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SPORTEC WEST 実行委員会主　催

会　期 2020年10月14日 16日～（水） （金）出展申込書裏面の「出展規定」をご確認の上、「出展申込書」に必要事項を記入し、下記事務局までご送付ください。

￥75,000（税別）（共同出展社も含む） 1枠 30分

￥100,000（税別）（共同出展社も含む）1枠 45分

■ 座席：50席　※シアター形式
　 ※講演・実演内容により変動することがあります。
■ 付属備品：スクリーン、プロジェクター、マイク２本、ホワイトボード

さらに多くのバイヤーや専門家に出展社の皆様が製品や技術を発表し、ビジネスチャンスをつかんでいただくために『出展社セミナー会
場』をご用意いたします。プレゼンテーションだけでなく、実演を行っていただけるスペースも準備しております。また、受付で事務局が聴
講者全員の名刺を頂き、セミナー終了後、名刺を全て出展社にお渡しいたしますので、漏れのない顧客リストの作成が可能となります。

出展社による製品・技術 PR・実演セミナー

2.7

※SPORTEC for LEISURE & GAME2020または
　SPORTEC × HEALTH FITNESS JAPAN2020に出展する企業・団体は
　両展割引¥20,000（税別）／小間が適用されます。
※2020年4月30日（木）までのお申込みは、早期割引¥30,000（税別）／小間が適用されます。
※2020年4月30日（木）までのお申込みの企業で、2小間以上お申込みの場合は
　角小間料金（¥40,000（税別））を1角サービスいたします。

※小間数に応じた料金設定があります。　※1小間あたりの料金となります。
※スペースのみの料金となります。基礎パネルは含まれておりません。
※隣接する小間と小間の間には、自社にて必ず壁をご用意いただくか
　事務局の用意するレンタルパッケージ（有料）をご利用ください。

●1小間：間口3.0m×奥行2.7m（8.1㎡）

¥40,000（税別）／角

小間数
1～3小間

料金（税別）
￥３2０,000／1小間

9小間 以上 ￥30０,０00／1小間
4～8小間 ￥31０,０00／1小間

●システム壁（白）
●社名看板（40文字）
●長テーブル（W1500）
●コンセント（100V 1kw電気使用料込）
●カーペット（3㎡／色は規定色から選べます）
●パイプイス 1脚

●1小間：間口2.0m×奥行1.5m

●1小間用：¥240,000（税別）

※パッケージの素材・仕様は多少、変更になる場合もございます。

1.5m

２０20年4月30日
早期割引期間

２０20年7月下旬
出展社説明会

２０20年7月下旬
各種書類提出

2020年9月初旬
プロモーション開始

2020年10月12日（月）・13日（火）

搬入・設営

2020年10月16日（金）

展示会終了後、撤去

2020年
10月14日（水）～16日（金）

展示会開催

2020年4月30日までのお申
し込みの場合、早期割引とし
て、1小間／¥30,000（税別）
を適用します。２０20年4月
30日までのお申込みの企業
で、２小間以上お申込みの場合
は角小間料金（￥40,000（税
別））をサービスいたします。

出展に関する規定・各種申
込み・スケジュール等の詳
細が記載されています出展
社マニュアルを配布し、会
期までに必要な準備事項に
ついてご説明します。

出展製品のテイストやコン
セプトを考慮して、ブース位
置を主催者にて決定いたし
ます。出展社マニュアル内
の各種提出書類をご提出く
ださい。

展示会特別招待券を無料
にてご希望枚数を各出展
社様にお送りします。取引
先企業、新規顧客へご自
由にお配りください。

※説明会後のお申込は、出展社マ
ニュアルをお申込時にお送りいたし
ます。ご不明な点は、事務局がご説
明させていただきます。

※空いているスペースより、自由に
小間位置指定を行えます。

同時開催 AFF SPORTS アジアファッションフェア

出展結果にこだわった事務局サポートサービスにより、
出展社の出展メリット（売上拡大、新規取引先開拓）を最大まで増大します!

