
結果報告書 開催概要／出展社データ／来場者リスト

東京ビッグサイト西4ホール 東京ビッグサイト青海展示棟

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

2019年、2020年は、東京オリンピック、パラリンピック2020による
東京ビッグサイトの会場規制の関係で、テーマを分けて年２回開催しています。
2019年、2020年は、東京オリンピック、パラリンピック2020による
東京ビッグサイトの会場規制の関係で、テーマを分けて年２回開催しています。

日本最大のスポーツ・フィットネス・健康産業総合展日本最大のスポーツ・フィットネス・健康産業総合展
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2,000 円（招待券持参者、事前登録者は無料にて入場）

スタジアム・アリーナ運営・管理者、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／公園・屋外レジャー施設管理者／スポーツ関係者

Ⓡ

Ⓡ

経済産業省／厚生労働省／スポーツ庁／観光庁／東京都／（公益） スポーツ健康産業団体連合会／（公益） 日本体育施設協会／（一
社）日本フィットネス産業協会／（一社）日本トップリーグ連携機構／（一社）アリーナスポーツ協議会／（公益）健康・体力
づくり事業財団／（独）日本スポーツ振興センター／（公益）日本プロスポーツ協会／（公益）日本スポーツ協会／（公益）日
本健康スポーツ連盟／（公益）日本障がい者スポーツ協会／（一社）日本体育学会／（公益）全日本ゴルフ練習場連盟／（一社）
日本運動施設建設業協会／（公益）日本学校体育研究連合会／健康日本２１推進全国連絡協議会／国立研究開発法人 医薬基盤・
健康・栄養研究所／（一社）日本スイミングクラブ協会／（一社）日本スポーツ用品工業協会／（公益）日本スポーツクラブ協
会／（公益）笹川スポーツ財団／（特非） 日本ＰＦＩ・ＰＰＰ協会／（公益）日本フィットネス協会／（公益）日本プールアメニティ
協会／（公益）日本レクリエーション協会／（公益）体力つくり指導協会／（公益）日本サイクリング協会／（公益）全国スポー
ツ推進委員連合／東京スポーツ用品工業協同組合／関西スポーツ用品工業協同組合／（一社）日本体力医学会／日本スポーツ産
業学会／（公益） 日本テニス事業協会／（一社）日本ゴルフ場経営者協会／（一社）日本ゴルフ用品協会／（公益）日本パブリッ
クゴルフ協会／（公益） 日本トライアスロン連合／（公益）日本柔道整復師会／（一社）日本 e スポーツ連合／（公益）日本ファ
シリティマネジメント協会／（一社）日本スポーツマンシップ協会／（公益）日本バレーボール協会／（一社）日本野球機構／（公
益）日本ソフトボール協会／（一社）日本社会人アメリカンフットボール協会／（一社）　日本バレーボールリーグ機構／（一社）　
日本ホームヘルス機器協会／（一社） 日本リラクゼーション業協会／（一社）世界ゆるスポーツ協会／（一社） 全国旅行業協会

（独）日本貿易振興機構

名　称

名　称

会　期

会　期

主　催

主　催

会　場

会　場

2019 年 5 月 22 日（水）・23 日（木）・24 日（金）

2019 年 7 月 9 日（火）・10 日（水）・11 日（木）

SPORTEC 実行委員会

SPORTEC 実行委員会／ヘルスフィットネスジャパン実行委員会

東京ビッグサイト 西４ホール

東京ビッグサイト 青海展示棟

入 場 料

来 場 対 象

後　援／協力団体機関（順不同）

概要
出展社数

5月                   SPORTEC for LEISURE & GAME

5月                   SPORTEC for LEISURE & GAME

7月                   SPORTEC X HEALTH & FITNESS JAPAN

7月                   SPORTEC X HEALTH & FITNESS JAPAN

SPORTEC 

SPORTEC 

178社

2011年

25,874 人

2011年

449社

2015 年

2015 年

567社

2016 年

2016 年

622社

2017年

2017年

685社

2018 年

2018 年

2019 年

2019 年

301社

2013 年

2013 年

211社

2012 年

2012 年

350社

2014 年

2014 年

764社

175社

16,014社

42,019社

589社

3日間の出展社数・来場者数

来場者数

来場者数推移

5月                   SPORTEC for LEISURE & GAME

5月22日(水)
晴れ

5月23日(木)
晴れ

5月24日(金)
晴れ 合計

1. 受付登録入場者数※ 1 4,986 名 5,055 名 4,944 名 14,985 名
2. VIP 登録入場者数※２ 395 名 263 名 245 名 903 名
3. 報道関係者入場者数※ 3 60 名 34 名 32 名 126 名

1. 〜 3. の合計※ 4 5,441 名 5,352 名 5,221 名 16,014 名

7月9日(水)
曇り

7月10日(水)
曇り

7月11日(木)
曇りのち雨 合計

1. 受付登録入場者数※ 1 12,795 名 12,998 名 12,804 名 38,597 名
2. VIP 登録入場者数※２ 1,063 名 1,046 名 1,106 名 3,215 名
3. 報道関係者入場者数※ 3 90 名 56 名 61 名 207 名

1. 〜 3. の合計※ 4 13,948 名 14,100 名 13,971 名 42,019 名

来場者数集計方法
※ 1 受付に事前登録用紙・招待券を持参した来場者の数をカウントしています。  ※ 2 受付に VIP 招待状を持参し入場登録した VIP の数をカウントしています。
※ 3 事務局にて取材登録をされた報道関係者の数をカウントしています。  ※ 4 事務局にて対応した来賓並びに関係者の数は 1. に合わせて集計しています。

7月                SPORTEC X HEALTH & FITNESS JAPAN

32,259 人

31,155 人

33,489 人
41,536 人

46,517 人

50,972 人

51,005 人

58,033 人

フィットネスジム経営者・関係者／美容施設運営者、美容関係者／トレーナー／インストラクター／指導者／スポー
ツドクター / マッサージ技術者／スポーツリハビリ技術者／スポーツショップ経営者／卸販売・問屋・小売店／通
信販売事業者／管理栄養士・栄養士／食品メーカー研究開発、企画開発担当者／大学・高校・中学校・小学校・教
育関係／自治体／政府関係者／マスコミ／その他スポーツ愛好者

2019 年、2020 年は、東京オリンピック、パラオリンピック 2020 による
東京ビッグサイトの会場規制の関係で、テーマを分けて年２回開催しています。

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

日本最大のスポーツ・フィットネス・健康産業総合展
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▶︎日程：2019 年 5 月 22 日 ▶︎会場：東京ビッグサイト西 4 ホール 

オープニングテープカット

①SPORTEC実行委員会　実行委員長　国立大学法人鹿屋体育大学　名誉教授　福永 哲夫 様　②スポーツ庁　長官　鈴木　大地　様　③経済産業省　製造産業局　生活製品課　企画官　亀山　渉 様　④厚生労働省
健康局　健康課　課長補佐　相原　允一 様　⑤観光庁　観光地域振興部　観光資源課　新コンテンツ開発推進室長　中谷　純之 様　⑥東京都　オリンピック・パラリンピック準備局　スポーツ推進部　地域スポーツ振
興担当課長　井内　雅妃 様　⑦一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構　会長　原田　宗彦 様　⑧公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会　会長　斎藤　敏一 様　⑨一般社団法人日本フィットネス産業協会 
会長　吉田　正昭 様　⑩一般社団法人日本トップリーグ連携機構　代表理事専務理事　市原　則之 様　⑪公益財団法人　日本健康スポーツ連盟　理事長　水嶋　章陽　様　⑫公益財団法人　日本プロスポーツ協会会
長　島村　宜伸 様　⑬公益財団法人　日本障がい者スポーツ協会　常務理事　山田　登志夫 様　⑭独立行政法人　日本貿易振興機構　市場開拓・展示事業部　総括審議役　吉村　佐知子 様　⑮公益財団法人　笹川
スポーツ財団　理事長　渡邉　一利　⑯公益社団法人　全国スポーツ推進委員連合　事務局長　細矢　隆義 様　⑰国立研究開発法人　医薬基盤・健康・栄養研究所　理事　兼　国立健康・栄養研究所長　阿部　圭一 様
⑱一般社団法人　日本体力医学会　理事長　鈴木　政登 様　⑲公益社団法人　日本フィットネス協会　業務執行理事　永岡　裕昭 様　⑳公益財団法人　日本サイクリング協会　常務理事　柿添　尚弘 様　㉑一般社団
法人　アリーナスポーツ協議会　代表理事　村林　裕 様　㉒日本スポーツ産業学会　理事長　北村　薫 様　㉓一般社団法人日本スポーツマンシップ協会　代表理事　中村　聡宏 様　㉔一般社団法人 日本リラクゼー
ション業協会　監事　藪　浩昭 様　㉕一般社団法人日本eスポーツ連合　会長　岡村　秀樹 様　㉖一般社団法人 日本運動施設建設業協会　代表理事　奥　裕之 様　㉗公益社団法人日本プールアメニティ協会　理事長
長島　弘典 様　㉘鹿屋体育大学　学長補佐・スポーツパフォーマンス学会　理事長　前田　明 様　㉙特定非営利活動法人日本トレーニング指導者協会　事務局長　斉野　恵康 様　㉚東海大学大学院体育学研究科長、東
海大学体育学部　スポーツ・レジャーマネジメント学科主任　教授　萩　裕美子 様　㉛東京スポーツ用品工業協同組合　理事長　岩井　大輔 様　32神奈川大学 人間科学部　教授　大竹　弘和 様　33ミズノ株式会社　
スポーツ施設サービス営業部　部長　北清水 良 様　34株式会社協栄　代表取締役社長　山田　賢治 様　35有限会社建築・デザインネットワーク　代表　吉田　行雄 様　36日本テレビ放送網株式会社　スポーツ局 ス
ポーツ事業推進部　（兼）社長室 企画部　部次長　プロデューサー　佐野 徹 様　37株式会社ブラボーグループ　代表取締役会長　ジョン・ボードマン 様　38テクノジム ジャパン株式会社　代表取締役社長　絹田　信也 
様　39アメアスポーツジャパン株式会社　プリコー事業部　Precor Business Manager　大工　大育 様

