本招待券とお名刺をご持参の上、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。
日本最大のスポーツ・フィットネス・健康産業総合展

会

会

構
フィットネスマシン・プログラム・フィットネス施設向け設備・サービス専門展
第
30
回

ヘルス＆フィットネスジャパン

スポーツアパレル・スポーツギア・グッズなどのファッション・用品専門展
SFG
SPORTS FASHION &
SPORTING GOODS
EXPO

第
６
回

スポーツファッション＆グッズEXPO

スポーツイベント集客や設営に関する設備・サービス専門展
第
７
回

スポーツイベントサービスEXPO

成

ヘルス＆ビューティーショー
スポーツファシリティEXPO

アウトドア・アクティブ・アーバンスポーツ向け用品・設備産業展

OUEX

OUTDOOR & URBAN SPORTS EXPO

第
１
回

2021 年

12 月1 日（水）〜3 日（金）
10:00〜17:00

東京ビッグサイト

南展示棟1〜４ホール

東京都江東区有明3-11-1
東京ビッグサイト駅[南口]から徒歩約5分

スタジアム・アリーナ・スポーツ施設向けの設備・備品専門展
第
７
回

場

展

健康で理想の体づくりのための設備・用品・サービス専門展
第
２
回

期

アウトドア&アーバンスポーツEXPO

スポーツ専用ドリンク・食品・サプリメントを一堂に集めた食品専門展
第
１
回

SNX

スポーツニュートリションEXPO

主

催

フレイル・介護予防向け機器・食品・サービス専門展
第
６
回

フレイル・介護対策EXPO

スポーツ・トレーニングのパフォーマンス向上向けIOT関連製品パビリオン
第
３
回

スポーツIOTパビリオン

感染症対策・予防・検査に関する日本最大の専門展

SPORTEC 実行委員会
TSO International株式会社

【お問合せ】展示会運営事務局（TSO International株式会社内）

TEL：03-6273-0403 E-mail：info@sports-st.com

CELLULAM JAPAN
セルラム ジャパン

第
５
回

in TOKYO
展示会・セミナーの最新情報を更新中!ぜひ公式サイトもご覧ください。 SPORTEC2021

https://www.sports-st.com 第5回感染症対策総合展 in TOKYO

https://k-taisakuten.com/tokyo/

日本最大のスポーツ・フィットネス・健康産業総合展「SPORTEC」、
日本最大の感染症対策製品を集めた「感染症対策総合展」が同時開催。
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。
2021/8/26

事
前
登
録
で
の
入
場
方
法

1

展示会
公式HPから
事前登録を
行う

2

登録後、
マイページから
入場バッジを
「カラー」で印刷する

badge

セミナー・イベントのご案内/
Information of Seminars＆Event
●セミナー・イベントをお申込みの方は、マイページ記載の注意事項・準備につい
てご確認ください。当日は、お時間に余裕をもって会場へお越しください。
●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。
●セミナーの録画・録音は禁止しております。

来場証/Visitor Badge

●If you are applying for a seminar or event, please check the precautions
and preparations on "My Page". Please come to the venue on the day in

業種
Job
山

plenty of time.
● The Secretariat will not be held responsible for any accidents, injuries or
other problems during the seminar.
●Recording of seminars is prohibited.

折
り
②

[名刺をお貼ください]
Please stick your bisiness card here.

SPORTEC 2021
事前登録QRコード

部署
役職
姓名様

山折り①

アクセス/Access

開催概要/General Information
会 期/Date︓2021年12月1日(水)・2日（木）10～18時、3日(金)10～17時
1(Wed)・2(Thu)10am-6pm, 3(Fri)10am-5pm December,2021
会 場/Venue︓東京ビッグサイト 南展示棟
Tokyo Big Sight - South Exhibition Hall
主 催/Organizer︓SPORTEC実行委員会/TSO International Inc.