西日本最大のスポーツ・フィットネス用品・設備・サービス専門展

展示会招待券の
提供 （無料）

展示会招待券を、希望枚数分、無料に
て提供いたします。既存・見込み客を、
貴社ブースへの集客につなげていた
だくことができます。

「VIP 特別招待券」を活用し、重要な
お客様を特別ご招待いただけます。

VIP特別招待券の
提供 （無料）

（イメージ）
（イメージ）

本展で売上を拡大するための
「展示会活用セミナー」への参加 （無料）
会期の約2ヵ月半前に、本展を有効に活用するためのさまざまなノウハウをご提案し、貴社
の売上げ拡大をバックアップいたします

①展示会活用の
　ノウハウ紹介

③個別質問によるブース準備の相談会

②ブースの作り方の
　ノウハウ紹介

・新規見込み客発掘

（例）

（解説例）

・デモ誘導

・上位に解決できる内容を明記し、それを望む通行者を呼び込む
・中位に、その詳しい内容やポイントが明記されているので、
  目線の高さに合わせて見やすく分かりやすい。

目的

ポイント

問題解決したい
内容

細かい内容

デモPC

※他にも様々なサポートをご用意しております。詳細はお問い合せください。
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バーコードシステムの利用 （有料）4

3

来場者は、バーコード付きの来場バッジを携行し会場内へ入
場いたします。ブース内でバーコードを読み取るだけで、来場
者が登録したアンケート内容のデータを会期後に納品いたし
ます。効率よくデータ収集でき、会期
後の営業活動や顧客管理に役立てて
いただけるようバーコードリーダー
のレンタルサービスを行っています。

来場者が品名、サービス、カテゴリなどにより
効率的に検索できるシステムより、事前に来
場者が出展社とコ
ンタクトを取り商談
につなげていただ
けるサービスです。

「出展社によるPRセミナー」
会場の提供

5
会期に向けて、専属のサポートスタッフが貴
社の出展準備や出展成果をあげていただく
ためのサポートを
いたします。

専属スタッフが出展準備を
サポート

6
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SPORTEC WEST 2019（2019年11月20日（水）～22日（金）開催） 会場風景

本展はスポーツ用品・機器・健康器具・健康食品が一堂に集まる西日本最大の展示会です



2020年は展示規模を150%拡大して開催! スポーツ・健康産業の総合展

全体レイアウト図

● GMS／百貨店／
　小売店
● 通販事業者
● 問屋／卸
● フードサービス事業者
● 食品／製薬メーカー
● スポーツ施設運営者
● スポーツ指導者／
　スポーツ競技団体
● 栄養士／管理栄養士
● 研究機関／団体

● 機能性食品／飲料
● サプリメント
● 健康食品
● 自然食品／無添加食品
● スーパーフード／オイル
● OEM／ODMサービス
● 食品素材／原料

出展対象 来場対象
● フィットネス／
　スポーツ施設運営者
● トレーニング／
　格闘技ジム運営者
● ダンス／ヨガスタジオ
● 公共スポーツ施設
　指定管理業者
● スポーツ団体／
　プロスポーツ企業
● 自治体／教育委員会
● トレーナー／
　インストラクター

● フィットネスマシン
● トレーニングマシン／機器
● フィットネスプログラム
● 会員管理システム
● 運動器具／公園用具
● スポーツアクティビティ
● 照明／空調設備
● プール／シャワー設備

出展対象 来場対象
● スポーツ量販店・小売店
● 百貨店・ＧＭＳ
● アパレルショップ・
　セレクトショップ
● 学校・自治体
● スポーツ団体・競技団体
● スポーツ少年団・
　スポーツサークル
● スポーツ関連企業

● スポーツウェア
● スポーツアクセサリー・
　グッズ
● スポーツシューズ
● スポーツギア・用品
● 体育・運動用品
● チームウェアOEM／
　 製作サービス

出展対象 来場対象
● マッサージ／
　リラクゼーション機器
● 家庭用治療器／測定器
● 健康ブレスレット／ネックレス
● 磁気テープ／サポーター
● 健康サンダル／サポートウェア
● ダイエット器具／用品
● 美容家電
● 腰痛対策用品
● 健康管理ウェアラブル

出展対象
● 百貨店／家電量販店
● 小売店／問屋
● 通販専門展
● スポーツ用品店
● フィットネス／
　スポーツクラブ
● マッサージ・鍼灸・接骨院
● 法人／一般ユーザー