①
②⑦ ⑧

⑨

福永 哲夫 様

● スポーツの３つの領域である
 『競技力向上』『健康維持』
 『スポーツ教養』の全てを
 兼ねそろえているのが
 SPORTECである。

●日本のスポーツを取り巻く
 状況は国際的な
　スポーツイベントが目白押しな
 状況により活気づいており、
 その流れを受けて
　SPORTECは更に重要な
 役割になっている。

ＳＰＯＲＴＥＣ実行委員会
実行委員長、
国立大学法人鹿屋体育大学
名誉教授

鈴木 大地 様

スポーツ庁
長官

原田 宗彦 様

一般社団法人
日本スポーツツーリズム推進機構
会長

市原 則之 様

一般社団法人
日本トップリーグ連携機構
代表理事専務理事

吉田 正昭 様

一般社団法人
日本フィットネス産業協会
会長

●スポーツという村
 （日本のスポーツ産業）が
 様々な市区町村（国）と交易し、
 スポーツ参画人口を増やし、
 様々な産業と結びつくことで、
 スポーツ産業、団体が
 大きくなっていかなくては
 ならない、そのために
 SPORTECがあると思っている。

●SPORTECから新しい
 スポーツビジネスが
　生まれることを願っている。

●スポーツ庁の掲げる１５兆円という
 目標に向かって様々な
 イノベーションが
 SPORTECから起きることを
 願っているとともに、
 新しい出会いから
 新しいスポーツ文化を
 起こることを
 祈念している。

●SPORTECはセミナーが
 充実しており、チャンスを
 広げる場所であると思う。

●日本社会において進行する
 高齢化社会で
　多くの人たちが健康で日々
 過ごせることが
　重要なテーマである。

●運動・休養・栄養を網羅しながら
 人生を生きていくための糧を
 持っていただける
　ような材料をSPORTECから
　提供していけるように考えている。

● 当連盟に所属する９団体、
 １２リーグ、約３００チーム、
 ６０００人にも上る選手の
　方々の大きな課題は連携である。
　２０２０年以降にチーム・クラブ・
 スポーツ界が自立できるかを
 考えるために、SPORTECと
　上手く連携して啓蒙して
 いかなくては
　いけないと思っている。

テープカットご祝辞をいただいたご来賓の方 （々コメント一部抜粋）
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出展社と業界キーマンによるネットワーキングパーティー
出展社、VIP 来場者、セミナー講師、実行委員メンバーなど業界のキーマンが

参加し、活発な意見交換の場となりました。

Ⓡ
▶︎日程：2019 年 5 月 22 日（水）

▶︎日程：2019 年 7 月 9 日（火）

　VIP 来場者（一部抜粋）

東京都知事 小池百合子 様スポーツ庁長官 鈴木 大地 様衆議院議員　東京オリンピック ･
パラリンピック競技大会組織委員会 

会長代行　遠藤 利明 様
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　　　　　　　　　　　　  出展社名 / 共同出展社 出展社名 / 共同出展社カテコリー カテコリー
アイリスオーヤマ（株）

（株）梓設計
（株）アセント
アビームコンサルティング（株）

（株）イー・アンド・エー・システムズ
IXPASS  ( イクスパス )
石井化成工業　（株）

（株）石本建築事務所
いわてスポーツコミッション
インター・ドメイン（株）
ヴィーナスレーザー（株）

（株）vit
鵜沢ネット（株）
エスディーエムコンサルティング（株） 
NEC ネッツエスアイ（株）

（株） エヌエスイー
（株）エバニュー
（株）ＭＬＪ
（株）MTG
Entertainment Committee for STADIUM・ARENA（ECSA）
エンドライン（株）
オーウイル（株）

（株）オーケー光学
大阪商工会議所
O2 カプセル・ボックス

（株）岡本製作所
（公社）沖縄県体育協会
（株）ガウラ
（株）カシマ
（株）カチリ
金沢文化スポーツコミッション

（株）鎌倉製作所
（株）協同コム
（株）共同通信デジタル
ギルダンブランズ・ジャパン（株）
グアム政府観光局
クービック（株）
クールミスト Line 東横サポート（有）
クモノスコーポレーション（株）
KPMG ジャパン／（株）Era

（株）ケミカルジャパン
（株）　研恒社
公共建築 木造・木質化推進委員会
神戸電気工業（株）
コトブキシーティング（株）

（株）コンフォー
（一社）さいたまスポーツコミッション
（株）ザオバ
（株）坂謙
（株）サンドストーン／（株）ゼロクライム ／（株）F
（株）サンワ
（株）シーエスシステムズ／ A・T コミュニケーションズ（株）
JR 東日本スポーツ（株）
シェンジアングナチュラルサウンドエレクトニックス
Shenzhen Pango Electronic Co.,Ltd.
静岡製機（株）

（株）シンク
（株）ＴＨＩＮＫフィットネス
（株）スパイス
スポーツ合宿所〜夢・ドリーム〜

（公社）スポーツ健康産業団体連合会
スポーツ庁
セノー（株）／ミズノ（株）／（株）ティーネットジャパン
ゼビオグループ（クロススポーツマーケティング（株））
Sony Payment Services

（株）ソリマチ技研
（株）大王製作所
（株）大建設計
タカラ（株）
DAZN
TEAM GEMLA ／ GEM インターナショナル（株）／
G-SMATT JAPAN（株）／ライツワークス
長永スポーツ工業 （株）
TMEH ジャパン（株）

（株）ティーネットジャパン／ミズノ（株）／セノー（株）
（株）DKH
テクト・ジャパン（株）／タカオ（株）

（株）テクノア
（合）デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー
東海大学体育学部スポーツ・レジャーマネジメント学科

東商アソシエート（株）
（有）トミタ
トランス・パシフィック・リンクス・ジャパン（株）
長野県上田市

（株）中村製作所
Nanjing Prettie Plastics Co.,Ltd.
新潟市文化・スポーツコミッション事務局
新潟県スポーツ課
新居田物産（株）

（株）ニード
日動工業（株）

（株）　ニッシンイクス
（一社）日本 e スポーツ連合
（一社） 日本社会人アメリカンフットボール協会
日本女子ソフトボールリーグ機構

（独）日本スポーツ振興センター  
（一社）日本スポーツツーリズム推進機構
（一社）日本セルフケア研究会
（公社）日本トライアスロン連合
（公財）日本バレーボール協会
（一社）日本バレーボールリーグ機構
（特非）日本 PFI・PPP 協会
（特非）日本ヘルスツーリズム振興機構
日本メックス（株）

（一社）日本野球機構（NPB）／（株）NPB エンタープライズ
日本ユニシス（株）

（株）ネクシィーズ
パックス工業（株）
pamz.（株）

（株）PSU
ピーロート・ジャパン
飛行船ネットワーク（株）

（株）VISUALBEATS
日之出水道機器（株）／長谷川体育施設（株）

（株）ヒューネット
（有）ヒロテック／（株）スポーツモチベーション
VR ハンググライダー／ VR 車いすマラソン

（有）フィットネスアポロ社
フィリップ モリス ジャパン 合同会社

（株）Ｆｕｊｉｔａｋａ
（株）フジモリ
（株）フラスコ１００ｃｃ
（株）BRAVO
playground（株）
プレミアムウォーター（株）

（株）プロアバンセ／（株）THINK フィットネス
（有）プロデュース２１６
（株）プロフェッショナルトレーナーズチーム／
クライブルグ リラスティック社

（株）ホクエイ
（株）ＰＯＳＳＩＢＬＥ
（株）MYAMP
（有）MAKI スポーツ
（株）まちいろ
Mach ★ Tech
マルヤマエクセル（株）
ミズノ（株）／セノー（株）／ミズノスポーツサービス（株）／

（株）ティーネットジャパン
（株）ミック
ミューラージャパン（株）

（株）Miyoshi
美和電気（株）
武蔵エスアイ（株）

（株）meleap
山形県スポーツコミッション／米沢市／寒河江市／上山市／
村山市／天童市／遊佐町

（株）ヤマト
（株）ユニオンアルファ
ユニオンビズ（株）／フットボールギア（株）

（株）ユビニティー
（株）ラディックス 
（株）ラパンクリエイト
（株）Liquied Booth Pharmaceutical
リブゼント・イノベーションズ（株）