当日ご入場の際の注意点/Attention
ご来場、また会場内は、
●マスクの着用をお願いいたします。
●入場の際は、体温チェックをさせていただきます。
●名刺、本用紙（本状）、身分証明書を必ずご持参ください。
●本用紙（本状）が、イベントへの来場バッジとなります。会場受付でチェック
イン後、バッジホルダーに入れて展示会場内へご入場ください。
●本用紙（本状）は、A４サイズ・カラーで必ず印刷してご持参ください。
●本用紙（本状）来場証をお忘れになりますと、確認にお時間をいただく場合が
東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight-South Exhibition Hall
〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1/3-11-1,Ariake,Koto-ku,Tokyo
TEL:03-5530-1111（代表）
■電車・バス
〇りんかい線「国際展示場」駅下車 徒歩7分
〇ゆりかもめ「東京ビッグサイト」駅下車 徒歩2分
〇都営バス「東京駅」発 都05-2系統（勝どき駅前経由）、都営バス「東京駅」発 東
16系統（豊洲駅前経由）、「門前仲町」発 門19系統（豊洲駅前経由）
「東京ビッグサイト」下車

お問い合わせ/Contact

ございます。
●本用紙（本状）は、お申し込み頂いたご本人様のみ有効です。
When you come and visit the venue,
*Please wear a mask.
*We will check your body temperature when you enter.
*Be sure to bring your business card, visitor badge (this badge), and
personal certiﬁcate.
*This is the visitor badge, so please print out A4 size with color and bring to
the venue.
*Please come to the registration counter when you arrived at the
venue.Then,we will check-in you and give you the badge holder.

第5回
感染症対策総合展

事前登録QRコード

*If you forgot this paper,it might take time to check your registration.
*This visitor badge can be used by the person himself.

SPORTEC事務局 / TSO International Inc.
E-mail : visitor@tso-int.co.jp
TEL︓81-3-6273-0403 FAX︓81-3-5363-0301
営業時間 / Business Hour 10︓00-18︓00
（土日・祝祭日除く︓Expect Saturday,Sunday and Holiday）

https://reg-visitor.com/admctrl/sougou_kaisai_tenjikai.php?1629974718#f1

3

印刷した
用紙、
名刺、身分証明書
をお持ちの上、
受付の
「事前登録」
レーンへ

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。

展示会入場登録アンケート

1/1

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。

※ 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。

※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。

※必ずお名刺をお持ちいただきご入場ください。
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。

あなたの業種は？ （複数回答可）
□A.
□B.
□C.
□D.
□E.
□F.
□G.
□H.
□I.
□J.

民間・公共スポーツ施設
リラクゼーション・スパ・温泉施設
トレーナー・インストラクター・指導者
スポーツ用品・機器メーカー
医療・介護用品・機器メーカー
美容用品・機器メーカー
食品・飲料・サプリメントメーカー
鍼灸・整体・治療院・カイロプラクティック
理美容院・エステティックサロン・ネイルサロン
レジャー・テーマパーク運営企業

□K.
□L.
□M.
□N.
□O.
□P.
□Q.
□R.
□S.

公園・アウトドア施設運営企業
リーグ・競技団体・スポーツイベント主催者・代理店
介護・福祉施設・病院・医療機関
問屋・卸・小売・流通
建築・設計・ゼネコン
学校・教育機関
自治体・政府機関・協会・団体
その他店舗・商業施設関係
その他業界関係者、一般

あなたの役職は？（当てはまるものを１つお選びください。）
□代表取締役・代表理事
□部門長・部長
□一般社員・職員

□取締役・理事・役員
□支配人・店長・フロアマネージャー
□該当しない

□個人事業主
□課長・マネージャー

あなたの職種は？（当てはまるものを１つお選びください。）
□経営・経営企画部門
□販売部門
□研究・開発部門

□人事・総務部門
□広報・マーケティング部門
□生産・製造部門

□営業部門
□仕入・購買部門
（2021年９月１日現在）

商品導入の権限について（当てはまるものを１つお選びください。）
□決裁権を持っている

□持っていない

本展を何で知りましたか？（複数回答可）
□主催者からの案内
□ネット検索

□出展社からの案内
□その他
（

次回の展示会について（当てはまるものを１つお選びください。）
□出展したい

□出展を検討したい

□広告
）
□来場したい

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。 □

フィジカル

※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。
※感染症対策ガイドラインは、変更になる場合がございます。
※政府・会場・日本展示会協会のガイドラインに従い、最新のもので運営いたします。