来場対象

● スポーツ施設設備·機器
● レジャー設備・公園設備
● グラウンド向け設備／機器
● 建築・設計・
　コンサルティング
● CRM・会員管理システム
● 音響・照明・演出設備
● イベント向け設備・備品
● グッズ・ノベルティ
● ICT機器·サービス
● イベント企画・運営

出展対象

● スポーツウェア
● スポーツシューズ
● キャップ
● OEMサービス
● テキスタイル・素材

出展対象

スポーツ・健康・
用品・備品・機器受注
スポーツ・フィットネス
業態開発依頼

パートナー・代理店選定
実物のデモによる比較検討
見積依頼・導入相談

4号館

インテックス大阪

西日本最大の
展示会場中国地区

四国地区
中部地区

北陸地区

近畿地区

海外より

関東地区
九州地区

期待できる来場範囲

近畿地区を初め周囲地区を中心に国内外より25,000名が来場します！

フィットネス・
スポーツ設備エリア

ヘルス＆スポーツ
フードエリア

SPORTEC WESTは、スポーツ・健康産業に特化したテーマを5つのエリアに分けて開催し、2019年開催時と比
較して展示規模を150％拡大し、盛大に開催します。本展への出展により、近畿圏のみならず、全国・世界中の健康・
スポーツ産業関係者に一度に売り込めます。

商談内容

出 展 社 来場対象者
以下の商品・サービスを

取扱う企業
●スポーツ用品、健康器具
● フィットネスマシン、
　プログラム
● スポーツ関連サービス
● アリーナ・体育館・
　グラウンド設備・備品
● ダイエット機器サービス
● サプリメント、健康食品
● 健康・美容家電

● スポーツ関連企業
● スポーツ施設運営企業
● スポーツ用品店・量販店
● 小売・流通・問屋・卸事業者
● 学校、専門学校
● スポーツ団体・競技団体
● イベント企画運営事業者
● 高齢者向け施設・
　サービス事業者