（株）リベルタ
（株）嶺幸　Free-Rise 事業部
和光機械工業（株）

（公財）ワールドマスターズゲームズ 2021 関西組織委員会

カテゴリー カテゴリー
スポーツ施設設備・機器
建築・設計・コンサルティング
音響・照明・演出設備
建築・設計・コンサルティング
スポーツ施設設備・機器
スポーツ施設設備・機器
スポーツ施設設備・機器
建築・設計・コンサルティング
スポーツコミッション・スポーツ団体
スポーツ施設設備・機器
音響・照明・演出設備
グッズ・ノベルティ
スポーツ施設設備・機器
CRM・会員管理システム
ICT 機器・サービス
音響・照明・演出設備
スポーツ施設設備・機器
音響・照明・演出設備
グッズ・ノベルティ
スポーツコミッション・スポーツ団体
イベント向け設備・備品
スポーツ施設設備・機器
グッズ・ノベルティ
協会・団体・自治体
スポーツ施設設備・機器
レジャー設備・公園設備
協会・団体・自治体
スポーツ施設設備・機器
イベント向け設備・備品
ICT 機器・サービス
スポーツコミッション・スポーツ団体
スポーツ施設設備・機器
スポーツ施設設備・機器
協会・団体・自治体
グッズ・ノベルティ
協会・団体・自治体
CRM・会員管理システム
スポーツ施設設備・機器
スポーツ施設設備・機器
建築・設計・コンサルティング
スポーツ施設設備・機器
グッズ・ノベルティ
協会・団体・自治体
スポーツ施設設備・機器
スポーツ施設設備・機器
スポーツ施設設備・機器
スポーツコミッション・スポーツ団体
スポーツ施設設備・機器
スポーツ施設設備・機器
スポーツ施設設備・機器
グッズ・ノベルティ
CRM・会員管理システム
イベント企画・運営・グッズ
スポーツ施設設備・機器
音響・照明・演出設備
スポーツ施設設備・機器
イベント企画・運営・グッズ
スポーツ施設設備・機器
グッズ・ノベルティ
スポーツコミッション・スポーツ団体
スポーツコミッション・スポーツ団体
協会・団体・自治体
スポーツ施設設備・機器
イベント企画・運営・グッズ
ICT 機器・サービス
CRM・会員管理システム
グッズ・ノベルティ
建築・設計・コンサルティング
音響・照明・演出設備
協会・団体・自治体
レジャー設備・公園設備

スポーツ施設設備・機器
イベント向け設備・備品
音響・照明・演出設備
スポーツ施設設備・機器
スポーツ施設設備・機器
ICT 機器・サービス
建築・設計・コンサルティング
協会・団体・自治体

スポーツ施設設備・機器
スポーツ施設設備・機器
スポーツ施設設備・機器
協会・団体・自治体
スポーツ施設設備・機器
スポーツ施設設備・機器
協会・団体・自治体
協会・団体・自治体
グッズ・ノベルティ
スポーツ施設設備・機器
音響・照明・演出設備
スポーツ施設設備・機器
スポーツコミッション・スポーツ団体
スポーツコミッション・スポーツ団体
スポーツコミッション・スポーツ団体
スポーツコミッション・スポーツ団体
協会・団体・自治体
協会・団体・自治体
スポーツコミッション・スポーツ団体
スポーツコミッション・スポーツ団体
スポーツコミッション・スポーツ団体
協会・団体・自治体
協会・団体・自治体
建築・設計・コンサルティング
スポーツコミッション・スポーツ団体
ICT 機器・サービス
音響・照明・演出設備
スポーツ施設設備・機器
イベント企画・運営・グッズ
グッズ・ノベルティ
グッズ・ノベルティ
イベント向け設備・備品
音響・照明・演出設備
スポーツ施設設備・機器
スポーツ施設設備・機器
スポーツ施設設備・機器
イベント向け設備・備品
スポーツ施設設備・機器
スポーツ施設設備・機器
スポーツ施設設備・機器
スポーツ施設設備・機器
グッズ・ノベルティ
レジャー設備・公園設備
ICT 機器・サービス
スポーツ施設設備・機器
スポーツ施設設備・機器
グッズ・ノベルティ
スポーツ施設設備・機器

スポーツ施設設備・機器
ICT 機器・サービス
グッズ・ノベルティ
スポーツ施設設備・機器
CRM・会員管理システム
スポーツ施設設備・機器
スポーツ施設設備・機器
スポーツ施設設備・機器

グッズ・ノベルティ
グッズ・ノベルティ
音響・照明・演出設備
スポーツ施設設備・機器
音響・照明・演出設備
スポーツ施設設備・機器
スポーツコミッション・スポーツ団体

スポーツ施設設備・機器
イベント向け設備・備品
スポーツ施設設備・機器
スポーツ施設設備・機器
音響・照明・演出設備
イベント企画・運営・グッズ
スポーツ施設設備・機器
イベント向け設備・備品
スポーツ施設設備・機器
イベント向け設備・備品
音響・照明・演出設備
イベント企画・運営・グッズ

Ⓡ （社名 50 音順）出展社一覧

　　　　　　　　　　　　出展社名 / 共同出展社 出展社名 / 共同出展社カテコリー カテコリー
（株）ARTISTIC ＆ CO.BEAUSPORTS ／
（株） ARTISTIC ＆ CO. ／（株） A&C BEAUTE
（株）ＲＣＴジャパン
RPACK.COM INC.

（株）アイ・エス・アイソフトウェアー
（株）アイサイト
アイソン（株）
2020 China (Shanghai) Int’l Health, Wellness, 
Fitness Expo - IWF SHANGHAI
( 同 )AXIUS Core Japan

（株）アクシス
（株）アクトファイブ
ATHLETE Q10 ／（株） ニューレックス

（株）アドバンスシフト
（株）アトラク
アピ（株）
アボット ジャパン （株）

（株）アムテック
アメアスポーツジャパン（株）
American Barbell

（株）ALIGHT( アライト）
Alpha Bodytec

（株）アルプロン
アレスウェルネス

（株）アロハワークス
アンブロシア（株）
イカロス

（株）イサミ
（株）医食同源ドットコム
一正蒲鉾（株）
インテンザフィットネスジャパン（株）
Impulse Fitness ( インパルス）／（株） アルティマボディ
インフィニティ（株）
Informed-Choice
INFOTRADE MEDIA CO., LTD.

（株）インボディ・ジャパン
（株）vit- ヴィット -
（株）ウエサカ ティー・イー
（有）内田販売システム
江崎グリコ（株）　パワープロダクション
SZM TAIWAN CO., LTD.

（株）エヌ・シー・ピー
NEC ソリューションイノベータ（株）

（株） エヌエスイー
( 特非 )NSCA ジャパン
エヌエスティ・グローバリスト（株）／（株） バーチャルウィンドウ

（株）エフアシスト
F ＆ P ジャパン（株）
M20 Inc.
Hermes Clues Industries Co., LTD.
YUEN JA  ENTERPRISE.,CO.,LTD.

（株）オーエルシージャパン（一級建築士事務所）
大塚製薬（株）　

（株）大利根漬
（株）オールマーケットジャパン
（株）All You Need Is
（株）岡
オカ（株）
オルト（株）
オンキヨースポーツ（株）

（株）ガウラ
烏森電気（株）
国立大学法人　鹿屋体育大学

（株）アライアンス
（株）オーセル
（株）SLDS
（株）ＴＲＥＰＯＴ
（株）frapport
KEYLESS.CO, LLC
キヤノン化成（株）
キューオーエル・ラボラトリーズ（株）
協和発酵バイオ（株）
極東産機（株）

（株）くうかん
クービック（株）

（株）クラブビジネスジャパン
グランビアジャパン（株）
Glanbia Performance Nutrition

（株）グリスタ
（株）Grow(BODYBOSS) ／（株）葉山社中

（株）グローリー・インターナショナル
ケィ・マック（株）
ケミカル産業（株）

（株）健康科学研究所
（株）健康体力研究所
CO-UNION INDUSTRY CO., LTD.
小島商事（株）

（一社）GODAI スポーツライフ
コナミスポーツ（株）

（株）コネクター・ジャパン
コンテナ Fit24

（株）　ザオバ
ザッツ（株）

（株）サラインテリアシステム
（株）サンクト・ジャパン
（株）サン・クロレラ
（有）サンパワー
（株）サンライズジャパン
（株）ジ・アイ
（株）ＣＳＥ
（株）ジームス／（株）ゴーダ水処理技研
（株）ジェイアイグループ／イゾアジアジャパン
（株）ジェイエスエス／（株）パワーエレメント／シャープマーケティ
ングジャパン（株）／（株）ファーストワン／（株）ＰＵＲ・ＢＥ
ＡＵＴＥ／（有）もとや／（株）トップ通商／（株） ＫＡＮＤＡ　／（株）
ダイマツ／（株）アスティコ 表参道美肌クリニックコスメ／（株） 
リブインコンフォート　

（株）システムディ
（株）島田製薬
Shang Yi Kintting Co., Ltd
Shang Chiao Co., Ltd.
ショウホン（株）（富盟トラベル）
Jockeys Shape
ジョンソンヘルステックジャパン（株）
新創企業（株）

（株）ＴＨＩＮＫフィットネス
（株）SUW
（株）Stylish&Life
TZUDENLE INDUSTRIAL CO., LTD.
STRONG by ZUMBA

（有）スポーツゲイト
SPORTING KING CO., LTD.