スポーツ・健康産業に関わる最新製品・情報が集結する３日間、是非ご来場ください。
出展社一覧

アフターコロナのビジネスを提案する４５０社の企業が日本中より出展いたします。

出展社・製品などの詳しい情報は▼
SPORTEC 2021▶https://sports-st.com/company/
アーカイブティップス（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ARKE
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ART OF LIFE
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）アイ・エス・アイソフトウェアー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）アイサイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）アイズ・カンパニー
【共同出展社】
（株）PRIDE Run
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
i-DESIGNER（株）テクノア
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）AINEXT
【共同出展社】
（株）ウェルネスフロンティア
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アイリスオーヤマ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）AKAISHI
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アクティブラン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Akerun入退室管理システム（フォトシンス）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）梓設計
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）アダストリア
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アダプトゲン製薬（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）アライアンス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
ＡＬＩＧＨＴ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ALIVE
（一社）日本セルフケア推進協議会/
【共同出展社】
興和（株）/（株）CLINICAL STUDY SUPPORT
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）アルティマボディ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）アレン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
イージードームジャパン&POLARIS
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）E.MIRAI
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）イグアス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）池田工業社
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
伊藤超短波（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
イネイブル（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）イノフィス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
イベンタス（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）イメージ・マジック
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
インターリハ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
インフィニティ
（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）VIVID
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ウエサカ ティー・イー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ウォータースタンド（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
WOTA（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ウシオ電機（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（有）内田販売システム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
H&S INTERNATIONAL
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド（メディコムジャパン）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
AFF Sample Zone
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
江崎グリコ（株） パワープロダクション
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（一社）エステティックグランプリ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
AnyAgeFitness
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）エヌエスイー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
エヌエスティ・グローバリスト
（株）
【共同出展社】
（株）
ＯｐｔＦｉ
ｔ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）エヌ・シー・ピー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）エヌワイビー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
愛媛県
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）FSJ Bridge Partnerz
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
MIクリエーションズ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）MJカンパニー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
エンチーム（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）オーエルシージャパン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）大潟村同友会
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
大塚製薬（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
凰商事（株）
【共同出展社】森永製菓（株）/
サンライズジャパン（株）/（株）ササキ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）Opt Fit
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）オランジュ・プラス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
オンキヨースポーツ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
CARB UP!MONAKA STORE
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
国立大学法人鹿屋体育大学
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
かすみスポーツツーリズム
（神栖市スポーツツーリズム推進室）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
菊水酒造（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）キッズコーポレーション
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
キャデリートイノベーション（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
キューオーエル・ラボラトリーズ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
極東産機（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第5回 感染症対策総合展 in TOKYO ▶https://k-taisakuten.com/tokyo/company/

キリンホールディングス（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）錦之堂インターナショナル
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
くうかん
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）クールプロジェクト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）クラブビジネスジャパン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（同）グラム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
クリア・ポート
（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）CRIOMED JAPAN
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
グローバルサイエンス（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）グローバル・ジャパン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）グローバルプランニング
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ケィ・マック（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）計算力学研究センター
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
KETOS
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ケンコー社
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（一社）GODAIスポーツライフ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ザオバ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
酒井医療（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）サクライ貿易
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ササキ
【共同出展社】森永製菓（株）/
サンライズジャパン（株）/凰商事（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（有）佐藤商店
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【AI姿勢分析システム/問診/電子カルテ「シセイカルテ」】
（株）Sapeet
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）サラインテリアシステム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）SAWANNA
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）サンクト・ジャパン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）サン・クロレラ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）三幸グローバル
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）サンファミリー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）サンライズジャパン
【共同出展社】森永製菓（株）/凰商事（株）/（株）ササキ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ジ・アイ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
ＣＳＥ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）シーズコア
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
CʼBON
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ジェイアイグループ（イゾアジアジャパン）
【共同出展社】
（株）Rad PROJECT
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）JK
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
JTTMA（日本タイ古式マッサージ協会）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）システムディ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
鐘山竹林（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）JOKAKU
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ジョンソンヘルステックジャパン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）シンク
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）Think The Wellness
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）THINKフィットネス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）SUW
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）スカンジナビアサービス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）スキノス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）Star'Q
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ステディジャパン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ストロングハート
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）スパイラルの田中
【共同出展社】
（株）エン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（有）スポーツゲイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（公社）スポーツ健康産業団体連合会
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スポーツコミッション沖縄
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）Sportip
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）Smile Planner
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）スリーライク
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）スリムビューティハウス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）SLDS
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
セルラム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ゼロイニシャライズ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
全米エクササイズ&スポーツトレーナー協会
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
ダートフィッシュ・ジャパン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）体育とスポーツ出版社
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
大広（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
大幸薬品（株）
【共同出展社】
（株）フジコム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
大同至高（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
タイムワールド
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
タカラ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
タキガワ・コーポレーション・ジャパン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