など

など

スポーツ・フィットネス施設向け
設備・サービス専門エリア健康食品・飲料素材専門エリア

チームウェア・スポーツギア・グッズなどの
スポーツアパレル・用品専門エリア

スポーツ用品
エリア
スポーツ用品
エリア

ウェルネスプロダクツ
エリア
ウェルネスプロダクツ
エリア

健康用品・ダイエット用品・機器専門エリア

出展社数の目標 来場者数の目標

実績

144

2017
（出展社） （来場者）

10,000名

5,000名

20,000名

15,000名

25,000名

50社

100社

150社

200社

250社

300社

350社

2018 2019 2020
（予定）

※同時開催含む

実績

実績16,972
17,257

25,000

14,624

スタジアム&
アリーナ
パビリオン

スタジアム・アリーナ・
スポーツ施設向けの
設備・サービスを集めた
専門パビリオン

AFF
SPORTS
AFF
SPORTS

スポーツアパレル専門展

アジアファッションフェアアジアファッションフェア
ODM・高機能・低価格などに
対応可能な
スポーツファション
繊維メーカーが集結

同時開催

5号館
Ⓡ

217

270

350350



前回（2019年）は近畿圏、四国、中国、中部、九州地区より
多数の有力な企業が来場いたしました。

（株）アーバンフィット
（株）ＩＴＣ
アイレクススポーツライフ（株）
（株）会津美里振興公社
（株）アクアティック
（株）アクトス
（株）朝日商事
（株）あすなろジム
（株）アドヴァンス
（株）アドビジョン
（株）アフアフ
（株）アプロ
（株）アライブ・ビー
（合）AliveFitness
（株）Ｉｃｏｏｙ
（株）諌早スイミング
石井スポーツ振興（株）
（株）イストスポーツ
（有）泉
（株）いずみ２１
伊勢湾マリン開発（株）
（株）市基
いみずスポーツクラブ
（株）ヴェルディーク
（株）オークウェルネス
（株）ウエルネスサプライ
（株）ウエルネス阪神
（株）ウェルネスフロンティア
（株）ウエルネスライフ
ＳＰＪライフスポーツプラザ
（株）エヌ・エス・アイ
ＭＪ　Ｆｉｔ
（株）エムスエステート
エリエールライフ（株）
エルスポーツ（株）
（株）OSKフィットネス
（株）オークウエルネスサービス
大阪ガス（株）
（株）オージースポーツ
大野道場（株）
（株）オーパス
岡田企画（株）
（株）岡山スポーツ会館
（株）沖縄スイミングスクール
（株）オンワークス
（株）オンワード樫山
カールドカーサクリエイト（株）
（株）関西テレビライフ
（株）キーワード
木幸スポーツ企画（株）
京フィット
（株）くずは男山スイミングスクール
グランドパシフィックスポーツ倶楽部
グローバルフィットネスジャパン（株）
Ｃｒｏｓｓ　Ｆｉｔ　Ｔａｋａｒａｚｕｋａ
グンゼスポーツ（株）
けんこうサポートプロジェクト
健康Ｊ．プロジェクト
コナミスポーツ（株）
（株）コパン
（有）ＣＯＭＦＯＲＴ　ＦＡＣＴＯＲＹ
（株）ザ・ビッグスポーツ
桜宮ゴルフクラブ（株）
サン・スポーツ（株）
（株）三福ホールディングス
（株）ＳＵＮＭＵＳＩＣ　ＳＹＳＴＥＭ　ＡＬＬ　ＴＩＭＥ　ＦＩＴＮＥＳＳ
（株）三洋堂ホールディングス
ＪＲ東日本スポーツ（株）
（株）ジェイエスエス
Ｊ　Ｆｉｇｈｔ　ＳＰＯＲＴｓ
（株）シップ
（株）ＳｙｎｅｒＧｙｍ
（株）ジムステ24
下関体育センター（株）
（株）社会体育開発研究所
（株）ジャパンフットボールマーチャンダイズ
ジョンソンヘルスケア（株）
心幸ホールディングス（株）
シンコースポーツ（株）
シンコースポーツ四国（株）
シンコースポーツ中国（株）
シンコースポーツ兵庫（株）
（株）ＴＨＩＮＫフィットネス
ＳＴＵＤＩＯ　ＧＬＯＲＩＯＵＳ
Ｓｔｕｄｉｏ７０３
STUDIO　Mira　Eight
（合）ストレッチスタイル
SUPIN
（株）スペランツァ大阪
（一社）スポーツ・イノベーション・アライアンス東北
（株）スポーツアンドジョイ
スポーツクラブＮＡＳ（株）
スポーツジムネオフィット
SPORTS　GYM　LIBERTY（株）
（株）スマートバリュー
（株）スマートフィットネス
住友不動産エスフォルタ（株）
（株）セイカスポーツセンター
セイノーコーポレーション（株）
（株）ゼオス
（株）センティア
セントラルスポーツ（株）
（株）ダーツライブ

ＤＡＩＧＩＮ　ＧＹＭ
（株）タニタヘルスリンク
（株）タフリット
（株）ダンロップスポーツウェルネス
つじトレーニングジム
（株）テイクフィジカルコンディショニング
帝国ホテルフィットネスクラブ
（株）ティップネス
（株）トゥエンティーフォーセブン
（株）東急スポーツオアシス
（株）東京アスレチッククラブ
（株）東祥
東邦不動産（株）
（有）トータルヘルスコンディショニング
トモ・プロジェクト（株）
トラスト＆パッションカンパニー（株）
なかのメソッド
（株）ナックス
（株）鳴尾ウォーターワールド
（株）南海スポーツ企画
西鉄興業（株）
（株）ニチガスクリエート
野村不動産ライフ＆スポーツ（株）
（株）パーソナルジムアドバンス
（株）パジャスポーツ
パソナ・パナソニックビジネスサービス（株）
阪急コンストラクション・マネジメント（株）
ＨＵＮＧＲＹ　ＳＰＩＲＩＴ　２４
Ｂ－ｆｉｔ　ＳＰＯＲＴＳ　ＣＬＵＢ
Ｂｅ－ｆｉｔ２４
（株）東大阪ゴルフセンター
（株）東大阪スタジアム
（株）ヒカリ
日立キャピタル（株）
（株）ピノス
（株）ビバ
（株）ファイブスターフーズ
（株）Ｆｉｖｅ　Ｌｉｎｅ
（株）ｆａｎ’ｓ
（株）ブイ・トピア
フィットイージー（株）
（株）Fast Fitness Japan
（公財）フィットネス２１事業団
（株）フィットネスビズ
（株）フィットネスワン
（株）フォーライフメディカル
（株）フクシ・エンタープライズ
（株）フジ・スポーツ＆フィットネス
（株）BravoDesign
プランドゥシー・メディカル（株）
（株）プロジェクションワークアウト
（合）プロスペラーダ
（株）ベストアプローチ
ベストパートナー（株）
（株）ベストライフ
（株）ベッケン
ベラジオコーポレーション（株）
（株）ヘルスアンドフィットネス
牧野スポーツクラブ
（株）マダムテルコ
マックスポーツ（株）
（株）マリーナ
ミズノスポーツサービス（株）
（株）明治スポーツプラザ
（株）メディカルヘルスプラザ
モトヤマスポーツ（株）
（株）ヤマウチ
ＲＩＺＡＰ（株）
（株）ライブスポーツ
（株）ライフリレーション
緑地スポーツクラブ（株）
（株）ルネサンス
（株）ワールドフィット
（株）ワールドプラス
（株）ワールドワークス
（株）ワカヤマアスレティックス
（株）ワコーインターナショナル
（株）わらわら