（相）住友生命保険相互会社
スリーアールソリューション（株）

（株） 3D Body Lab
ゼット（株）
セノー（株）

（株）ゼロイニシャライズ
（株） 創和設計
ソニーネットワークコミュニケーションズ（株）
Taishan Sports Industry Group Co.,Ltd

（株）泰山スポーツジャパン／（株）イーグル
TaiSPO（台北国際スポーツ用品見本市）台湾

（株）大丸プランニング／（株）わらわら／（株）アライブ・ビー／
（株）ウィズ・アス／（株）博栄開発
（株）ダイヤコジャパン
TAIWAN XINKANG SPORTING GOODS CO., LTD.
Taiwan Sporting Goods Manufacturers Association
たかはし整骨院

（株）タキガワ・コーポレーション・ジャパン
（株）タナカショク
（株）タニタ
Danken Enterprise Co.,Ltd

（一社）ダンス教育振興連盟ＪＤＡＣ
（株）淡野製作所
Chiun Jiun Enterprise Co., Ltd

（株）中旺ヘルス
ツカサドルフィン（株）
TUJCOM RUBBER PLASTIC CO.
TRX Training Japan（株）
テイ・エス テック（株）
帝人フロンティア（株）
テクノサイエンス（株）
テクノジム ジャパン（株）

（株）デジサポート
（株）東急スポーツオアシス
東京サラヤ（株）

（株）東洋発酵
（株）ドクターズ・マン
豊田通商（株）／（株）ヒカリスポーツ

出展社名 / 共同出展社 カテゴリー カテゴリー
ビューティー機器・サービス

スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
ＩＴシステム・サービス
ＩＴシステム・サービス
介護予防、リハビリ関連製品
自治体・協会・出版

フィットネスマシン、プログラム
ビューティー機器・サービス
サプリメント、健康食品
サプリメント、健康食品
ＩＴシステム・サービス
スポーツ用品・健康器具
サプリメント、健康食品
サプリメント、健康食品
プール・スパ設備、備品
フィットネスマシン、プログラム
スポーツ用品・健康器具
サプリメント、健康食品
フィットネスマシン、プログラム
サプリメント、健康食品
フィットネスマシン、プログラム
ＩＴシステム・サービス
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
サプリメント、健康食品
サプリメント、健康食品
フィットネスマシン、プログラム
フィットネスマシン、プログラム
サプリメント、健康食品
サプリメント、健康食品
自治体・協会・出版
ダイエット機器・サービス
スポーツ用品・健康器具
フィットネスマシン、プログラム
スポーツ用品・健康器具
サプリメント、健康食品
スポーツ用品・健康器具
ＩＴシステム・サービス
ＩＴシステム・サービス
スポーツ用品・健康器具
自治体・協会・出版
フィットネスマシン、プログラム
サプリメント、健康食品
サプリメント、健康食品
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
フィットネスマシン、プログラム
サプリメント、健康食品
サプリメント、健康食品
スポーツ用品・健康器具
フィットネスマシン、プログラム
介護予防、リハビリ関連製品
プール・スパ設備、備品
サプリメント、健康食品
ＩＴシステム・サービス
ビューティー機器・サービス
サプリメント、健康食品
自治体・協会・出版
フィットネスマシン、プログラム
ビューティー機器・サービス
プール・スパ設備、備品
フィットネスマシン、プログラム
フィットネスマシン、プログラム
ＩＴシステム・サービス
ＩＴシステム・サービス
サプリメント、健康食品
サプリメント、健康食品
スポーツ用品・健康器具
フィットネスマシン、プログラム
ＩＴシステム・サービス
自治体・協会・出版
サプリメント、健康食品
サプリメント、健康食品
ダイエット機器・サービス
フィットネスマシン、プログラム

サプリメント、健康食品
フィットネスマシン、プログラム
プール・スパ設備、備品
フィットネスマシン、プログラム
サプリメント、健康食品
スポーツ用品・健康器具
プール・スパ設備、備品
フィットネスマシン、プログラム
フィットネスマシン、プログラム
ＩＴシステム・サービス
プール・スパ設備、備品
フィットネスマシン、プログラム
ＩＴシステム・サービス
プール・スパ設備、備品
スポーツ用品・健康器具
サプリメント、健康食品
フィットネスマシン、プログラム
フィットネスマシン、プログラム
ＩＴシステム・サービス
スポーツ用品・健康器具
ビューティー機器・サービス
ビューティー機器・サービス
フィットネスマシン、プログラム

ＩＴシステム・サービス
サプリメント、健康食品
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
サプリメント、健康食品
フィットネスマシン、プログラム
フィットネスマシン、プログラム
スポーツ用品・健康器具
フィットネスマシン、プログラム
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
フィットネスマシン、プログラム
フィットネスマシン、プログラム
スポーツ用品・健康器具
ＩＴシステム・サービス
スポーツ用品・健康器具
ＩＴシステム・サービス
スポーツ用品・健康器具
フィットネスマシン、プログラム
フィットネスマシン、プログラム
プール・スパ設備、備品
ＩＴシステム・サービス
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
自治体・協会・出版
フィットネスマシン、プログラム

フィットネスマシン、プログラム
スポーツ用品・健康器具
自治体・協会・出版
スポーツ用品・健康器具
サプリメント、健康食品
サプリメント、健康食品
ＩＴシステム・サービス
スポーツ用品・健康器具
自治体・協会・出版
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
フィットネスマシン、プログラム
プール・スパ設備、備品
スポーツ用品・健康器具
フィットネスマシン、プログラム
ＩＴシステム・サービス
ＩＴシステム・サービス
サプリメント、健康食品
フィットネスマシン、プログラム
ＩＴシステム・サービス
フィットネスマシン、プログラム
スポーツ用品・健康器具
サプリメント、健康食品
スポーツ用品・健康器具
ＩＴシステム・サービス

（社名 50 音順）出展社一覧
スポーツイベントサービス EXPO　    / スポーツファシリティ EXPO        / スポーツエンターテイメント EXPO 第 28 回　ヘルス＆フィットネスジャパン 
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　　　　　　 　　　　　　出展社名 / 共同出展社 出展社名 / 共同出展社カテコリー カテコリー
トライリングス （株）

（株）ドリームオンライン
（株）ドリームゲート／ジードジャパン（株）
（株） 長良園
Natural Alternatives International, Inc. 清水化学（株）

（株）Natural Body Space
（株）日直商会
ニチニチ製薬（株）
日油（株）
新田ゼラチン（株）

（一社）日本からだワーク協会
日本ゴルフ学会
( 独 ) 日本スポーツ振興センター  
日本曹達（株）

（特非）日本トレーニング指導者協会 
Japan Association of Training Instructors

（一社）日本フィットネス産業協会
（公社）日本ボディビル・フィットネス連盟
（株）NeU（ニュー）
NESTA JAPAN（全米エクササイズ＆スポーツトレーナー協会）

（株）ネスティ
no new folk studio

（株）野澤組
Berson Rubber Floor ／（株）アルティマボディ
ハイウィン（株）

（株）はつが
Panasonic

（株）バランスワン・ジャパン
Power Sky International Ltd ／ Vasen International Ltd

（株）パワーフラッシュ
（株）ビーウェイブ
（株）ピー・エイチ・ワークス 
（株）ビーマップ
be LEGEND ビーレジェンドプロテイン 

（株）ビューティーキャラバン
hirody ／ threeB

（有）ヒロテック／（株）スポーツモチベーション
（株）ファインシード【遺伝子博士】／キャンピングカー（株）
Fit Trade & Marketing LLC ／ Fitness in Life 

（株）フィット・コム
（有）フィットネスアポロ社／（株）パフォームベタージャパン
（株）フィットネススポーツ
（株）フィットネスリンクジャパン
（株）フジ医療器
（株）Fujitaka
（株）フジファインズ
（株）フジモリ
（有）ブックハウス・エイチディ
（株）プライムエデュケーション
（株）フラックス
（株）ブラボーグループ　Bravo Group
（株）フルッタフルッタ
（株）プロアバンセ
（株）プロティア・ジャパン
（株）プロテイン工房
（株）プロフィットジャパン／（株）ベルツリー
（株）プロラボ ホールディングス／（株）プロラボ ソリューション
（株）ベルクレール／ bonein
HERNO PROFESSIONAL FITNESS CO., LTD.

（株）ベンチャーバンク
（株）ポート
Body Sculpture Japan
ポラール・エレクトロ・ジャパン（株）

（株）マークシティー
（有）MAKI スポーツ
（株）まちいろ
MAXQ(SPOMAX CO., LTD)

（株）マックスヒルズ
MUSCLETECH

（株）丸善
（株）ミック
ミューラージャパン（株）
MIN YUEN RUBBER IND. CO., LTD.

