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(株)ARKE
Aker BIoMarine Japan K.K.
EARTH WELL(株)
(株)ARTISTIC&CO.GLOBAL
(株)アールエスエス
RDX SPORTS JAPAN ((株)Cycle)
(株)アイ・エス・アイソフトウェアー
(株)アイサイト
(株)アイズ・カンパニー
【共同出展】(株)PRIDE Run
アイソン(株)
アイデア(同)（idea.LLC）
(株)アイテント
(株)アイナス
(株)EINS
(株)AXIS
【共同出展】ICE GYM / パウダーフーズフォレ
スト(株)
アクアクララ(株)
(株)アクシス
Akerun⼊退室管理システム（フォトシンス）
亜細亜⾷品(株)
AssistMotion(株)
味の素冷凍⾷品(株)
(株)アステップ
(株)ATHLISTA
(株)アデランス
(株)アドバンスシフト
【共同出展】トリプルサポート(株)/(株)キャン
プネット/(株)ウェルネスランド
廈⾨宙隆運動器材有限公司
Ayub International traders
(株)アライアンス
(株)ALIGHT
(株)ALIVE
【共同出展】(⼀社)⽇本セルフケア推進協議会/
興和(株)/(株)CLINICAL STUDY SUPPORT
(株)アリスト
(株)アルティマボディ
(株)アルマスポーツ
(株)Alexis
(株)アレン
ANCHORパートナー(株) Sainnatul事業部
【共同出展】Sainnatul
(有)AMPLUS
unlimited nine(株)
【共同出展】GRAN NINE(株)
EASY PRODUCTION(株)
伊藤建友(株)
伊藤忠ケーブルシステム(株)
【共同出展】easylive.io
伊藤超短波(株)
(株)イノフィス
濰坊厚朴服装有限公司
イムラアスリートアカデミー（(株)NS）
【共同出展】イムラアスリートアカデミー/(株)
ナチュラルソフィア

インターリハ(株)
インフィニティ(株)
INFOTRADE MEDIA CO., LTD
(株)インボディ・ジャパン
Vanquish Fitness Ltd. 
(株)ウイルダイフレックス
(株)ウェーブコーポレーション
(株)ウエルアップ・(株)東京ネバーランド
ウェルネス・コーチ(株)
(株)ウェルネスフロンティア ジョイリハ
(株)Wellness Land
(有) ⿂瀬ゴム
鵜沢ネット(株)
(有)内⽥販売システム
(株)エイムワン
EVOLGEAR
江崎器械(株)
江崎グリコ(株) パワープロダクション
(株)エス･エム･エス
(株)エスジーティー
(⼀社)エステティックグランプリ
エヌエスティ・グローバリスト(株) フィットテック事業部
NOK(株)
(株)エヌ・シー・ピー
NTTコミュニケーション科学基礎研究所
【共同出展】(株)NTTデータ
(株)NTTSportict
エバ・ジャパン(株)
(株)FSJ Bridge Partnerz
エフエムジー＆ミッション(株)
(株)エミープラス
(株)LPN
エンチーム(株)
エンドライン(株)
(株)オーエルシージャパン
⼤阪体育⼤学
o2カプセル・ボックス
オート(株)
【共同出展】(株)東京エム・アイ商会
⼤利根漬
凰商事(株)
【共同出展】森永製菓(株)/サンライズジャパン(株)/(株)サ
サキ
(株)オール・スクエア
ALL UP
(株)岡
(株)沖縄テレビ開発
(株)ODEKO
(株)Opt Fit
(株)オムニ
オリジナルスポーツウェア(株)PSU
ガードナー(株)
CARB UP!MONAKA STORE & MUSCLE ELEMENT STORE
(株)ガウラ
⾹川シームレス(株)
烏森電気(株)
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(株)加藤商会
CANALI SYSTEM
神奈川⼤学⼈間科学部 ⼤⽵研究室
神奈川⼤学⼈間科学部スポーツ健康コース
カネカ ATHLETE Q10「還元型コエンザイ
ム」
(⼤)⿅屋体育⼤学
kaloko inc.