愛仁会リハビリテーション病院
赤坂鍼灸整骨院
（株）アクティブ
（株）アクティブライフ
旭区清水整骨院
芦屋いいだ内科クリニック
アトラ（株）
いいだ鍼灸整骨院
（医）医誠会病院
板垣整骨院
いな整骨院
いやし整骨院
イロドリ整骨院
（福）ウェルＮＣ
うつみ接骨院
（医）永広会
愛媛生協病院
（公財）近江兄弟社　メディカルフィットネスセンター　ヴォーリズ
大阪美容クリニック
おじまクリニック
（医）オレンジ
からだケアパーク
（医）貴島会
Ｃｕｒｅ鍼灸院
京井鍼灸整骨院

共和メディカル（株）
近鉄スマイルライフ（株）
（株）グッド
（株）クレド
くろいわ整骨院
（有）クローバーホーム
（有）ケー・アンド・ビーインターナショナル
（福）光耀会　就労継続支援Ｂ型事業所スクラム
心の輝き（合）
国境なきリハ団
（株）コンディショニングラボ
（医）さとに田園クリニック
（株）サニーズ・メディカル・コンサルティング・マネジメント
（株）JEPY
しおの整骨院
（医）自由会
（医）昭友会　たなかクリニック
すみれ鍼灸整骨院
清風会茨木病院
（一社）清和会　笠岡第一病院
（有）太極堂接骨院
（株）大理
高村病院
たにやま鍼灸整骨院
たぶち鍼灸接骨院
（独）地域医療機能推進機構（ＪＣＨＯ）　星ヶ丘医療センター
（株）ツクイ
辻田接骨院
Ｔ．Ｄ．Ｇｒｏｗ
Tonami　Medical　Systems
なかきた鍼灸整骨院
（医）中村整形外科リハビリクリニック
（株）ナチュラル
ナチュラルケア鍼灸整骨院
のぶ鍼灸院
バウムメディカルフィットネス倶楽部
針小路接骨院
春江中央カイロプラクティック院
B＆S航平整骨院
ＢＲＡメディカルフィットネス
（株）ビーネ
ひかり鍼灸整骨院
ひぐちしんきゅう院
姫島みずほ苑
（福）博乃会
（株）フィジカル・アイ
（株）ForAllAthlete
福祥福祉会
（株）プライド
（株）ヘルシーワールド
（株）Ｈｅａｌｔｈ　Ｐｌｕｓ
（株）豊泉家
歩行リハビリセンターHOKORU琴平
丸太町リハビリテーションクリニック
三山木鍼灸整骨院
（一財）村上整形外科クリニック
（株）名鉄ライフサポート
（株）メディカルアート
ｍｅｄｉｃａｌ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ　ＴＡＤＡＳＨＩ
（株）YAGI　SPORTS
やす整形外科クリニック
（株）ＹＡＮＥＳＥＫＯ
湯村鍼灸整骨院
よしかわ矯正歯科クリニック
（株）ライフケアサポート
（株）ライフパートナー
（株）リハケア
リハビリ整体＆トレーニングJump
（医）黎明会　メディカル＆フィットネスアクオ
（株）ＹＭＳ
和の明朗堂　まえの治療院