（株）
タニタ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（一社）
ダンス教育振興連盟ＪＤＡＣ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）中旺ヘルス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ツインズ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
TRX Training Japan（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）TAT
【共同出展社】
（株）チア・アトリエ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
ＴＴＫ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ディアラ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
テクノジムジャパン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
DRAX JAPAN（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
東海大学大学院体育学研究科 博士課程前期・後期
【共同出展社】東海大学体育学部/東海大学
スポーツ医科学研究所
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
トゥモロー総研（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
東洋メディック（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）動力
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
東レエンジニアリング（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
トキノカンパニー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
ドクターズ・マン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）DOMINATE
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）朋コーポレーション
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
豊田合成（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）TRYANGLE&CO.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
トライオン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
トランス・パシフィック・リンクス・ジャパン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）Dorry
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
名古屋スポーツコミッション
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
新居田物産（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ニシ・スポーツ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
西垣靴下（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（一社）日本親子体操協会
【共同出展社】
（株）グローバルプランニング
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（一社）日本温活協会
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（一社）日本ゴルフフィットネス協会
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（一社）日本スポーツツーリズム推進機構
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（一社）日本スポーツ用品工業協会
鵜沢ネット
（株）/（株）サンビ/ナイス（株）/
（株）ニシ・スポーツ/日本卓球（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（一社）日本チャクラ美容協会
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（特非）日本トレーニング指導者協会
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（一社）日本フィットネス産業協会
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本プラスチックス・テクノロジーズ（株）
【共同出展社】MAXPRO FITNESS LLC.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）NINJA JAPAN
【共同出展社】
（株）グローバルプランニング
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）NATURE FITNESS
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ネクシィーズ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ネスティ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
ノビテック
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）バイオフェイス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ハイマウント
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）hacomono
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ハタヤリミテッド
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ハッチィング
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ハヤブサ技研
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）BCL
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
ビースタイル
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
ビズイデア
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）日立ハイテク
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）VIPグローバル
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
ビューティーキャラバン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）美容経済新聞社
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（有）ヒロテック
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ファイテン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）フィット・コム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Fit Trade & Marketing（同）
【共同出展社】ザイテンバッハ/エナジーオーツスナック
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）フィットネスアポロ社
【共同出展社】
（株）パフォームベタージャパン/
（株）R-body project
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）フィットネススポーツ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）フェニックス
【共同出展社】
ライトビューティー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）フジ医療器
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

（株）フジモリ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ブックハウス・エイチディ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
フットボールギア（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Furunhealthcare Co.,Ltd.
【共同出展社】
日本フューランメディカル（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）プライムエデュケーション
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Brion Body Cryo
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Precor Japan（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ブルーミング中西（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ブレイン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）プロアバンセ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）プロティア・ジャパン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
プロト・ワン（有）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）プロラボ ホールディングス
【共同出展社】
（株）プロラボソリューション
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）文教センター
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ヘイ
（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ベストバランス
【共同出展社】飯田橋内科歯科クリニック
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
BOTTLED JOY /大西賢製販（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
舞洲プロジェクト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
マドラス（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
マリープラチーヌ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）マルエムＰＯＰ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）丸善
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
丸安毛糸（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ミラクルバスト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
ミリネ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
メディ・ジャパン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）メルシー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
森永製菓（株）
【共同出展社】
（株）サンライズジャパン/
凰商事（株）/（株）ササキ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）モントルー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）八木商事
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
大和製衡（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
有人宇宙システム（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ユニオンビズ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ユニテックフーズ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ユニマットライフ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
洋也（株）
（STYLISHJAPAN）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
横浜油脂工業（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ライフ・フィットネス・ジャパン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ラグスタ
（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）Rad PROJECT
【共同出展社】
（株）ジェイアイグループ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ラングスジャパン
【共同出展社】
（株）SUW
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）RealStyle
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）rialto
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
REDAS（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
リーフ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）Revive and design
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
リ・バースホールディングス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
琉球アスティーダスポーツクラブ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）両備システムズ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
リンク・リソース
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ルーツ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）嶺幸
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）
レガルト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
LEXCO CO.,LTD.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
レズミルズジャパン（同）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ワールドウィングエンタープライズ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ワイエイシイホールディングス（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ワイズ製薬（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ワカヤマ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ワム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）グローバルエームズ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）Tokyo MB
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