関東ゴルフ練習場連盟
(株)キッズコーポレーション
ギボン スラックライン
CATCH-i JAPAN
【共同出展】(株)COSBI
(株)キャラ／(⼀社)NMN機能性⾷品開発協会
(株)キャンプネット
(株)Cure
キューオーエル・ラボラトリーズ(株)
九州産業⼤学⼈間科学部スポーツ健康科学科
極東産機(株)
キリンホールディングス(株)
錦栄(株)
(株)くうかん
(株)クールプロジェクト
℃RYO TOKYO／℃RYO OSAKA
(株)グラツィア
(有)クラブクリエイト
(株)クラブビジネスジャパン
(同)グラム
グランビアジャパン(株)
クリア・ポート(株)
【共同出展】(株)K&J/(株)岡
(株)Gleaner
(株)CRIOMED JAPAN
(株)Groony
GROWN CARE(株)
(株)Grow up
グローバルサイエンス(株)
(株)グローバルプランニング
(株)グローバルホスピタリティージャパン
(株)KSP
ケミカル産業(株)
(株)ケンユー
（公財）笹川スポーツ財団
興和(株)（KOWAハピネスダイレクト）
（学）国際武道⼤学
コスメシューティカル (株)
(⼀社)GODAIスポーツライフ
ことほ(株)
Gorillawear Japan
CONDITIONING LABO / Therabody
(株)ザオバ
【共同出展】(株)喜多機械産業
酒井医療(株)
(有)さくら刺繍

(株)ササキ
【共同出展】森永製菓(株)/鳳商事(株)/(株)サンライズジャ
パン
さとう式リンパケア
【共同出展】(株)D&M/(株)グローバルゲイツ
(有)佐藤商店
(株)サニーライフジャパン
【AI姿勢分析システム/問診/電⼦カルテ「シセイカルテ」】
(株)Sapeet
(株)サラインテリアシステム
(株)サロンオールディーズ
(株)サンクト・ジャパン
(株)サン・クロレラ
サンドボックス(株)
(株)サントレッグ
(株)サンビ
(株)サンライズジャパン
(株)ジ・アイ
【共同出展】(株)ラストウェルネス
（株)CSE
GMコーポレーション
(株)シーズコア
CTJ(株)
(株)GPRO
(株)シーボン
(株)ジェイ・エス
(株)ジェイアイグループ(ISO ITALIA)
【共同出展】(株)Rad PROJECT
(株)シェール
(株)ジゴスペック
(株)システムディ
(株)シニアライフクリエイト
じぶんdeエステ
(株)ジムガレージ
(株)Japan Insider
ジャパンエナジーフード(株)
【共同出展】4stella
Japan Fitness Product
【共同出展】(株)バール
順天堂⼤学 スポーツ健康医科学推進機構
(株)JOKAKU
ジョンソンヘルステックジャパン(株)
(株)シンク／防災スポーツ
(株)Think The Wellness【OWCアカデミー】
【共同出展】⽇本タイ古式マッサージ協会【JTTMA】
Synthesit
(株)⾝体機能研究所
シンフォニア(株)
(株)SwimLab
スイングアリーナジャパン
(株)THINKフィットネス
(株)SUW
(株)スカイ・フード
(株)SCOPEDOG236
(株)ストロングハート
(⼀社)スポーツカルチャーラボ
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SPORTSGREX
(有)スポーツゲイト
(公社)スポーツ健康産業団体連合会
スポーツコミッション沖縄
スポーツ庁
スポーツマインド
(株)Sportip
(株)スリムビューティハウス
Zhejiang Mai Niu Fitness Equipment Co., Ltd.
