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東京ビッグサイト 青海展示棟会　 場

会　 期 2020年11月24日 26日～（火） （木）

東京オリパラ後に、15兆円産業に向けて拡大する
スポーツビジネスの日本最大級の専門展

出展募集要項2020年11月開催

スタジアム・アリーナ・スポーツ施設向け設備・サービス専門展

第
6
回
スポーツファシリティ
EXPO

第
7
回
スポーツイベントサービス
EXPO SPOEV

SPORTS EVENT SERVICE EXPO

第
2
回
スポーツ
エンターテイメントEXPO

2.7

小間数
1～3小間

料金（税別）
￥３6０,000／1小間

9小間 以上 ￥33０,０00／1小間
4～8小間 ￥35０,０00／1小間

※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。

●出展規定は別紙展示会出展申込書の裏面にございます規定を
　遵守ください。
●後日出展社マニュアルをお渡しします。マニュアルの中にあります、
　会場規定に沿ってご準備いただきます。

●1小間：間口3.0m×奥行2.7m（8.1㎡）

■ 1枠  30分 ¥75,000（税別）／45分 ¥100,000（税別）
■ 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

¥40,000（税別）／角

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PRセミナー』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。

2小間 2小間

3小間 4小間

※2020年4月30日（木）までに通常ブース（1小間／8.1㎡）をお申込みの方は、1小間／¥30,000（税別）の早期割引が適用になります。
※2020年4月30日（木）までに2小間以上をお申込みの企業は、角小間料金（￥40,000（税別））1角分を無料にてご提供します。 

●1小間：間口2.0m×奥行1.5m

●1小間：¥240,000（税別）

●システム壁（白）　 ●社名看板（40文字）　●長テーブル（W1500）
●パイプイス 1脚　　●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。

Ⓡ

Ⓡ

Ⓡ

同時開催 レジャージャパン2020レジャージャパン2020
レジャー施設向けアトラクション・アクティビティ・演出設備・サービス展

SPORTEC事務局 東京都新宿区荒木町20-21 インテック88ビル9階

1.5m

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。
２０20年4月30日

早期割引期間
2020年9月中旬

出展社説明会
2020年10月中旬

各種書類提出
2020年10月中旬

プロモーション開始
2020年11月22日（日）・23日（月）

搬入・設営

2020年11月26日（木）

展示会終了後、撤去

2020年
11月24日（火）～26日（木）

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1角分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。

2020年は、日本最大のレジャー・アトラクションの専門展と同時開催決定



日本のスポーツ産業活性化のため、世界中から有力企業・団体が参加するスポーツ専門展です。
SPORTEC2019（5月、7月開催） 会場風景



は前回（2019年）より出展社数が2倍に拡大! 380社  が出展します!
会場レイアウト（イメージ）

総合受付

Ⓡ

出 展 社 来場対象者商談内容
以下の商品・サービスを

取扱う企業
● スタジアム・アリーナ運営・
　管理者
● 屋内外スポーツ施設管理者
● プロスポーツ団体・
　リーグチーム
● 競技団体・スポーツクラブ
● エンターテイメント・
　イベント企画会社
● 官公庁・地方自治体
● 観光団体・観光事業者
● ゼネコン・
　建築設計事務所
● 大学・学校・研究機関
● テーマパーク・公園・
　屋外レジャー施設管理者
● スポーツ・レジャー
　関係者

● スポーツ施設設備·機器
● レジャー設備・公園設備
● 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
● トレーニング機器
● イベント向け設備・備品
● スポーツコミッション・
　スポーツ団体
● グッズ・ノベルティ
● ICT機器·サービス
● イベント企画・運営

スポーツ・レジャー
設備導入・大会相談
運動施設設備·
機器導入打合せ

演出設備・
ICT機器の提案

ファングッズ·サービス
見積・発注

集客・
ファンエンゲージメント相談

スタジアム·アリーナの
施設管理·
運営手法相談

など

など

運動施設改修・
補修・増設依頼

国内有数のスポーツイベント・レジャー産業の商談展になります。

本展は商談・納入打合せのための展示会です。東京ビッグサイト 青海展示棟

実績

実績

出展社数・来場者数の目標

LIGHTING PRODUCTION TECHNOLOGY EXPO LIPREX

レジャー施設向け光設備・演出専門展

光演出技術EXPO第
５
回LIPREXLIPREX
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※同時開催含む