（50音順、一部抜粋。2021年9月24日現在）

その他にも多数の企業が
出展を予定しております。

リアル開催の熱気が再び！
12月１日
（水）
A-1

11:00~12:30

公

E-3

SPORTEC基調講演

【第一部】 スポーツ庁による基調講演

今後5年間における地域スポーツ振興の展望

E-4

原田 宗彦氏 （一社）日本スポーツツーリズム推進機構 代表理事
13:30~15:30

~
11:00~12:30

キーノートスピーチ：
奥谷 孝司氏 （株）顧客時間 共同CEO /
取締役 Head of Marketing Innovation
平野 晃浩氏 （株）ルネサンス 執行役員
中村 大介氏 （株）
ティップネス ICT戦略部 部長
竹尾 賢二氏 （株）東急スポーツオアシス DX推進本部 デジタルヘルス事業部
デジタルヘルスデザイングループ ゼネラルマネージャー
ファシリテーター：古屋 武範氏 フィットネスビジネス編集長

B-3

15:00~16:30

E-5

出

松尾 浩子氏 大阪市経済戦略局スポーツ部 スポーツ事業担当課長

E-6
奥谷 孝司氏

中村 大介氏

15:15~16:00

出

スポーツ施設、
スクール運営者のための
【お客様をやめさせないスポーツ施設・スクール運営の仕組み】
水藤 英司氏 （一社）
日本スポーツ支援機構 代表理事

12月2日
（木）
竹尾 賢二氏

古屋 武範氏

A-3 10:30~12:30
公
スポーツツーリズム実践セミナー
スポーツイベントによる地域活性化
押見
西谷
髙橋
山本

フ

岡田 隆氏

岡田 隆氏
鈴木 雅氏

日本体育大学 准教授
（株）THINKフィットネス ゴールドジム事業部 トレーニング研究所 所長、
読売ジャイアンツ ウェイトトレーニング担当
小野 祐希氏 （独）日本スポーツ振興センター、ハイパフォーマンスサポートスタッフ（柔道専従）
寺田 健太郎氏 日本体育大学 スポーツ専門職、ボディケアスタジオACTIVE RESET 代表
11:00~12:30

14:15~15:00

大阪市のスポーツコミッションにおけるマーケティング戦略
〜舞洲プロジェクトの目指すもの〜

本当に闘える肉体の作り方
〜アスリートの筋トレとボディメイクの筋トレの共通点と相違点〜

C-1

出

三好 律紀氏 （株）
シーズコア 集客コンサルタント

フ

「デジタルとリアルを融合して新しい価値を創出できる
ビジネスモデル・エコシステムをつくる
ー未来のフィットネス市場を、
みんなで、
もっと明るく楽しいものにするために」

13:30~14:00

【フィットネス特化】超最新の消費者トレンドから組み立てる集客戦略

第9回スポーツ振興賞表彰式
B-1

出

宮崎 誠司氏 東海大学 スポーツ医科学研究所・東海大学大学院 体育学研究科
丹治 史弥氏 東海大学 スポーツ医科学研究所・東海大学大学院 体育学研究科

【第二部】 〜スポーツを通じた地域活性化に向けて〜

A-2

12:45~13:15

東海大学における
「箱根駅伝」へのスポーツ医科学的サポート

美

集客に囚われない高単価設定の技術を持つ！
脳科学×心理学×予防医学の《現代フェイシャル》の新メニューはこれだ！
岩崎 るみ氏 （一社）
フェイシャルレメディ 協会代表理事、
（株）
RʼVIVO 代表取締役

鈴木 雅氏

大地氏
幸真氏
良好氏
剛氏

A-4

東海大学 体育学部 スポーツ・レジャーマネジメント学科 講師
愛媛県観光スポーツ文化部 スポーツ局 地域スポーツ課 主任
名古屋スポーツコミッション事務局 事務局長
神栖市 観光振興課 スポーツツーリズム推進室 室長

13:00~14:30

フ

｢コロナがもたらせた逆転現象―
これからは地方・小規模・サービスの時代」
キーノートスピーチ：増本 岳氏 （株）
カーブスジャパン代表取締役 会長または
齋藤 光氏 （株）
カーブスジャパン 常務執行役員
遠藤 一佳氏 （一社）スモールジム協会 代表理事
久保 沙織氏 （株）
LIFE CREATE pilates K・Surf Fit事業部 事業部長
幕田 純氏
RIZAP（株）教育開発部部長
ファシリテーター：古屋 武範氏 フィットネスビジネス編集長