（株）メディアーク
モダニティ（株）
森永製菓（株）／（株）ササキ
MAURTEN JAPAN
MONJU CORPOARTION LTD.

（株）八神製作所
YILING SPORTS

（有）パワースポーツ
（株）優人
ユニテックフーズ（株）
ライフ・フィットネス・ジャパン（株）
ラングスジャパン／ SUW
リアルインターナショナル

（株）Liquied Booth Pharmaceutical
（株）両備システムソリューションズ
（株）リロクラブ
RATION JAPAN
LEXCO CO.,LTD.
レズミルズジャパン
REPHOUSE (M) SDN BHD

（株）レバレッジ
ロート製薬（株）
LONGING DEVELOPMENT CORPORATION
ロンザジャパン／カプスゲル ･ ジャパン／ロンザジャパン（株）
ワールドジャパン（株）

（株）YKC
（株）YKG
（株）ワム

出展社名 / 共同出展社 カテゴリー カテゴリー
フィットネスマシン、プログラム
ＩＴシステム・サービス
フィットネスマシン、プログラム
サプリメント、健康食品
サプリメント、健康食品
フィットネスマシン、プログラム
ＩＴシステム・サービス
サプリメント、健康食品
サプリメント、健康食品
サプリメント、健康食品
自治体・協会・出版
自治体・協会・出版
自治体・協会・出版
プール・スパ設備、備品
自治体・協会・出版

自治体・協会・出版
自治体・協会・出版
ＩＴシステム・サービス
自治体・協会・出版
ＩＴシステム・サービス
スポーツ用品・健康器具
サプリメント、健康食品
フィットネスマシン、プログラム
スポーツ用品・健康器具
サプリメント、健康食品
 
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
フィットネスマシン、プログラム
ビューティー機器・サービス
スポーツ用品・健康器具
ＩＴシステム・サービス
サプリメント、健康食品
ビューティー機器・サービス
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
サプリメント、健康食品
ＩＴシステム・サービス
フィットネスマシン、プログラム
自治体・協会・出版
フィットネスマシン、プログラム
スポーツ用品・健康器具
ＩＴシステム・サービス
ビューティー機器・サービス
フィットネスマシン、プログラム
フィットネスマシン、プログラム
フィットネスマシン、プログラム
フィットネスマシン、プログラム
フィットネスマシン、プログラム
サプリメント、健康食品
フィットネスマシン、プログラム
フィットネスマシン、プログラム
サプリメント、健康食品
フィットネスマシン、プログラム
サプリメント、健康食品
スポーツ用品・健康器具
フィットネスマシン、プログラム
フィットネスマシン、プログラム
スポーツ用品・健康器具
フィットネスマシン、プログラム
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
ＩＴシステム・サービス
スポーツ用品・健康器具
ＩＴシステム・サービス
サプリメント、健康食品
サプリメント、健康食品
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
フィットネスマシン、プログラム
スポーツ用品・健康器具
ＩＴシステム・サービス
サプリメント、健康食品
サプリメント、健康食品
スポーツ用品・健康器具
フィットネスマシン、プログラム
スポーツ用品・健康器具

サプリメント、健康食品
サプリメント、健康食品
サプリメント、健康食品
フィットネスマシン、プログラム
スポーツ用品・健康器具
フィットネスマシン、プログラム
ビューティー機器・サービス
ＩＴシステム・サービス
ＩＴシステム・サービス
サプリメント、健康食品
フィットネスマシン、プログラム
フィットネスマシン、プログラム
フィットネスマシン、プログラム
ＩＴシステム・サービス
サプリメント、健康食品
スポーツ用品・健康器具
サプリメント、健康食品
ビューティー機器・サービス
介護予防、リハビリ関連製品
スポーツ用品・健康器具
ビューティー機器・サービス

（社名 50 音順）出展社一覧

第 6 回　ホームヘルス＆ダイエット EXPO

第 3 回　リラクゼーション EXPO

　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　

出展社名 / 共同出展社

出展社名 / 共同出展社 出展社名 / 共同出展社

カテゴリー

カテゴリー カテゴリー

（株）アイシム医療器
アースコンシャス（株）
イーキュアレーション協会 
O2 カプセル・ボックス 
108&co.

（株）IPPO
伊藤超短波（株）

（株）エイジェイカンパニー
（株）エイム／（株）Setsu Planning
（株）ＮＢＣ
NTP（株）

（株）エムケイエンタプライズ
オンキヨー（株）／ソリデンテ南青山

（株）大谷商会
（株）ジョイライフ
グランメイト（株）
クルールラボ（株）
ケンミン食品（株）

（株）コスモサウンド
（有）サポートマーケティングサービス
（株）サンテック／（株）ヴィオーラ
（株）シャリオン
ZILLA SUNMED
整形外科ヨガ事務局

（株）セルバスヘルスケア・ジャパン／（株）ウェルクル
（株） 生活の木
（株）タカクラ
（株）TAT ／（一社）アスリートネイル協会
（株）ドリームファクトリー 
ドリコス（株）
日東工器（株）
日本気圧バルク工業／（株）スリーピングハウス

（一社）　日本ホームヘルス機器協会
HYCARE JAPAN
PIDO（株）／（株）クールライフ

（株）ビーアンドエス・コーポレーション
（株）BMZ
（株）ビジョナップ 
5S ホールディングス（株）

（株）ファンジンジャパン
プレミアムウォーター（株）

（株） ヘリックスジャパン
（株）メディカサトウ
（株）ヤマト
横浜油脂工業（株）
LYFT

（株）ワールドジェイビー

Articraft Industies
（株）アールオーエヌ
（株）iSports みらい
Asmat Sports
ANHUI SKY COLOR RUBBER CO.,LTD
ANHUI SAWY SPORT GOODS CO.,LTD

（株）イーカム
（株）イケヒコ・コーポレーション
（株）いづみ企画
（株）イメージ・マジック
weskiii,lnc.
AIR FORCE
H&S INTERNATIONAL 
exbody

（株）MTG
岡本（株）
岡本製甲（株）
オクムラ （株）
無錫欧唐紡織品進出口有限公司
オリエンタルシューズ（株）
加藤貿易（株）

（株）アイパー・ジャパン
（株）グッズマン
Korea International Trade Association
クイックアート
CREVEN. Co. Ltd
KUNSHAN YIYUAN SPORTING GOODS CO.,LTD
JIANGSU HONGDOU IMP.&EXP.CO.,LTD
WUJIANG KENSTAR SPORTS GOODS CO.,LTD
Commercial Section,  Embassy of Pakistan, Tokyo
COMART SYSTEM CO., LTD
Korea Sports Promotion Foundation（KSPO）
The Federation of Thai Industries 
ZARYAB INDUSTRIES
SALTEDVENTURE
Jiangsu Yizheng Carepro Medical Instruments Co., Ltd
JIANGSU HOLLY CREATIONS CO.,LTD
Shijiazhuang Enlio Sports Goods Co.,Ltd

（株）ジークスポーツ
SYED AND SONS INDUSTRIES
GHiWell Co., Ltd. ／（株）ザ・ビッグスポーツ
Flow Sports Tech CO.,LTD
SHENZHEN ALLWELL SPORTS PRODUCTS
MANUFACTURING CO., LTD
Shenzhen Pango Electronic Co.,Ltd.
重光商事（株）
SIX STARS SPORTS APPAREL PVT LTD
Shanhai GongJin Medical Technology Co.,Ltd
Shanghai Shunyan Network Technology Co., Ltd
Shanghai Mudoo Textile Co. Ltd
Shadow Sports
SHANDONG KINGSTAR SPORTS FITNESS CCO.,LTD
Shanghai Divtop Intl. Trade Co., Ltd.
Shanghai Yuteng International Trade Co., LTD
The Ship Trace International Trade Co.,Ltd.
鐘山竹林（株）
ZHEJIANG XINHENGTAI ADVANCED MATERIAL CO.,LTD.
Zhejiang Qiaodeng industry and trade Co., Ltd. 
ZHEJIANG FULI KNITTING TECHNOLOGY CO.,LTD
Zhejiang lianmei industry co.,ltd
JINJIANG JIADE TRADING CO.,LTD
StepFactory.co.,ltd

（株）スパイス
（株）スリーエス
SELBERIAN SPORTS WEAR
セレンティ（同）（株）Next Challenge

（一社）全国スポーツマーク品質管理協会
（有）ＢＥＳＴＰＬＡＹ／（株）山神／（株）白川ネーム店／

（有）まるもや刺繍
Sonico pvt Ltd.
ZOLI INTERNATIONAL (PVT) LTD.
TAIAN DONGSHENG CLOTHING CO.,LTD 
TAIZHOU J&F HEADWEAR CO.,LTD
Dawn Leather Industries
無錫唐帛服飾有限公司
Danyang Shi Wai Yuan Camping Products Co., Ltd
Changzhou Bosket Plastic Products Co.,ltd