※同時開催含む

※
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28,000名※

30,000名※
※

（※）

スポーツ
ファシリティ
EXPO

第6回

スタジアム・アリーナ・体育館などの
スポーツ施設向け設備専門展

出展対象
● 建築・設計サービス
● コンサルティング
　（資金調達・運営・改修）
● メンテナンス・リノベーション技術
● 施設管理・運営サポート
● スポーツ設備・建材・機器
● フィットネス・トレーニング機器
● 入退場管理システム
● グラウンド・プール設備
● セキュリティ・監視モニター
● AED・救急救命設備
● テロ対策・防災設備・非常食

スポーツ
エンターテインメント
EXPO

第2回

スポーツ×エンタメ向けサービス・機器・用品専門展

出展対象

出展対象

● ファンサービス・
　会員管理システム
● 音響・照明・演出設備
● モニター・スクリーン
● ユニフォーム・チームウェア
● グッズ・ノベルティ
● 配信サービス・コンテンツ
● ICT機器・Wi-Fiサービス
● AR/VR
● e-SPORTS支援サービス
● キャスティング・
　人材紹介サービス
● フードコートサービス

スポーツイベント
サービス
EXPO

第7回

スポーツ大会などのスポーツイベント支援の
ため技術・サービス専門展

出展対象
● スポーツイベント支援・
　運営サービス
● ゼッケン・スタッフウェア
● コンテンツホルダー
● スポーツコミッション・観光団体
● スポーツ振興支援・助成金サービス
● スポーツ・レジャー・合宿施設
● インバウンド対策
　（多言語対応、決済、保険、他）
● イベント企画会社、映画企画
● ご当地グッズ、おみやげ