A-5

15:00~16:30

スポーツで本当に効果的なサプリメントとその摂取方法
〜世界レベルのスポーツニュートリションの真の姿〜（仮）

服部 恵氏 （株）
ミロワール、
エステティックサロンpearl.k

青柳 清治氏 （株）
DNS 執行役員 Scientiﬁc Oﬃcer
（栄養学博士）

15:00~16:30

美

〜免疫力を高めて、美と健康の両方を叶える〜
『チャクラ・ドライヘッド
飯尾 憲子氏 （一社）
日本チャクラ美容協会 理事長、
トータルビューティカレッジNORiKO代表

D-1

11:00~12:30

フ

現場に役立つ生涯ゴルフフィットネス
関 麻利氏

D-3

13:45~14:15

出 【フィットネスジムのDX戦略の成功事例】

塚谷 治氏 （株）
ジ・アイ 営業部 マネージャー
14:30~15:00

出

フィットネスクラブDXのリアル事例紹介！
継続率を高める会員データ、行動データ活用術セミナー
嶋方 拓人氏 （株）
hacomono SALES div.

D-6

16:00~16:45

出

NEXT STADIUM & ARENA Vol.4
持続可能なまちづくりと地方創生の核となる。
これからのスタジアム・アリーナの役割と最適解とは？

永廣 正邦氏 （株）
梓設計 常務執行役員 プリンシパルアーキテクト スポーツ・
エンターテインメントドメイン長

E-1

10:30~12:00

11:00~11:45

出

【肉体科学】骨格バランスと回復効果についてプロ整体師が考察
中村 篤史氏 （株）
ベストバランス 代表

E-2 12:00~12:30
出
Technogymセミナー
-事業再構築補助金で高い採択率を誇る
AIトレーニングフォーマット
西沢 朋樹氏
具志堅 大作氏

テクノジム ジャパン（株）CLUB事業部 エリアセールス部 部長
テクノジム ジャパン（株）デジタルセールス部 DSスペシャリスト

※掲載情報は2021年9月24日現在のものとなります。

久保 沙織氏

幕田 純氏

古屋 武範氏

フ

地域経済とスポーツの活性化における
｢地域スポーツクラブ」の可能性
間野
吉田
佐野
浅野

義之氏 早稲田大学スポーツ科学学術院 教授
正昭氏 (一社)フィットネス産業協会 会長
正昭氏 (公社)ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ 専務執行役員
大介氏 経済産業省 サービス政策課長(併)海外展開支援室長 教育産業室長

B-5

12:30~14:30

JGFO(日本ゴルフフィットネス協会) ゴルフフィットネストレーナー

スタッフの手間を掛けずに継続率を大幅改善・
退会率1%台のジム運営のノウハウ大公開
D-4

B-4

遠藤 一佳氏

フ

C-2 13:00~14:30
美
16年愛され続けるリフトアップマッサージの、体質・肌質分析法、
全て公開！
C-3

押見 大地氏

フ

【FIA基調講演・パネルディスカッション】
コロナ禍を乗り越えて向かうべきフィットネス産業の明日
〜再成長の鍵と経営の方向性（SPORTEC名古屋セミナー続編）〜
粟辻 稔泰氏 （株）東急スポーツオアシス代表取締役社長、FIA理事
岡本 利治氏 （株）ルネサンス 代表取締役社長
小林 利彦氏 野村不動産ライフ＆スポーツ
（株）代表取締役社長、FIA副会長
ファシリテーター：吉田 正昭氏 （一社）
日本フィットネス産業協会 会長、
（株）ルネサンス顧問

B-6

15:00~16:30

フ

【FIAセミナー】
ポストコロナにおけるフィットネスの新業態を考える
〜総合型クラブが進める新業態企画と顧客囲い込み戦略〜
向井 宏典氏 （株）東急スポーツオアシス取締役 常務執行役員
大沢 勇氏
JR東日本スポーツ(株) 常務・事業推進部門長兼
ヘルスケア事業部長
安藤 天志氏 （株）
ティップネス 取締役執行役員
ファシリテーター：松村 剛氏 （一社）
日本フィットネス産業協会 事務局長