（株）ツインズ
Tianyu Camping Equipment Co.,Ltd
DONG A SPORTS
DURALOGIC LIMITED
TERRIFIC SPORTS INTERNATIONAL
東京スポーツ用品工業協同組合／（株）アカバネ／
鵜沢ネット（株）／（株）三和商会／ヤマト徽章（株）
トーエイライト（株）
DONGGUAN JIALONG SPORTING GOODS CO.,LTD.
DONGGUAN SIBOASI SPORTING GOODS TECHNOLOGY CO., LTD
Dongtai City Xingdun Marine Equipement Co.,Ltd

（有）内藤額縁店
Campack-Tent Ind. Co., LTD

（株）NaTRIUM コアフロント
NABEEL.S PRODUCTS
Nanjing Viveup Co., Ltd
NongTong Rising Sporting Goods Co.,Ltd
NANTONG ROYAL GLOVE CO.,LTD
NANTONG JIANGHUAI TRADE CO.,LTD
Nantong Jinruite Technology Development Co., Ltd.
NANTONG TOP ASIA CO.,LTD
NANTONG FOREMOST GARMENTS & ACCESSORIES CO.,LTD
NANTONG HONGHUA FASHION GARMENT CO.,LTD
NANTONG POWERWAVE SPORTING GOODS.,LTD
NANTONG LEOHANG SPORTING GOODS CO.,LTD
新居田物産（株）
Ningbo Tianen Fitness Technology Co., Ltd

（株）日本創作
Ningbo Oboun Import&Export Co.,Ltd.
Hangzhou Forever Fitness Co.,Limited
HANGZHOU LANGQUN HOME FUNISHING CO.,LTD
High Com Sport
HIGH HOPE ZHONGDING CORP.
バウファーファインド（パシフィックサプライ（株））
power impex check 
フィールドマスター
BUIESC LIMITED
FUJIAN PINGZHI NEW MATERIAL CO.,LTD.
Fujian Wajufo Sports  Technology Co.,Ltd
富士ゴム産業（株）

（株）ブラザースポーツジャパン／ AB sport
Franklin Flora International
FRANKLIN FLORA INTERNATIONAL     
BRITA Japan （株）

（有）プロシード
WELON (CHINA) LTD.
BOLA GEMA - Pakistan
HOMELEC
HUAIAN LONGSHUO INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.
マドラス（株）

（有）matrix
MATRO CO.,LTD.

（株）ミマキエンジニアリング
（株）村井
MEDIFOAM
DEXSHELL/Metropolice

（株）メルシー
Xiamen Sunwee Outdoor Co.,Ltd
Xiamen HCF Outdoor Products Co.,Ltd

ビューティー機器・サービス
介護予防、リハビリ関連製品
ビューティー機器・サービス
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
介護予防、リハビリ関連製品
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
ビューティー機器・サービス
ビューティー機器・サービス
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
サプリメント、健康食品
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
ビューティー機器・サービス
サプリメント、健康食品
ＩＴシステム・サービス
フィットネスマシン、プログラム
スポーツ用品・健康器具
ビューティー機器・サービス
スポーツ用品・健康器具
サプリメント、健康食品
介護予防、リハビリ関連製品
フィットネスマシン、プログラム
スポーツ用品・健康器具
ビューティー機器・サービス
ダイエット機器・サービス
サプリメント、健康食品
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
自治体・協会・出版
ビューティー機器・サービス
スポーツ用品・健康器具
サプリメント、健康食品
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
ＩＴシステム・サービス
スポーツ用品・健康器具
サプリメント、健康食品
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
サプリメント、健康食品
フィットネスマシン、プログラム
ビューティー機器・サービス

プール・スパ設備、備品
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
フィットネスマシン、プログラム
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
ビューティー機器・サービス
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
ビューティー機器・サービス
自治体・協会・出版
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
自治体・協会・出版
フィットネスマシン、プログラム
自治体・協会・出版
自治体・協会・出版
スポーツ用品・健康器具
フィットネスマシン、プログラム
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
プール・スパ設備、備品

スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
フィットネスマシン、プログラム
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
フィットネスマシン、プログラム
スポーツ用品・健康器具
フィットネスマシン、プログラム
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
フィットネスマシン、プログラム
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具

スポーツ用品・健康器具
ビューティー機器・サービス
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
フィットネスマシン、プログラム
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
フィットネスマシン、プログラム
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
自治体・協会・出版

プール・スパ設備、備品
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
プール・スパ設備、備品
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
フィットネスマシン、プログラム
スポーツ用品・健康器具
フィットネスマシン、プログラム
スポーツ用品・健康器具
フィットネスマシン、プログラム
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
介護予防、リハビリ関連製
品
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
フィットネスマシン、プログラム
スポーツ用品・健康器具
フィットネスマシン、プログラム
スポーツ用品・健康器具
プール・スパ設備、備品
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
プール・スパ設備、備品
フィットネスマシン、プログラム
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
プール・スパ設備、備品
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具

第 4 回　スポーツウェア＆用品 EXPO第 28 回　ヘルス＆フィットネスジャパン 
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第 4 回　RE-CARE JAPAN

　　　　　　

　　　　　　出展社名 / 共同出展社

出展社名 / 共同出展社

カテゴリー

カテゴリー

（株）アースカラー／（一社）日本ラクナールライセンス協会
（株）アグレックス
インターリハ（株）

（株）ウェルネスデベロップメント　
ライフキネティック日本支部　

（株）NBC International Japan
オージー技研（株）

（株）オーシャン
（株） オール・スクエア
（有）クラブクリエイト
酒井医療（株）
ジーエム（株）
ダイナミック・デバイス（株）
TANOTECH（株）

（株）DIPDA JAPAN
DENBA（株）
動技
東京都健康長寿医療センター研究所

（株）トータルブレインケア
（株）TOSCOM
認トレ (R) 協会／ひろかわクリニック／勝山ネクステージ（株）／
エンフューチャー（株）

（株）ハヤブサ技研
（株）万雄
（株）ＶＩＰグローバル
（株）プライムダイレクト／（株）アイケイ
（株）プレイケア
Hongbog Co., Ltd.
リーフ（株）

（株）ワン・イレブン

XIAMEN YOUR TENT OUTDOOR GOODS?CO.,LTD.
CHINA MEDILIFE PRODUCTS CO.,LTD
Yangzhou Qiangjin Sports Products Co., Ltd
Yangzhou Jinkaili Sport Products Co.,Ltd
Zhejiang Yongkang Si Pao Chi Industry & Trade CO.,LTD
Yongkang Tianxin Industry & Trade Co., Ltd
ravineinternational
Random Sports
Liyang Zhongtian Weaving & Commodity Co., Ltd

（株）リベルタ
Wander Sports Nantong Co.,Ltd.

介護予防、リハビリ関連製品
介護予防、リハビリ関連製品
介護予防、リハビリ関連製品
介護予防、リハビリ関連製品

介護予防、リハビリ関連製品
介護予防、リハビリ関連製品
介護予防、リハビリ関連製品
フィットネスマシン、プログラム
介護予防、リハビリ関連製品
介護予防、リハビリ関連製品
介護予防、リハビリ関連製品
フィットネスマシン、プログラム
介護予防、リハビリ関連製品
介護予防、リハビリ関連製品
介護予防、リハビリ関連製品
介護予防、リハビリ関連製品
介護予防、リハビリ関連製品
介護予防、リハビリ関連製品
スポーツ用品・健康器具
介護予防、リハビリ関連製品

介護予防、リハビリ関連製品
ビューティー機器・サービス
介護予防、リハビリ関連製品
フィットネスマシン、プログラム
介護予防、リハビリ関連製品
介護予防、リハビリ関連製品
介護予防、リハビリ関連製品
フィットネスマシン、プログラム

スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
プール・スパ設備、備品
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
スポーツ用品・健康器具
フィットネスマシン、プログラム

カタログ展示
（公財）健康・体力づくり事業財団
すこやかメディカル（株）
日本ヘルス

（株）ビースタイル
（株）MIYOSHI

自治体・協会・出版
スポーツ用品・健康器具
サプリメント、健康食品
ビューティー機器・サービス
ＩＴシステム・サービス

（社名 50 音順）出展社一覧

第 4 回　スポーツウェア＆用品 EXPO
会場風景  PHOTO GALLERY
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福祉Mover
株式会社エムダブルエス日高、ほか
デイサービス(以下、デイ)の送迎車を相乗り活用し、要介護認定の交通弱者
を支援する。利用者がデイの非通所日に「買い物に行きたい」と、スマホア
プリ『福祉 Mover』に現在地 と目的地を入力すると、街中を走るデイ送迎車
の中から、人工知能システムSAVS(株式会社 未来シェア開発)が最適な車を
決定し配車する。福祉 Mover で利用者の移動手段を確保し外出機会を増
やし、非通所日の生活の質を向上させ、 さらには健康寿命の延伸をねらう。

▶受賞コメント
数多くの素晴らしい事例の中から、我々の取り組みが栄えある賞をいただく
ことができ嬉しく思います。関係者の皆様にはお礼申し上げます。
高齢者世代へのスマホの普及、他法人や行政との事業連携等、超えなけれ
ばならない障壁はありますが、引き続き、福祉Moverによる高齢者の交通弱
者支援の社会実装に向け、更には高齢者の日常生活の質の向上と、高齢者
による交通事故の撲滅を目指し精進してまいります。

