見！
葬儀外収入で売上アップの方法を伝授します！

E-12
12:00~12:45

13:00~13:30

E-11

E-13

冠婚葬祭業のDX化とM＆A事情

石屋として コロナ禍を生きるC-8
11:00~12:30

冨安 徳久氏　（株）ティア 代表取締役社長

コロナに負けるな！ ティア流、新型コロナに打ち勝つ経営戦略！！A-7
11:00~12:30

吉澤 隆氏　家族葬のウィル（さいたま・かわさき）代表、（一社） 終活研究会 代表理事、
（株）吉澤企画 代表取締役

地域密着・情報発信で「理想の葬儀社」を目指す家族葬のウィルA-8
13:00~14:30

11:00~11:30

木村 光希氏　ディパーチャーズ・ジャパン（株） 代表取締役
宿原 寿美子氏　（株）キュア・エッセンス 代表取締役
※他エンバーマー

【ご遺体に対峙するスタッフ必見】『コロナ禍での感染症対策・
遺体処置の実態』専門家によるパネルディスカッション

B-7
11:00~12:30

佐藤 善彦氏　（株）インタージャンク 代表取締役

玉置 妙憂氏　（一社）大慈学苑 代表理事

白石 和也氏 ライフエンディングテクノロジーズ（株） 代表
青木 誠氏 （株）日比谷花壇 ライフサポート事業統括部統括部長

大橋 理宏氏　（株）大橋石材店 代表取締役

これからの葬儀式場をつくるうえでどのようなことを考える必要があるのか！？
～コンビニやその他小型店舗のリノベーション事例を紹介～

B-8
13:00~14:30

終末期医療から学ぶスピリチュアルケア
～点から線のケアへ～

B-9
15:00~16:30

C-9
13:00~14:30

葬祭ディレクター技能審査【受験対策講座】

加藤 直美氏　（有）エムシープロデュース 社員教育研修シニアインストラクター

C-10
15:00~16:30

D-8
13:00~14:30【葬祭業×M&A】　最短準備で企業価値アップを行うためのM&A戦略セミナー

中野 宏俊氏　（株）船井総合研究所 金融・M&A支援部 マネージャー

多目的に使える家族葬用造花祭壇とお盆向け造花供花活用で純利益アップ
岩田 弘美氏　（一社）ジャパンフューネラルフラワー協会 理事長、仏花デザイナー

A-9
15:00~16:10

D-7
11:00~12:30

「おひとりさまの終活」を支援する
ーー事業者にできること
三国 浩晃氏　NPO法人 人生まるごと支援 理事長

6月11日（金）のセミナー・セッション

・掲載情報は2021年4月8日現在のものとなります。
・セミナー内容、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HPをご確認ください。
・セミナー中の事故・怪我・その他トラブルについては
  事務局は一切の責任を負いかねます。
・セミナーの録音・撮影は禁止しております。