C-4

11:00~12:30

美

スポーツパフォーマンスの向上、健康維持、
スタイルUP、全てを実現させる技術でリピート率100%
アスリート・治療家・医療分野からも大絶賛される技術を徹底解説‼
オランジュ・プラス 代表取締役、
袴田 浩呂琴氏 （株）
（一社）
日本全身美容協会 理事、
日本抗加齢医学会 会員

C-5

13:00~14:30

美

フィットネスクラブ・サロン・グループ院でも導入可能！
！
一人当たり生産性150万を可能にする深部整体体験セミナー
関野 健太郎氏 葉山一色接骨院グループ代表

フィットネス・健康・美容産業のビジネスに直結する最新・話題のテーマのセミナーを開催！
C-6 15:00~16:30
美
「究極の美しさとは」

自己治癒力による革新的なメソッドを学んで、エクササイズの魅力を
深堀りします
ユーコ スミダ ジャクソン氏 ソニック メディカル システムズ アジア 代表

D-7

11:00~11:30

出

出

水嶋 章陽氏
藤本 浩也氏

Technogymセミナー
- 郊外型24時間ジムの成功事例
〜市場規模の小さいエリアで体験価値を高める運営方法とは

田中 尚子氏

守野 潤氏 ストレングス・フィット
（同）代表

D-9 13:00~13:45
出
ルネサンスの顧客接点デジタル化推進事例から学ぶ、
総合フィットネスDXの勘所

C-7

出 【フィットネスジムのDX戦略の成功事例】

C-8

美

13:00~14:30

美

講師選定中

フ

C-9 15:00~16:30
美
コロナ禍で売上倍増 指名されるブランディングと
集客の新常識〜世界に届くオンライン戦略〜

コロナ禍での新規出店/ 改修事例と戦略
オーエルシージャパン 代表取締役
佐々木 康昌氏 （株）
（株）
オーエルシージャパン 執行役員
内山 将生氏
11:00~11:30

11:00~12:30

エステティックグランプリ企画特別セミナー（仮）

塚谷 治氏 （株）
ジ・アイ 営業部 マネージャー

E-7

(公財）
日本健康スポーツ連盟 理事長、（学)国際学園 代表
日本メディカルフィットネス研究会 副会長、
(株）
プロティア・ジャパン パワープレート営業＆研修部門 ディレクター
(公財）
日本健康スポーツ連盟 理事 事務局長、
日本メディカルフィットネス研究会 事務局

折橋 梢恵氏 白金鍼灸サロンフューム 代表、
美容鍼灸の会美真会 会長

スタッフの手間を掛けずに継続率を大幅改善・
退会率1%台のジム運営のノウハウ大公開
D-11 15:30~16:30

介

東洋医学とエステティックの融合

宮路 大樹氏 (株)ルネサンス オンライン活用推進部 オンライン推進チーム 課長
箕輪 優一氏 (株)hacomono VP of BizDev

D-10 14:00~14:30

15:00~16:30

川上 拓人氏 （一社）
インターナショナルセラピー協会 代表理事

出

D-12

11:00~11:30

出 【フィットネスジムのDX戦略の成功事例】

いま注目すべき３つの筋肉指標『量・力・質』

スタッフの手間を掛けずに継続率を大幅改善・
退会率1%台のジム運営のノウハウ大公開

西澤 美幸氏 （株）
タニタ 開発部 主席研究員

塚谷 治氏 （株）
ジ・アイ 営業部 マネージャー

E-8 11:45~12:15
出
世界初、アスリートをドーピングから守る唯一のアプリが誕生！
〜無料で使える
「DINX」の活用方法を教えます〜

D-13 11:45~12:30

13:00~14:30

出

Technogymセミナー（内容決まり次第ご案内します）
講師選定中（決まり次第ご案内します）

田中 広野氏 ユニオンビズ（株）アプリ開発ディレクター

E-9

研究部長

メディカルフィットネスの可能性
〜医療的要素を入れたフィットネスを如何にして事業として成り立たせていくか〜

佐藤 麻未氏 (株)トキノカンパニー ペナルティーボックス スーパーバイザー
12:00~12:45

大渕 修一氏 （地独）
東京都健康長寿医療センター研究所
他

B-9

アメリカ発！ペナルティーボックス：最新フィットネスの紹介
D-8

B-8 13:00~14:30
介
最先端の介護予防事業
〜超高齢社会における事業モデル創出とアジア展開〜
（仮）

フ

総合フィットネスからパーソナルジムまで、
これからの業態別成功パターンと出店・リニューアル方法解説セミナー

D-15 14:15~14:45
出
オアシス×hacomono
-効果的な顧客データ活用で実現するDX経営

濱田 将士氏 （株）
アドバンスシフト 代表取締役

武重 慶士氏 （株）東急スポーツオアシス DX推進グループ 兼 BeesConnect事業
本多 将大氏 （株）hacomono Marketing & HR Manager