▶受賞コメント
この度はRE-CAREアワード2019　介護予防・リハビリサービス部門　金賞
を頂き誠にありがとうございます。まだ走り始めたばかりの取組ではありま
すが、今回の受賞を励みにさらに深く広く進めていければと思っておりま
す。このような機会を頂き、誠にありがとうございました。

▶受賞コメント
昨年に引き続き2年連続金賞をいただいたことに感謝申し上げます。
自社単独ではアプローチができない歯科領域、そしてサービス提供が難し
い地域に対して、４者の強みを掛け合わすことで、地域の介護予防につな
がる活動が実現できました。
今後も「粧う」ことを通じて、地域住民の笑顔の創出、健康寿命の延伸につな
がる活動を異業種・多職種と連携してさらに進めていきたいと思います。

仕事付き高齢者住宅プロジェクト
社会福祉法人　伸こう福祉会、ほか
要支援・要介護であっても、役割をもち社会と繋がり緩やかな経済活動を
行う事で、毎日をよりイキイキと過ごすきっかけを作る。それが「仕事付き
高齢者住宅プロジェクト」です。介護付き有料老人ホームのご入居者を対
象として、高床式砂栽培「トレファーム」を活用した農業・企業を対象と
した「介護・健康セミナー」講師補助・これまでの趣味や経験を活かした
クリエイティブワークの3本柱で複数のお仕事をご入居者が担っています。

介護予防・リハビリサービス部門

オーラルフレイル対策教室
資生堂ジャパン株式会社、ほか
2017年から行政（北海道妹背牛町役場）・地元歯科医院（定岡歯科医院）・
民間企業 2 社（Willmake143・資生堂ジャパン）の 4 団体が持つ強み
活かし、地域住民が楽しみながら参加できる地域密着型のオーラルフレイ
ル対策教室（2018 年度年 3 回）を展開。歯科従事者による口腔ケアと
美容を同時に提供するサービスを確立し、地元高齢者の口腔ケアに対す
る意識の向上につなげ、そのモデルを近隣地域へ展開をしている。

産官学連携部門

認知症未病改善プログラム
神奈川県健康医療局、ほか
神奈川県では、子どもからのアプローチにより認知症のリスクを軽減
（認知症の未病改善）することを目的として、平成30年度から、横浜Ｆ・
マリノスと連携し、高齢者の方々がお孫さんと一緒に楽しみながら参
加でき、認知機能等の測定も行う６か月間の継続的な運動プログラム
を実施している。平成 30 年度におけるプログラム実施期間前後の
認知機能の測定では、前頭葉機能等の数値が有意に向上した。

産官学連携部門

おおいそ産官学連携事業ロコミル・アンチロコモ教室
アルケア株式会社、ほか
『おおいそ産官学連携事業』大磯町、東海大学、アルケア ( 株 ) の産官学
連携により、要介護・要支援の主要因であるロコモティブシンドローム（運
動器症候群）のスクリーニングと予防・改善の医学的根拠に基づく介護予
防教室の運営を組み合わせて実施。これまで参加していなかった層の地域
住民の参加率を向上させた。また、SDGs 社会的インパクト評価の視点で
品質や効果の検証が行われ、インパクトレポートが作成・公表された。

産官学連携部門

セルフデザイン事業
株式会社池田介護研究所、ほか
弊社は、地域密着型デイサービス（かなえるデイサービスまる）、居宅
介護支援事業所（居宅介護支援事業まる）、介護旅行事業（トラベルヘ
ルパーセンター八戸）を開設。かなえるデイサービスまるでは、弊社独
自の自立支援システム（セルフデザイン事業）を実施。セルフデザイン
事業は、もし病気や認知症になっても４つのプログラムを組み合わせて
活動を誰かがサポートすることで実現する社会的自立を実現している。

介護予防・リハビリサービス部門

『医学的根拠に基づいた「あしの健康教室」の展開』
アルケア株式会社、ほか
『医学的根拠に基づいた「あしの健康教室」の展開』当社は、要介護・要
支援の主要因であるロコモティブシンドローム（運動器症候群：以下ロコモ）
の予防・改善の医学的根拠に基づく教室運営ノウハウを構築した。今回、
栃木県内の事業所と協業し「とちぎロコモ管理コンソーシアム」を設立し、
各事業所でロコモ管理教室を実施することで、事業者の地域での価値向上
と地域住民の健康寿命延伸ならびにヘルスケア産業の活性化を目指す。

介護予防・リハビリサービス部門

リハビリ施設『wellbista care studio』
株式会社ユニマット　リタイアメント・コミュニティ
介護保険サービスと、当社への就労支援も組み込んだ保険外リハビリサービスの同
時一体型リハビリ施設『wellbista care studio( ウェルビスタ ケアスタジオ )』。 コ
ンセプトは『必要な時に必要なリハビリを、なりたい姿を形にする〝WELL-BEING 
AGAIN′′』 身体的・精神的・社会的に良好な状態を目指し、様々な疾患の後遺症
に対応した保険外のリ ハビリサービスと同時に当社での就労支援までを提供。さら
に、介護保険対象者には機能訓 練型デイサービスを同時一体的に提供します。

介護予防・リハビリサービス部門

リハビリ旅行
リハビリ推進センター株式会社、ほか
リハビリ旅行は、心身機能を回復してから旅行に行くのではなく、リハ
ビリテーションをしながら行く旅行である。従来、旅を阻む存在である
階段や段差など、これまでバリアとされてきた障害物を敢えてプログラ
ムの一つとして捉え、それを乗り越えるための旅行前プログラムに取り
組む。そして、本番の旅行で成功体験を積み重ねて、また、次の目標
に挑戦する。夢と希望を諦めない人（生きざま）を応援する事業である。

介護予防・リハビリサービス部門

ヘルステック部門

リハまる
株式会社テクリコ
VR（仮想現実）、MR（複合現実）機器を用いた3Dリハビリテーションシス
テム「リハまる」。従来は紙と鉛筆で行っていた非効率なリハビリを、HMD
(ヘッドマウントディスプレイ)を用いることで手軽に、楽しく行える、がコン
セプト。関西医科大学との共同研究を基盤に開発された当製品は、現在
深刻化している認知症患者及び認知症予備軍の方々へのケア、デイサー
ビスの現場での人手不足などの諸問題に解決の糸口を提示する。

ヘルステック部門

AYUMI-EYE
株式会社早稲田エルダリーヘルス事業団
3軸加速度センサーが搭載されたモジュールとiOSアプリを用いて、歩行
時の加速度データに基づき、歩行機能をスコアリングにより可視化する
デバイスです。超小型で軽量設計、高精度で低価格を実現しました。簡単
な操作による歩行の可視化で、歩行機能の客観的な把握、運動に対する
モチベーションの浮揚とコミュニケーションの促進が期待できます。簡便
測定・即時解析で、介護・医療・研究など様々なフィールドに展開中です。

ヘルステック部門

審査員
特別賞

  AYUMI EYE 

 

62.4mm 30.9mm 11.8mm  
18.5g  

CR2032 x 1 3V 
23.6 2 /  

 AYUMI EYE  EHA-AYU 
3 LIS2DH12 (STMicroelectronics )  

 ±4G  3
 ±1% G  

31.25Hz 
A/D 12bit A/D  

Bluetooth Low Energy  BLE4.1  2mW  Class2   
iOS App Store  

 
iPhone 5  
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RE-CARE AWARD 2019

RE-CAREアワード2019
RE

JAPAN
-CARE

RE
-CARE AWARD

RE
-CARE AWARD

日本の超高齢社会を支えるテクノロジー、介護保険外サービス、官民連携による取り組みの好事例を表彰します

より元気に、より良く、より素敵な人生を支える、世界最先端の事例がここに集う

リハビリ・介護予防サービスの展示会「RE-CARE JAPAN」では、公的介護保険外で「介
護予防、フレイル予防、高齢者リハビリ、自立生活支援」を実現しているサービス・製品の
周知と保険外サービスの発展を目的として 2018 年に「RE-CARE アワード」を開設し、今
年 2019 年に第 2 回を迎えました。
当アワードでは①ヘルステック　②介護予防・リハビリサービス　③産官学連携の 3 部門を
対象として表彰を行いました。QOL の高い自立生活を支援し、世界最先端の超高齢社会・
日本が抱えている医療費、介護費の効率化に貢献し、超高齢社会をより豊かにする社会モデ
ル・事業モデルを世界に発信していきます。

【主催】 RE-CARE JAPAN 実行委員会　 【協力】 東京大学高齢社会総合研究機構、株式会社日本総合研究所

RE-CARE アワード審査委員メンバー

＊ RE-CARE アワード審査委員コメント

審査委員 株式会社ミナケア
代表取締役医師、MBA
山本　雄士氏

これからの日本社会は、超高齢化のピークである 2042 年に向かって 85
歳以上人口が急増していく。よって、介護予防、フレイル予防は、今まで
以上に真剣に取り組まれなければならない最重要課題である。住民、地域
の健康を高める斬新なプロジェクトの実践者として、RE-CARE アワード
2019 受賞者を高く評価すると共に、社会課題の軽減に対する貢献を大い
に期待したい。RE-CARE アワード 2020 においても、著しい進歩を遂げ
ている新しい技術を活用した、革新的な取り組みの応募を待ち望む。