SPOEV
SPORTS EVENT SERVICE EXPO

同 時 開 催

レジャージャパン2020レジャージャパン2020
レジャー施設向けアトラクション・
アクティビティ・演出設備・サービス展

● アトラクション
● 運営サービス
● レジャープール
● イルミネーション

● お土産＆ノベルティ
● レジャー向け集客
　コンテンツ・
　各種サービス・グッズ

● 照明機材・機器
● イルミネーション
● 特殊効果

● AR/VR コンテンツ
● プロジェクションマッピング
● その他演出・舞台機材

● アスレチック設備、
   スポーツ
　アクティビティ
● 屋外運動設備・屋外遊具

● 体感ゲーム
● 子供向け遊具・設備
● 公園舗装材・芝
● 水景設備・設計

※旧称：ライブ&
シアターEXPO

※旧称：レジャー&
アウトドアEXPO

テーマパーク・レジャー施設開発・運営のための設備・サービス専門展

JAPAN THEME PARK EXPO PARX

第
６
回

®

パーク&アウトドアEXPO
屋外施設・公園・アウトドア向け設備・サービス専門展

PARK & OUTDOOR EXPO POEXPOEX

第
４
回POEX

PARK & OUTDOOR EXPO

25,000名の専門家が来場



◆ 前回（2019年5月、7月）来場企業（一部抜粋）

本展は、スタジアム＆アリーナなどのスポーツ施設運営・スポーツチーム運営・スポーツイベント関係者25,000名との商談の場です。

アイレクススポーツライフ（株）
ＡＯＨＬＤＧＳ（株）
（株）アクトス
（株）アピアスポーツクラブ
（株）アルペン
イオンリテール（株）
（株）イトマンスイミングスクール
（株）イナホスポーツ
ＩＮＳＰＡ横浜
（株）ウェルネスフロンティア
ウェルビィ・ジャパン（株）
ＨＰＳ（株）
（株）エイム
（株）エイワンスポーツプラザ
（株）エクセントロイヤル
（株）ＳＲＥ
エスタ（株）
（株）ＳＰヘルスパートナーズ
（株）Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ
（株）エヌエーシーシステム
（株）オアシスグループ
（株）オークウエルネスサービス
（株）オークスベストフィットネス
（株）オージースポーツ
（株）カーブスジャパン
（株）ＫＡＮコーポレーション
（株）グラン・スポール
（株）グローバル・ユナイテッド
（株）ゲオコンサルティング
コナミスポーツ（株）
（株）ザ・スポーツコネクション
（株）ザ・ビッグスポーツ
（株）サップス
（株）ザフォウルビ
サンスポーツ（株）
ＪＲ東日本スポーツ（株）
（株）ジェイエスエス
（株）ジョイフルアスレティッククラブ
シンコースポーツ（株）
（株）シンワ・スポーツ・サービス
（株）ＴＨＩＮＫフィットネス
（株）スポーツクラブ・ヴイテン
スポーツクラブＮＡＳ（株）
（株）スポーツクラブジャンプ
スポーツクラブ新田塚アーク
（株）スポーツプロジェクト
（株）スマートフィットネス
住友不動産エスフォルタ（株）
西部ガス興商（株）
西武レクリエーション（株）
セントラルスポーツ（株）
（株）大丸プランニング
（株）ダイヤモンド・アスレティクス
（株）ダンロップスポーツウェルネス
（株）ティップネス
（株）テトラフィット
（株）ドゥ・スポーツプラザ
（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
東急スポーツシステム（株）
（株）東京アスレティッククラブ
（株）東京ドームスポーツ
（株）東祥
（株）東武スポーツ
（株）ながでんウェルネス
（株）南海スポーツ企画
（株）ニチガスクリエート
日本製粉スポーツ事業（株）
（株）ニュー・オータニ
ＮＥＸＵＳホールディングス（株）
野村不動産ライフ＆スポーツ（株）
（株）パーソンアンドパーソンスタッフ
（株）ハイパーフィットネス
（株）パジャスポーツ
（株）Ｐａｄｅｌ　Ａｓｉａ
パワーウェルネス・ジャパン（株）
（株）ピーウォッシュ
ｂ－ｍｏｎｓｔｅｒ（株）
（株）ヒカリ
（株）ビッグツリー
（株）ビッグベアージム
（株）ビバスポーツ
（株）ビボ・ファースト
（株）ブイ・シー・エヌ
（株）ブイ・トピア
合同会社フィジカルボディ
フィットイージー（株）
（株）フィットネスワールド
（特非）フォルダ
（株）フジ・スポーツ＆フィットネス
フジヤマフィットネスヴィーナスライフ
ＦＬＵＸＣＯＮＤＩＴＩＯＮＩＮＧＳ
ＦＬＵＸ　ＬＩＦＥ（株）
（株）ブルーアースジャパン
プレミアムサポート（株）
（株）文教センター
（株）ベルモール
ＢｏｄｙＭａｋｅＳｔｕｄｉｏＭＯＶＥ
ミズノ（株）
ミズノスポーツサービス（株）
（株）明治スポーツプラザ
ＲＩＺＡＰ（株）
（株）ＬＩＦＥＣＲＥＡＴＥ
（株）ラック
（株）リーチ
（株）ルネサンス
（株）ロンド・スポーツ
（株）わらわら