（株）アイ．シー．シー
アクサス（株）
アサヒスポーツ店
（株）アシックス
アシックスジャパン（株）
Asuka（株）
（株）アズプランニング
アダナス通商（株）
（株）アドヴァンシング
アマゾンジャパン（合）
（株）アリゼ
（有）アリモトスポーツ
アルゴグローバル（株）
（株）アルペン
（株）ｅＳＰＯＲＴＳ
（株）イモト
（株）ウイズコーポレーション
（株）ウィズワン
（株）ＷＩＮＤＯＷ　ＤＥＳＩＧＮ
（株）ウェルネス・アドバンス
（株）栄光スポーツ
（株）エーディーシー
（株）エスエスケイ
（株）エディオン
エフ・エス（株）
（株）エル・ローズ
（株）鴎州コーポレーション
（株）オーアンドケー
（株）オーケースポーツ
（株）オカダスポーツ
（株）ＯＮＩ
（株）カノン

岸田スポーツ
（有）キドスポーツ
共栄堂スポーツ
（株）近鉄百貨店
（株）クラシコ
（株）GLOBAL
（株）Quiet　Hills
Ｋ－ＡＣＴＩＶＥ
（株）Ｋ’ｓビジネスサービス
（株）コアプラスワン
（株）好日山荘
コート（合）
（株）ゴーフィールドジャパン
小西マーク（株）
（株）ゴルフパートナー
（株）ササクラスポーツ社
（株）ザナックス
（株）三愛
（株）サンクト・ジャパン
（株）サントー
（株）サントーワ
サンメイトスポーツ（株）
（有）サンヨー
ＧＳスポーツ
ジェイクラブ（株）
ＺＩＰ（株）
（株）シマノ
（株）ジョイントメディア
ジョブ・クローバー（株）
（株）シルベスト
（株）スーパースポーツカンパニー
（株）ＳＴＡＧＥ
Ｓｔｒｉｎｇ　ｈｏｕｓｅ　Ｌｉｅｎ
（株）スポーツアクト
（株）スポーツショップキムラ
（株）スポーツタカハシ
（有）スポーツマツヤマ
（株）スポーツマン
（株）スポタカビズ
ゼット（株）
（株）ＺＯ
セノー（株）
Seven　Rays
太陽スポーツ（株）
（株）ダイレクト・ショップ
（株）ダックビル・エンタテイメント
（株）玉屋
（株）ＴＡＬＡＲＩＡ
（株）ダンロップスポーツマーケティング
（株）チクロスポルティーバ
（有）辻井スポーツ
デカトロンジャパン（株）
（株）デサント
Ｔｅｎｎｉｓ　Ｓｈｏｐ　ＪＯＹ＆ＦＵＮ
（株）電通
トゥールコーポレーション（株）
（株）東急スポーツオアシス
東洋紡（株）
（株）ドーム
（株）ドームユナイテッド
（株）ドリームファクトリー
（株）ナチュラム
ニッキー（株）
ニッケ商事（株）
日本ユニシス（株）
博多阪急
（株）ハスラック
パナソニック（株）
（株）パワースティション大阪
（株）阪急阪神百貨店
（株）阪神コンテンツリンク
（株）ビーラン
平川商事
ファイテン（株）
（有）フィールドハウス
（株）フジックス
（株）プチスポーツ
（株）フラスコ100cc
（株）ブローバック
（株）プロフェッショナルトレーナーズチーム

（株）勉強堂
ベンゼネラル（株）
（株）ポッポヤ
ＢＯＤＹＭＡＫＥＲ（株）
（株）マツダスポーツ
（株）丸五
（株）マルニデザイン
ミズノ（株）
みずわ工業（株）
（合）みらいBASE
（株）ムラサキスポーツ
（株）梅丹本舗
（株）モリヤマスポーツ
（株）ＭＯＮ　ＰＯＷＥＲ
（株）ヤマダ電機
山本光学（株）
（株）横田運動具店
ライト（株）
（株）LASIN
（有）ＲＯＶＥＸ
ロックスタージャパン（株）
ワールドＵＳ
（株）和信