(有)セットバック
(株)SLDS
(株)SERVS
SELBERIAN SPORTS WEAR
(株)ゼロイニシャライズ
ScentAir Japan (株)
(株)セントラル・コーポレーション
(株)想実
(株)SOPHIA
(株)SOLIA
SOMPOケアフーズ(株)
【共同出展】SOMPOケア
(株)ダートフィッシュ・ジャパン
(株)体育とスポーツ出版社
第⼀酵⺟(株)
⼤興電⼦通信(株)
⼤広(株)
⼤三機材(株)
⼤正製薬(株) 
⼤東電機⼯業(株)
(株)ダイヤモンドマーク
トロミン(株)
(株)タキガワ・コーポレーション・ジャパン
タケヤ化学⼯業(株)
(株)タニタ
TAMATAN COMPANY
【共同出展】島⽥商事(株)
(⼀社)ダンス教育振興連盟JDAC
(株)チームエス
【共同出展】(株)Fellow'S
(株)中旺ヘルス
中京⼤学
(株)ツインズ
(株)ティーアールアイ
TRX Training JAPAN(株)
ディーエーピーネットワーク(株)
T.LEAGUE
帝⼈フロンティア(株)
(株)TTK / Rakuretch
【共同出展】(株)スモールジム
テクノジム ジャパン(株)
(株)デジサポート
(株)デルタインターナショナル
東海⼤学スポーツプロモーションセンター・
ウェルネスカレッジ
(株)東京エム・アイ商会

東京⼤学スポーツ先端科学連携研究機構（UTSSI）
(地独)東京都健康⻑寿医療センター研究所
東洋⼤学
東洋メディック(株)
DRAX JAPAN (株)
(株)トキノカンパニー
徳島県スポーツコミッション
(株)ドクターズ・マン
(株)ドクターズチョイス
トムス(株)
(株)朋コーポレーション
(株)TRYANGLE＆CO.
(株)Dream box
トリプルサポート(株)
DONGSAN SPORTS
ナイス(株) イカロスジャパン
(株)中原
名古屋スポーツコミッション
(株)ニシ・スポーツ
(株)⽇創プラス
新⽥塚コミュニティ(株)
⽇東⼯器(株)
(⼀社)⽇本フットサルトップリーグ
⽇本ゴルフ学会
⽇本ゴルフフィットネス協会
(株)⽇本CBD協会
(⼀社)⽇本スポーツツーリズム推進機構〔JSTA〕
(⼀社)⽇本セルフプロデュース協会
⽇本曹達(株)
JTTMA（⽇本タイ古式マッサージ協会）
⽇本卓球(株)
(株)⽇本トリム
⽇本トレーニング指導学会
(特⾮)⽇本トレーニング指導者協会
(⼀社)⽇本フィットネス産業協会
⽇本プラスチックス・テクノロジーズ(株)
【共同出展】MAXPRO FITNESS LLC.
(公社)⽇本ボディビル・フィットネス連盟
(⼀社)⽇本野球機構（NPB）
(同)NEW LOD
(株)ニューエイジトレーディング
ニンジャワークステクノロジーズ(株)
【共同出展】TRX Training Japan(株)
(株)next innovation
全⽶エクササイズ&スポーツトレーナー協会
(株)ネスティ
(株)ノビテック
(株)BARNUM
(株)バール
【共同出展】Japan Fitness Product
バイオジェニック(株)
(株)ハイサイド
Hyperice
パウダーフーズフォレスト(株)
【共同出展】HERUNDER/AXIS TRAINING STUDIO
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(株)ハコジム
(株)hacomono
Baqless Japan 
(株)花形設計
(株)Honey
(株)ハヤブサ技研
(株)バランスワン・ジャパン
(株)バリューアップデザイン
【共同出展】(株)マザーレンカ/(株)エイシーエ
ム
(株)ピー・エス・インターナショナル
【共同出展】(⼀社)⽇本美腸協会
(株)ビーアンドエス・コーポレーション
(株)ビーエイチ
(株)biima
(株)美ガーデン
(株)ビズイデア
(株)VIPグローバル
(株)ピュアトーン
(株)ビューティーキャラバン
(株)美容経済新聞社
美林商事(株)
(有)ヒロテック
(株)ヒロモリ
ファイテン(株)
(株)フアモサライフ
(株)FALLON
(株)フィット・コム
Fit Trade & Marketing  (同)
(株)フィットネスアポロ社
(株)フィットネススポーツ
Foodizm
(⼀社)フェイシャルレメディ®協会
(株)フォレストシンフォニー
(株)フジモリ
ブックハウス・エイチディ
フットボールギア(株)
Furun Healthcare Co.,Ltd
(株)プライムエデュケーション
(株)フラスコ１００ｃｃ
(株)フラッペ
Brion Body Cryo
Precor Japan(株)
(株)プレイケア
ブレイン(株)
フレクサーズジャパン
(有)プレスコントロール
プレミアムウォーター(株)
(株)プロアバンセ
FLORIEY INDUSTRIES INTERNATIONAL CO., 
LTD.