（株）アート・スポーツ
（株）アイケイ
アシックスジャパン（株）

（株）アダストリア
アマゾンジャパン（合）
（株）アルペン
有川貿易（株）
アルゴグローバル（株）
（株）ｅＳＰＯＲＴＳ
イオン北海道（株）
イオンリテール（株）
伊藤忠ファッションシステム（株）
（株）イトーヨーカ堂
（株）岩田屋三越
イトーヨーカドウ
（株）ヴィクトリア
ウェルネスキット（株）
ａｕコマース＆ライフ（株）
（株）エコーフィット
（株）エスエスケイ
（株）エディオン
（株）ＦｉＮＣ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
（株）オークローンマーケティング
（株）オーム電機
（株）オールマーケットジャパン
（株）小田急百貨店
（株）オッシュマンズ・ジャパン
カタセ（株）
（株）カタログハウス
（株）ＱＶＣジャパン
（株）杏林堂薬局
（株）近鉄百貨店
（株）京王百貨店
コストコホールセールジャパン（株）
（株）コナミスポーツライフ
（株）ＳＩＧＨＴＺ
（株）ザナックス
（株）サムシャイン
（株）三友商事
（株）サンリオ
（株）ジェイアール東海髙島屋
（株）ジャパンヘルス
（株）ジャパンマーケットプレイス
シャレコ（株）
ジュピターショップチャンネル（株）
（株）シルキースタイル
（株）スクロール
ゼット（株）
セノー（株）
ゼビオ（株）
（株）セブン＆アイホールディングス
（株）センテンス
（株）そごう・西武
（株）大丸松坂屋百貨店
（株）ダイヤモンドマーク
（株）ダイレクト・ショップ
（株）Ｔ＆Ｓ
（合）ＤＭＭ．ｃｏｍ
（株）ＴＢＳグロウディア
（株）ＴＳＩグルーヴアンドスポーツ
（株）ディノス・セシール
（株）東急スポーツオアシス
（株）東急ハンズ
（株）東急百貨店
（株）東京富士弘宣
（株）ときわスポーツ
（株）トップインターナショナル
豊通ファッションエクスプレス（株）
（株）トレンドマスター
（株）ドン・キホーテ
（株）ニシ・スポーツ
（株）ニシオスポーツ
（株）西松屋チェーン
（株）日テレ７
日本出版販売（株）
日本テレビ放送網（株）
ニューワールド（株）
ノマドスタイル（株）
（株）ハイマウント
（株）阪急阪神百貨店
（株）ビックカメラ
（株）福田屋百貨店
（株）フジ・プラント
プラタナスの木（株）
（株）プロデュース・オン・デマンド
（株）ベイシア電器
（合）ＢＥＳＴ　ＬＩＦＥ
（株）ヘルスコネクト
ベンゼネラル（株）
（株）前原スポーツ
（株）丸井
（株）丸広百貨店
（株）ミスターマックス
ミズノ（株）
（株）三越伊勢丹
ミニッツシステム開発（株）
（株）ムラサキスポーツ
明光通商（株）
（株）名鉄百貨店
（株）メガスポーツ
（株）メディアワークス・ブルーム
（株）メディプレスト
モダンロイヤル（株）
（株）ヤマダ電機
（株）ヨシヅヤ
（株）ヨドバシカメラ
（株）読売エージェンシー
ＲＩＺＡＰ（株）
ライシン（株）
（株）ライフアドシステム
（株）レザックス
（株）レスターホールディングス
（株）ローソン
（株）ロッピングライフ
（株）ロフト
ワイティープロダクト（株）
（株）ワコール