アーカンソー州政府日本事務所
愛知大学
（株）アイナックコーポレーション
あべの翔学高等学校
（公財）尼崎市スポーツ振興事業団
池田市教育委員会
（一社）池田みどりスポーツ財団
（一社）日本の技術をいのちのために委員会
岩内町役場
（株）FC大阪
大分県大阪事務所
NPO法人オー・エイチ・ピー
（学）日本教育財団　大阪医専
（学）大阪経済大学
大阪工業大学
（一財）大阪港湾福利厚生協会
（公財）大阪産業局
大阪産業大学
大阪市経済戦略局
大阪市都市整備局
（学）大阪社会体育専門学校
（学）専修学校大阪社体スポーツ専門学校
大阪商工会議所
大阪市立大学
（一財）大阪スポーツみどり財団
大阪成蹊大学
大阪体育大学
大阪大学
大阪府警察
大阪ＹＭＣＡ
（一社）オープンゲート　スポーツクラブ
（一社）岡山県サッカー協会
（公財）沖縄県体育協会
オリックス（株）
（一財）カケンテストセンター
（公財）春日井市スポーツ・ふれあい財団
門真国際映画祭実行委員会
神奈川大学
金沢文化スポーツコミッション
（株）からだにいいこと
関西学院千里国際高等部・中等部
（一社）関西学生アメリカンフットボール連盟
（公社）関西経済連合会
関西広域連合
関西テレビ放送（株）
環太平洋大学
（株）ガンバ大阪
紀の国はまゆう
京田辺市教育委員会
京都産業大学
（公財）京都市スポーツ協会
京都大学大学院
京都薬科大学
清須市

近畿経済産業局
近畿大学
（一財）玖珂町体育施設等管理協会
経済産業省
甲南女子大学
神戸市交通局
（大）神戸大学
（公財）神戸YMCAファミリーウエルネスセンター
（一社）国際エクササイズコーディネーター協会
国土交通省
（公社）笹川スポーツ財団
（学）佐藤学園　ＯＢＭリサーチセンター
（学）三幸学園
（株）JR西日本コミュニケーションズ
（公財）ＪＫＡ
滋賀県庁
（学）四国大学
四国大学・四国大学短期大学部
（一社）スポーツ・イノベーション・アライアンス東北
スポーツコミッション関西
（株）スマートスポーツエンターテイメント
摂南大学
（株）セリアジョブ
（一社）セレッソ大阪スポーツクラブ
（一社）大学スポーツコンソーシアムＫＡＮＳＡＩ
Ｄｙｎａｍｉｃ　ＢＵＳＡＮ
高石市役所
（一財）朝陽学院
（株）つくろう堺市民球団
（有）ティオ・インパナ
（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
同志社大学
（株）栃木ブレックス
（一財）鳥取県水泳連盟
（公財）富山市体育協会
（有）ドリームスポーツキッズ
富田林市消防本部
（公財）長岡京市スポーツ協会
名古屋市障害者スポーツセンター
名古屋商工会議所
（公社）2025年日本国際博覧会協会
ＮＰＯ法人日本キネシオン協会
ＮＰＯ法人日本健康運動指導士会
（独）日本スポーツ振興センター
（株）日本政策金融公庫
（株）日本政策投資銀行
ＮＰＯ法人日本成人病予防協会
（一社）日本ラクロス協会
（株）阪神タイガース
彦根市役所
（株）姫路ヴィクトリーナ
（株）ヒューマンコンパス
兵庫県警察
（一社）兵庫県サッカー協会
（一社）兵庫再生可能エネルギー推進協議会
（株）兵庫プロバスケットボールクラブ
枚方市立第四中学校
（公財）ひろしま産業振興機構
広島大学
Ｆｉｆｔｙ－ｓｉｘｅｒ’ｓ
福岡リゾート＆スポーツ専門学校
（有）プランニング近畿
（株）フロンティア
ＮＰＯ法人ＭＹフィットネス道
（学）松商學園　松商學園高等學校
武庫川女子大学
（一社）メディカルウェルネス協会
桃山学院大学
森ノ宮医療学園
（公社）八尾体育振興会
（学）履正社　履正社医療スポーツ専門学校
（学）立命館
立命館大学
龍谷大学
（一社）ルートプラス
（公財）わかやま産業振興財団

フィットネスクラブ・健康増進施設

病院・介護・福祉施設

小売流通・問屋・卸・通販

自治体・学校・協会・競技団体

・・・・

（SPORTEC WEST2019 来場者データより）

※一部抜粋

本展は、フィットネス・スポーツ・健康産業に関わる有力な来場者との具体的な新規商談・ネットワーキングの場です。
前回（201９年）出展企業の成果 （一部抜粋・順不同）