(株)プロティア・ジャパン
(株)プロフェッショナルトレーナーズチーム
プロライト(株)
(株)プロラボホールディングス
【共同出展】(株)プロラボソリューション
(株)ペディキュール

ベレガ(株)
HempMeds
BOTTLED JOY／⼤⻄賢製販(株)
ポラールエレクトロジャパン(株)
ポリシー化粧品/(株)⽇本ビューティコーポレーション
(株)マークス
【共同出展】(株)サブリット
舞洲プロジェクト
(株)丸善
MIGOTO
Ｍirart(株)
(株)ミライプラス
ミラクルバスト
MUGEN BIONIC(株)
(株)メイビ
【共同出展】(株)LSC/(株)プロスパ/(株)マルキホームズ/
⼤河商事(株)/(株)エム＆ワイ
(株)メダリスト・ジャパン
メディ・ジャパン(株)
Mediana Co.,Ltd
Marry Jane CBD from Switzerland
【共同出展】(株)アピポルファーマジャパン
Merrithew
(株)メルシー
Menfurs co.,ltd.
(株)萌⽊
【共同出展】(株)ビビッドソウル
持留製油(株)/(株)アンプリー
(株)モノ・ウェルビーイング
【共同出展】(特⾮)湘南バリアフリーツアーセンター
森永製菓(株)
【共同出展】凰商事(株)/(株)サンライズジャパン/(株)ササ
キ
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(株)モントルー
⼋代市スポーツコミッション・スポーツ合宿所 夢・
ドリーム
⼤和製衡(株)
⼭本⾹料(株)
(株) Yui Hemp Japan
(株)ユーグレナ
ユタカメイク ヘルスケアシリーズ
(株)ユタックス
ユニテックフーズ(株)
洋也(株)
横浜油脂⼯業(株)
Lycon Japan(株)
ライフ・フィットネス・ジャパン
ライフログテクノロジー(株)
ラグスタ(株)
ラクスル(株)
(株)ラシュレ
(株)Rad PROJECT
【共同出展】(株)ジェイアイグループ
LANDMAN(株)
リアン(株)
(株)リークセンケーブルパーク
リーダーメディアテクノ(株)
REDAS(株)
リーフ(株)

リカバリーシューズEddy
リサコ
⽴命館⼤学
(株)Revive and design
(株)LYFT
【共同出展】Therabody
(株)リブレ
琉球アスティーダスポーツクラブ(株)
(株)両備システムズ
RUCOE by 伊藤超短波
RUBYCELL MAKIGP.
RACE-FITNESS LTD
LEXCO CO.,LTD.
レズミルズジャパン
Red Turtle Co.
【共同出展】BananaGO
(株)レディーバード
READYFOR(株)
(株)RENPHOJAPAN
LONGSHIP
(株)WORKOUT
(株)ワークマジック
(株)ワールドウェルネスビューティ
早稲⽥SMBAE／WBSスポーツビジネス
(株)ワム