（福）愛寿会
（医）愛和会
Ａｚａｂｕ整骨院

アスカ接骨院
アトラ（株）
（医）AR-Ex尾山台整形外科
（公社）石川接骨院
石橋整骨院
（福）いずみの苑
（医）社団道友会そはら整形外科
（医）永研会
ＡＳ整体＆コンディショニング
（医）おくがわ小児クリニック
たか接骨院梅郷院
河童堂鍼灸院
接骨院　かとう
かねこ接骨院
（医）明和会　亀田病院
木下の介護
きむら整骨院
（株）近畿予防医学研究所
ＫＳＫ整骨院
（医）敬和会
（医）財団興学会
河野歯科医院
（医）近藤クリニック
ささき鍼灸整骨院
サムライ整体院　新都心本院
（医）三愛会
（有）サンテ動物病院
塩澤整骨院
（医）至仁会
（公社）静岡県柔道整復師会　アカイケ鍼灸接骨院
しのざき整形外科
（社）島田療育センター
しまづ鍼灸院
（福）寿心会特養フォーライフ桃郷
（学）順天堂大学医学部附属練馬病院
城東スポーツ整形クリニック
新宿歯科
（医）新町クリニック
（有）するが薬局
（医）聖マリアンナ医科大学病院
ＳＯＭＰＯホールディングス（株）
太極堂接骨院
（学）高崎健康福祉大学附属クリニック
立川カイロプラクティック
千葉きぼーるクリニック
（公社）千葉県鍼灸師会
千葉接骨院
治療院くら
（公財）つくば総合健診センター
（公財）筑波メディカルセンター
つるせ整形外科
（学）東京医科大学病院
東海大学大磯病院
（医）社団桃和会
（医）優駿会Ｄｒ．Ｋクリニック
（医）社団優駿会　Ｄｒ．Ｋクリニック
とも鍼灸マッサージ治療室
（医）耀風会　仲野整形外科
中丸接骨院
名護市スポーツリハビリテーションセンター
（福）西日本至福会
日中福祉医療トータルサービス
ニチイ学館（株）
のどか鍼灸接骨院
バーオソル協会
パーク歯科クリニック
花みずき整骨院
バレトンアカデミー山形
ひなた鍼灸マッサージ治療院
（株）ピノキオ薬局
（株）福祉のひろば
富家病院
（福）佛子園
船橋なごみ整骨院
ぶばいオハナ歯科
ペキン治療院＆せつ接骨院
まえた鍼灸治療院
（ＮＰＯ法人）真ごころ
まつくら接骨院
（福）三笠苑
（医）成煌会瑞江整形外科
みなみ野循環器病院
南大和病院
（一財）三宅医学研究所
（医）田中会　武蔵丘病院
めかる鍼灸治療院
（医）黎明会　メディカル＆フィットネス　アクオ
メディカルケアサービス（株）
ももの木整骨院
森歯科医院
（医）安岡医院
山口歯科クリニック
（福）有隣協会
湯澤整形外科リハビリクリニック
横浜ＳＥＥＤ整骨院
（医）秀慈会
両新田スポーツ整骨院
緑園都市整骨院
わせだスポーツ鍼灸治療院

（学）愛知学院大学
（学）愛知淑徳学園
（学）朝陽学院
（学）亜細亜大学
イーストウエスト外国語専門学校
（学）桜美林大学
（学）大阪国際大学
（大）岡山大学
（学）片柳学園
（学）神奈川大学
（大）鹿屋体育大学
（学）環太平洋大学
（学）関東職業能力開発大学校
（学）北里大学
（学）岐阜女子大学
（学）九州産業大学
（学）京都産業大学
（学）慶應義塾大学

（学）幸福の科学学園
（大）神戸大学
（一社）国際ＩＢＬＰアカデミー
（学）国士舘大学
（学）五島育英会
（学）駒澤大学
（学）智香寺学園　埼玉工業大学
自衛隊体育学校
（学）立志舎
（学）実践女子学園
（学）首都大学東京
（学）順天堂大学
（学）昭和大学
（学）聖マリアンナ医科大学
（学）高崎健康福祉大学
（株）千葉アスリートアカデミー
（学）中京大学
（大）筑波大学
（学）帝京科学大学
（学）帝京平成大学
デジタルハリウッド大学
（学）東海大学
東海大学付属相模高等学校
（大）東京工業大学
（大）東京大学
（学）東京電機大学
（学）日本歯科大学
（学）日本女子体育大学
（学）日本体育大学
（学）日本大学
（学）日本薬科大学
（大）一橋大学
（学）法政大学
（学）北海道メディカル・スポーツ専門学校
（学）後藤学園　武蔵丘短期大学
目白大学
（学）吉田学園
（学）早稲田大学