（有）クラブクリエイト 長谷川体育施設（株）
取扱製品：スポーツ施設の企画、設計、施工、メンテナンス取扱製品：動的ストレッチマシン「Reflexible（リフレキシブル）」

（株）Real Style
取扱製品：ビーレジェンド プロテイン

（株）アクシス
取扱製品：BODY MAKE 4D（ボディメイク4D）
　　　　 『塗る筋トレクリーム』、他美容関連用品

夢・ドリーム（株）
取扱製品：スポーツ合宿所

（株）BJC
取扱製品：クロスフィットトレーナーAYAとの
　　　　  コラボソックス「エアライズ」・その他美容関連商品

（有）フィットネスアポロ社
取扱製品：DRAX社製品フィットネスマシンフルラインナップ

○今までコンタクトの無かった関
西圏中心の整骨院、整形外科、内
科、パーソナルジム、フィットネス
クラブと有益な名刺交換が約70
件、その中でも10件の検討企業
とのコンタクトが取れた。

○熱中症対策人工芝冷却VIUシステム、スケートボードパーク企画施工、投
てき対応人工芝などを出展。スポーツに対する関心が高まっているなか、
トップアスリートをはじめスポー
ツを楽しむ全ての人が快適に利
用できる環境をご提案した。
○多くの関係者に興味を持ってい
ただき、ご提案をさせていただ
いた。

○SPORTECは東京・大阪と出展をし、知名度はかなり上がった。関東地方か
らのお問合せ・予約が多く
なったが、合宿所が熊本県の
ため大阪での出展は、関西地
区の方からの問合せも多く、
より関東より近いために短期
合宿などの案件もあり、成果
を十分に感じられた。

○会期中、展示商品の実演デモンストレーションや販売・PRセミナーを行
い、今まで交流がなかったスポーツ業界の方に興味を持っていただき交
流・商談した。「エアライズ」の商品認知も上げ
ることができた。
○特に AYAさんのパネルを見て、フィットネス・
ウエア関係の企業からコラボソックス「エアラ
イズ」について好反応を得られた。また、後日開
催したAYAさんとのトークショーへも多くの方
に足を運んでいただくきっかけ作りができた。

（株）プライムエデュケーション
取扱製品：フィットネスバーチャルシステム
　　　　  「ラディカルVIRTUAL（バーチャル）」

○主力ブランドである「ビーレ
ジェンドプロテイン」の試飲販
売会、新作発表会、サポート選
手を招いてのトークショー、
じゃんけん大会等のイベントを
実施し、毎回非常に多くのお客
様に足を運んでいただいた。
○その中で約5000杯の試飲
が取れ、良いPRの場となっ
た。

○新規商品の販促を中心に実
施。関西地区・中国地区の
フィットネスクラブ、パーソ
ナルジム、または新規業態
の会社様などとの有益な名
刺交換が約50件、その中で
も5件の商品導入の見込み
が取れた。

○SPORTEC WESTではDRAX社製品を集中的に出展したため
フィットネスクラブの引き合いが多く見受けられた。東京で開催され
るSPORTECとは異なり、関西近郊フィットネスクラブの責任者以
外に、施設のオペレーションに携わっているト
レーナーの方達も参加されており、実際の現
場の意見をいただけ、今後の開発や商品選定
など有意義な展示会でもあった。

○期間中の名刺交換が250社程度で、その後12
社との商談が進行中で約5,000万円の売上
げ見込みが取れている。

○会期中、展示商品の実演デモンストレーションや販売を行い、スポーツジ
ム・ヨガスタジオ・ドラックスト
ア・整骨院・整体院などの企業や
プロスポーツ選手から好反応を
得られ、約25名の有益な顧客と
名刺交換ができた。
　また、会期中販売で、80万円の売
り上げを上げることができた。

来 場 者 地 域 属 性

北海道 0.1%

東北 0.2%

関東 6.8%

中部 6.2%

近畿
76.9%

中国
3.9%

四国
2.1%

九州・
沖縄
2.6%

海外
1.2%

製品・サービスの導入に関して

導入権限を
持っている
24.0%特に関与しない

32.1%

導入する際の
中心的な
役割である
18.1%

導入検討
メンバーで一部権限、
発言権を持っている

25.8%