E-10 15:00~17:00

D-16 15:00~15:45

SPORTEC BUSINESS ACADEMY 経営改革発表会

顧客満足度300%アップの新技術
生涯顧客が手に入る[ミラクルバスト ]とは?

出

浅野 かなえ氏 全国の「おっぱい先生 」を育成するミラクルバスト アカデミー校長

E-11

12月3日
（金）
A-6

11:00~12:30

公

薬師寺 智之氏

｢新市場としての健康経営」
-健康市場に新たなイノベーションを起こす-

13:00~14:30

公

学校と地域の共同利用を目指した学校PFIの提案
〜学校機能の改革で地域社会は大きく変わる〜
大竹 弘和氏

A-8

アイコンの見方
テーマアイコン

【セミナー申込方法】

• セミナー申込締切：１１月２８日（日）
• 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 HP にて
セミナー情報確認

▶

展示会
事前登録

料金アイコン

フ フィットネス・
トレーニング

美 美容・ダイエット・コンディショニング

介 介護予防・生活習慣病予防

公 公共ビジネス・自治体政策・健康経営

有料セミナー 事前申込価格 4,０００円（11月28日（日）受付終了）
当日券価格 5,０００円 ※税込価格
無料セミナー

出 出展社セミナー

・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。

▶

公

鈴木 陽一氏 （株）ALIVE 代表取締役社長

安井 豊明氏 （株）
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス
代表取締役社長 グループCEO
千葉 昭浩氏 AC Bright Lab 代表コンサルタント
高橋 俊憲氏 （株）電通 コンテンツビジネス・デザイン・センター／
ライブ・エンタテインメント事業開発部 部長
モデレーター：山﨑 隆司氏 クラブサクセスジャパン
（株）代表取締役 CEO

▶

E-13 13:45~14:30
出
個人と組織を活性化し、チームワークを育む
1on1ミーティング』効果的な進め方

セルフケアこそが日本を変える

最新プレイヤーが語り尽くすパブリックビジネスの可能性
〜コンペをいかに勝ちきるか、その方策のすべて

または
右の QR コードにアクセス

茂藤 雅彦氏 （株）
クールプロジェクト 代表取締役社長

E-14 15:00~16:30

公

https://sports-st.com/seminar/

出

スタッフを90分で戦力化する「クール式」人材育成カリキュラム 美の提案実践講座
〜入社後1ヶ月で100万円売り上げるスタッフ育成メソッド〜

水藤 英司氏 （一社）
日本スポーツ支援機構 代表理事

神奈川大学 人間科学部 教授 SPORTEC実行委員

15:00~16:30

公

(一社）
指定管理者協会 情報委員会 委員長、
アクティオ
（株）ＰＰＰ推進室 室長

E-12 12:30~13:15

平野 治氏 マイネム
（株）代表取締役、NPO法人健康経営研究会 副理事長
綿本 彰氏 健康デザイン研究所 共同代表、
日本ヨーガ瞑想協会 会長
樋口 毅氏 （株）
ルネサンス 健康経営企画部 部長、
健康経営会議実行委員会 事務局長
他（予定）

A-7

11:00~12:00

コロナ禍における指定管理者施設の休業補償

▶

セミナー申込

展示会運営事務局 （TSO International 株式会社内）

セミナーに関する
・TEL：03-6273-0403（月〜金 10:00〜18:00）
お問い合わせ
・E-mail：seminar@sports-st.com（セミナー専用）

東京ビッグサイト
アクセス

会
場
ア
ク
セ
ス

東京ビッグサイト駅

※本展専用駐車場のご用意はございません。
東京ビッグサイト及び周辺の駐車場をご利用いた
だくか、公共機関を利用してのご来場をお願いい
たします。詳しくは
https://www.bigsight.jp/visitor/access/
をご覧ください。