（株）アークノハラ
（株）アイチコーポレーション
朝日ガスエナジー（株）
（株）梓設計
（株）安藤・間
（株）石本建築事務所
（株）イトーキマーケットスペース
イビデンエンジニアリング（株）
（株）インスピレーション
（株）UG都市建築
エイブル（株）
（株）エイムクリエイツ
（株）エコテック
SMB建材（株）
（株）ＮＳＰプランニング
（株）NTTファシリティーズ中央
江間忠木材（株）
（株）OLC JAPAN
（株）大林組
（株）大林通商
（株）オール
（株）岡三リビック
（株）オカムラ
快工房（株）
鹿島建設（株）
鹿島道路（株）
川田建設（株）
川本工業（株）
関西電力（株）
（株）関電工
木内建設（株）
（株）九電工
共立建設（株）
（株）熊谷組
（株）グリーバル
（株）グリーンマスターズ清水
クリエイティブフィナンシャルマーケティング（株）
栗田工業（株）
クリヤマ（株）
（株）クレスト
コトブキシーティング（株）
（株）コトブキ
（株）駒井ハルテック
五洋建設（株）
佐藤工業（株）
（株）佐藤総合計画
サラヤ環境デザイン（株）
三英電業（株）
三協立山（株）
三協マテリアル
三金興業（株）
三光ソフランホールディングス（株）
三洋工業（株）
（株）三洋工業東北システム
（株）三和エフエムデザイン
GEMインターナショナル（株）
（株）ジーキャピタル
ジースマートジャパン（株）
シェル商事（株）
（株）塩浜工業
清水建設（株）
（株）新昭和
（株）住ゴム産業
住友林業（株）
（株）世紀東急工業
西武建設（株）
（株）錢高組
（株）大建設計
大成有楽不動産（株）
大日本土木（株）
太陽工業（株）
大和ハウス工業（株）
大和リース（株）
高野大地建築企画
（株）竹中工務店
（株）田中建築事務所
（株）田名部組
（株）丹青社
茅ヶ崎スマートウエルネスパーク（株）

中央宣伝企画（株）
中立電機（株）
長永スポーツ工業（株）
（株）TTK
電音エンジニアリング（株）
（株）デンケン
（株）店研創意
東亜道路工業（株）
東京鋼鐵（株）
東芝ソシオシステムズ（株）
（株）東畑建築事務所
東洋グリーン（株）
東リ（株）
（株）東和エンジニアリング
戸田建設（株）
（株）トラスト・ファイブ
（株）トレーラーハウスデベロップメント
（株）内藤ハウス
（株）長沢製作所
成田国際空港（株）
南海ビルサービス（株）
西尾レントオール（株）
ニッケイ（株）
（株）日建設計
日勝スポーツ工業（株）
日綜産業（株）
日鉄エンジニアリング（株）
（株）日展
日東工業（株）
（株）NIPPO
日本土地建物（株）
日本ヒルティ（株）
日本メックス（株）
（株）庭建
野原ホールディングス（株）
パシフィックコンサルタンツ（株）
長谷川体育施設（株）
ハッポー化学工業（株）
（株）原商
（株）阪急デザインシステムズ
（株）バンケット・プランニング
阪神園芸（株）
（株）フジタ
（株）船場
（株）ブラーボデザイン
フロンティアコンストラクション＆パートナーズ（株）
（株）ベスト
（株）松田平田設計
松原産業（株）
三菱電機ビルテクノサービス（株）
（株）宮沢建設
（株）ムラヤマ
（株）明豊ファシリティワークス
（株）山下設計
（株）山下PMC
（株）ヤマチコーポレーション
横浜ゴムＭＢジャパン㈱
リコージャパン（株）
（株）立教ファシリティマネジメント
（株）菱晃
菱和設備（株）
六興電気（株）
（株）ＹＤＨ

アジアリーグアイスホッケー
（株）アルビレックス新潟
（株）石川ツエーゲン
（株）VOREAS
（株）浦和レッズ
（株）ＮＰＢエンタープライズ
大分フットボール（株）
（株）小田原スポーツマーケティング
オリックス野球クラブ（株）
（株）鹿島アントラーズＦＣ
（株）川崎フロンターレ
（株）高知犬
高知ファイティングドッグス球団（株）
（株）神戸製鋼所
サントリーホールディングス（株）
（株）Jリーグマーケティング
ジェフユナイテッド（株）
（株）滋賀ユナイテッド
下町ゴリラズ
（株）ジュビロ
（株）スポーツクラブ相模原
（株）西武ライオンズ
（株）セレッソ大阪
（株）千葉ジェッツふなばし
（一社）千葉ライズ
（株）千葉ロッテマリーンズ
（株）中日ドラゴンズ
（株）DeNA川崎ブレイブサンダース
（株）横浜DeNAベイスターズ
（一社）Tリーグ
東京ヴェルディ（株）
（株）栃木ブレックス
（株）豊通ファイティングイーグルス
（一社）日本女子プロゴルフ協会
（公財）日本バレーボール協会
（公財）日本ハンドボールリーグ機構
（公財）日本フライングディスク協会
（一社）日本プロサッカーリーグ
（公社）日本マスターズ陸上競技連合
（一社）日本野球機構
（公財）日本ラグビーフットボール協会
（株）ノジマステラスポーツクラブ
パシフィックリーグマーケティング（株）
（株）日立サンロッカーズ
（株）北海道日本ハムファイターズ
本田技研工業（株）
（株）ミクシィ
Major League Baseball
（株）ヤクルト球団
（株）横浜ビー・コルセアーズ
（株）読売巨人軍
（株）楽天野球団
ローヴァーズ（株）

足立区
荒川区役所
市川市役所
市原市
茨城県
いわき市スポーツコミッション
江戸川区役所
海老名市役所
（一社）遠赤外線協会
大阪府建設組合
（公財）大田区スポーツ協会
大館市教育委員会
大田原市
（公財）桶川市施設管理公社
小田原市消防本部
鹿児島県東京事務所
柏市
柏市役所
柏地域医療連携センター
（公財）春日井市スポーツ・ふれあい財団
神奈川県
鹿屋市役所
かりや愛知中央生活協同組合
（公財）川崎市産業振興財団
（公財）川崎市スポーツ協会
川崎市役所
北区役所
紀文健康保険組合
京都市役所
（一社）グローバルアスリートサポート協会
群馬県太田警察署
（一社）ケア・ウォーキング普及会
江東区
江東区役所
国際興業健康保険組合
（公社）越谷市シルバー人材センター
埼玉県産業技術総合センター北部研究所
（公財）さいたま市産業創造財団
さいたま市役所
相模原市
（公財）相模原市体育協会
（一財）札幌市交通事業振興公社
（一社）ジャパンアスリートトレーナー協会
（一財）城里町開発公社
心日本社会体育空手道優心会
スイス大使館
杉並区役所
（公財）逗子市体育協会
世田谷区
（公財）世田谷区スポーツ振興財団
（公財）仙台市スポーツ振興事業団
労働法人全日本運転技術者労働組合
（公財）草加市体育協会
大仙市経済産業部
（公財）体力つくり指導協会
高崎市
千葉県袖ケ浦市教育委員会
千葉県庁
千代田区役所
（公財）東京都スポーツ文化事業団
所沢市役所
（独）都市再生機構
戸田市消防本部
戸田市役所
（公財）富山県健康づくり財団
長久手市
長野県ボディビル・フィットネス連盟
（公財）名古屋産業振興公社
新潟県燕市
（公財）新座市体育協会
（一社）日中健康医療交流協会
（一社）日本ウェアラブル健康推進機構
（一社）日本オーソモレキュラー医学会
（一社）日本ジュニアユースアスリートサポート協会
（一社）日本スイミングクラブ協会
（独）日本スポーツ振興センター
（一社）日本スポーツ用品工業協会
（特非）本成人病予防協会
（特非）日本成人病予防協会
日本ゼラチン・コラーゲン工業組合
（一社）日本ダイエットスペシャリスト協会
（公財）日本バレーボール協会
（公社）日本フィットネス協会
（公社）日本プールアメニティ協会
（公社）日本ボディビル・フィットネス連盟
（一社）日本旅行作家協会
日本論語研究会
（一社）ノンフロン安全促進協会
（一財）バイオインダストリー協会
（特非）（ＮＰＯ法人）函館市スポーツ協会
（一財）花巻市体育協会
（福）東村山市社会福祉協議会
平尾ＪＡＰＡＮベースボールクラブ
（ＮＰＯ法人）フォルダ
（独）福祉医療機構
福島県棚倉町役場
福山市
（公財）福山市スポーツ協会
福山市役所
船橋市北消防署
船橋市消防局
松戸市
松戸市消防局
松戸市役所
宮崎県庁
（一社）メディカルトレーニング協会
メディカルビューティー酵素ファスティング協会
大和市役所
大和市役所保健福祉センター
横須賀市消防局
横浜市会議員
横浜市消防局
（公財）横浜市体育協会
横浜市西区役所福祉保健センター

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

小売流通・問屋・
卸・通販

病院・介護・
福祉関係

学校関係者・
教育関係者

ゼネコン・設計関連

プロリーグ・
競技団体

SPORTECは、日本中のあらゆるスポーツに関するキーマンが
来場する日本最大のスポーツ産業のネットワーキングの場です。

協会・団体・自治体フィットネス・
スポーツ施設運営企業

◆ 前回（2019年）出展企業の成果（一部抜粋・順不同、2020年1月現在）

長永スポーツ工業（株）
取扱製品：「“まちづくり”を考慮したスポーツ施設建設の事例」、「五輪種目:スケボー施設建設の要点」

●1964 東京五輪を契機に日本のスポーツインフラは飛躍的に拡大したが、
それから半世紀を経て、現在に至っては競技種目の激増・細分化が著しい。
そこで、25年後の未来の街々に在るべき「スポーツ施設像」をテーマに「提
議／提案」の場として活用した。
●アンケート238件、名刺交換約520枚など、現況マーケデータを得られたほ
か、現在の種々問題点やご要望、ご意見を
生のお声で頂戴することができた。会期後
も引き続きお問い合わせをいただいてお
り、現時点では総計で約4,000万円～1億
1000万円の施設工事について商談中。

（株）梓設計
取扱製品：建築設計業務

●ブース来場者にスポーツ・エンターテインメント施設の設計実績を
ご紹介。
●スタジアム、アリーナの建設に興味のある方々に、当社の実績や新
しい取り組みをご紹介できた。講演では「NEXT ARENA 日本ら
しい次世代アリーナとは？」という
テーマでお話させていただき、梓が
考えるこれからの施設をご提案する
ことができた。多くの方にご興味い
ただき、講演後ブースにお越しいた
だいたお客様と意見交換をすること
もできた。

●競技施設、自治体向けに人工芝やLED照明、内装のソリューション
をご提案した。会期中のブース来場者は約400名、名刺交換数206
枚。2018年と比較して120％の伸びとなった。
●会期後に25社と商談。フットサル
場の人工芝改修案件や、自治体の
競技施設照明、内装の改修案件
等で約3,000万円の受注。その他
商談継続中の案件もあり。

●約500名からのアンケートを回収し、事業推進や組織の認知度向
上のために有効なデータを取得することができた。また、出展後に
はコンサルティング、イベント企画、グッズ製作などの企業を中心に
コンタクトを実施、商談中。
●業種・業態に関わらず、様々な
企業や団体と接触できる良い
機会となった。

（一社）日本野球機構／（株）NPBエンタープライズ
取扱製品：野球振興関連施策のご紹介、NPBが主催するeスポーツ等の各種事業のご紹介、野球日本代表「侍ジャパン」関連事業のご紹介

アイリスオーヤマ（株）
取扱製品：人工芝、LED照明、内装

●岩手県内各市町村が有しているスポーツ施設や、スポーツ合宿に
おける補助事業の情報を紹介することにより、岩手県へのスポーツ
合宿誘致に向けた良い契機と
なり150枚もの名刺交換をする
ことができた。
●岩手の優れたスポーツアクティ
ビティを紹介することにより、
スポーツ団体や各メーカーなど
さまざまな業種と繋がることが
できた。

いわてスポーツコミッション
取扱製品：スポーツコミッション

●ブース内で弊社ソリューションのデモやミニセミナーを実施し、来
場いただいた約400名に対して名刺交換を行い、ニーズのヒアリン
グを実施。
●業界問わず、スポーツビジネ
スへの参入、スポーツコンテ
ンツの活用の相談があり、複
数社と商談進行中。

アビームコンサルティング（株）
取扱製品：戦略的スポンサーシップ営業支援、スポーツコンテンツを活用した新規事業創出支援