審査委員長 埼玉県立大学理事長 慶應義塾大学名誉教授 田中　滋氏

人生 100 年の時代、「動く」、「食べる」、「社会活動」の高齢者の
自立活動の支援が政策の焦点。民間の創意工夫の出番だ。2019
年は多くの独創的な応募が競い受賞者を絞るのが大変だったこと
に感謝。2020 年もフレイル予防産業など幅の広い取り組みを期
待する。

審査委員東京大学高齢社会総合研究機構特任教授　辻　哲夫氏

2 年目となったアワードは、外出促進、社会参加、多世代など、高
齢者の介護予防・健康増進に関するアプローチがより多様化しつつ
あることを実感させるものとなった。
オリンピックの年となる 2020 年には、高齢化先進国日本からア
ジア等海外への展開も考えられるような、更なるユニークなサービ
ス、ビジネスモデルの応募を期待したい。

審査委員株式会社日本総合研究所リサーチ・コンサルティング部門 高
齢社会イノベーショングループ 部長　紀伊　信之氏

応募団体一覧

Happy Dental Check 歯っぴー株式会社／福岡歯科大学
福岡地域戦略推進協議会

福祉Mover
株式会社エムダブルエス日高
株式会社 未来シェア
公立はこだて未来大学

リハまる 株式会社テクリコ

Dr.pik 株式会社ドクターピック

AYUMI-EYE 株式会社早稲田エルダリーヘルス事業団

オリバックチェア 株式会社美と健康社

リハビリ旅行
リハビリ推進センター株式会社

セルフデザイン事業 株式会社池田介護研究所
青森県八戸市市役所／青森県県庁

「遊びの気づき」による
社会参加寿命延伸事業 株式会社プレイケア

シニアフィットネスクラブにおける
「互助」サービスの提供

株式会社フジモリ
株式会社アルプス

自費訪問型
リハビリテーションアロー

株式会社アロー

仕事付き高齢者住宅プロジェクト

『医学的根拠に基づいた
「あしの健康教室」の展開』

アルケア株式会社

早稲田イーライフ×JAL
なでしこLab

株式会社早稲田エルダリーヘルス事業団

リハビリ施設
『wellbista care studio』

株式会社ユニマット
リタイアメント・コミュニティ

認知症未病改善プログラム
神奈川県健康医療局

オーラルフレイル対策教室
資生堂ジャパン株式会社

高石市
健幸リビング・ラボ事業

高石市健幸のまちづくり協議会

おおいそ産官学連携事業
ロコミル・アンチロコモ教室

アルケア株式会社
大磯町／東海大学

ロボットを活用した
歩行トレーニング

ロボサポート山口株式会社

社会福祉法人　伸こう福祉会
東レ建設株式会社／カゴメ株式会社／東海大学

栃木県立リハビリテーションセンター（監修）
那須フローラ株式会社（実施事業者）
一般社団法人さくら活性化協会（実施事業者）

稲取温泉旅館協同組合／稲取観光合同会社／
昼神温泉郷JTB／東日観光㈱／板橋区役所前診療所
リハビリ旅行療法士／看護師／サポーター

商品・サービスの名称 商品・サービスの名称団体名（代表団体および参加団体全ての正式名称） 団体名（代表団体および参加団体全ての正式名称）

横浜マリノス株式会社／
医療法人社団緑成会 横浜総合病院 臨床研究センター／
一般社団法人チアリーダーズ協会／
一般社団法人日本音楽レ・クリエーション指導協会

山口県内企業10社（地元の山口銀行含む）
山口県庁／山口市役所／中国経済産業局／
山口大学医学部

医療法人社団いざなき会 定岡歯科医院／
北海道妹背牛町役場／有限会社Willmake143／
資生堂ジャパン株式会社

高石市／高石商工会議所／一般社団法人高石市医師会／
高石市歯科医師会／高石薬剤師会／
社会福祉法人高石市社会福祉協議会／
一般財団法人高石市保健医療センターほか

審査委員 株式会社クラブビジネ
スジャパン 代表取締役
古屋　武範氏

審査委員株式会社日本総合研究
所リサーチ・コンサルティング
部門 高齢社会イノベーショング
ループ 部長　紀伊　信之氏

審査委員長 埼玉県立大学理事長 
慶應義塾大学名誉教授 
田中　滋氏

審査委員東京大学高齢社会総合
研究機構特任教授　
辻　哲夫氏

桜美林大学老年学総合研究所　
所長、国立長寿医療センター
理事長特任補佐　鈴木　隆雄氏

同時開催イベント
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 SSA × SPORTEC GRAND PRIX 2019

 FITNESS ANGEL

 EVENT

 EVENT

５部門（スタイリッシュガイ・ビースティ・フィジーク・ベティ・ビュー
ティーフィットネスモデル）から選抜されたプロ選手とアマの選手
が混合で立つ、夏が一番似合う男性・女性を決定するコンテストを
開催いたしました。

ただ痩せているだけでは出にくいヒップラインとウエストラインの差、女性らしいボディラインと健康的で魅力溢れ
る心身を作り上げるフィットネスイベント。今年は東西ヒップダンス対決で会場を盛り上げました。

2019 年 ７月9 日（火）11:00 〜13:30  

2019 年 ７月9 日（火）16:30 〜17:30 

【主催】サマー・スタイル・アワード実行委員会

【主催】株式会社ヴィーナスジャパン  武道 Masters LIVE 2019

 SPORTEC CUP 2019

 EVENT

 EVENT

柔道、空手、合氣道などの武道・格闘技のスペシャリストたちによる、迫力のあるデモンストレーションが披露され
ました。研ぎ澄まされた技の演舞を間近で見ることのできる貴重な機会となりました。

日本ボディビル・フィットネス連盟（JBBF）主催のフィットネス系
競技の国内頂点を争う公式大会を開催しました。国内トップクラスの
男子フィジーク、女子ボディフィットネス、女子フィットネスビキニ
の選手が集い、階級を超えてその頂点を競うオールスター戦は立見が
出るほどの盛り上がりでした。

2019 年 ７月11日（木）14:00 〜16:30

2019 年 ７月11日（木）11:00 〜13:00

【主催】（公社）日本ボディビル・フィットネス連盟（JBBF）

 DANCE FITNESS CONTEST EVENT

日本最大のダンスエアロビクスコンテスト「ダンスフィッ
トネスコンテスト」は、国内外で活躍するプレゼンターに
なるための登竜門。全国から集まるインストラクターがレッ
スンの演技力でしのぎを削り、エアロビクス愛好家たちは
日々レッスンで磨いてきた動きのスキルを競いました。た
くさんの感動と学びが得られるイベントとなりました。

2019 年 ７月10 日（水）10:30 〜 18:00
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専門セミナーⓇ

スポーツ庁参事官 
民間スポーツ担当　
川合 現 氏

スポーツ庁　長官　
鈴木 大地 氏

（一社）日本スポーツ
ツーリズム推進機構　
会長　原田 宗彦 氏

（公社）日本バスケットボール協会　
副会長
（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
チェアマン　大河正明 氏

（一社）日本トップリーグ連携機構　
代表理事会長　川淵 三郎 氏

日本スポーツ振興センター  
理事　今泉 柔剛 氏

衆議院議員　東京オリンピック･
パラリンピック競技大会組織委員会
会長代行　遠藤 利明 氏

早稲田大学  スポーツ科学学術院・
教授　間野 義之 氏

(一社)大学スポーツ協会（UNIVAS）  
専務理事　仙台大学　
教授　池田 敦司 氏

東京大学  理事・UNIVAS 理事・
日本バスケットボール協会  理事・
Bリーグ理事　
境田 正樹 氏

日本テレビ放送網(株)　スポーツ局 
スポーツ事業推進部（兼）
社長室 企画部　
部次長　プロデューサー　
佐野 徹 氏

（株）新産業文化創出研究所 
代表取締役 所長　
廣常 啓一 氏

登壇された講師の方々（一部抜粋）

スタジアム・アリーナ、スポーツ施設に関わる 87 セッションのセミナーを開催。
4,000 名を超えるスポーツビジネスに関わる方々が受講されました。

5/22 wed.

5/23 THU.

A-1
11:00~14:30

B-1
10:30~12:00

B-4
10:30~12:00

B-6
13:15~14:00

B-7
14:30~16:00

B-5
12:30~13:00

B-2
12:30~14:00

B-3
14:30~16:00

C-1
10:30~12:00

D-1
10:30~12:30

D-2
13:30~15:30

C-4
15:15~15:45

F-1
10:30~12:00

F-2
12:30~14:00

C-3
14:15~15:00

ニュースポーツ体験会

11:00～14:30の間に会場にお越しいただき、
ご自由にお楽しみください。

A-4
10:30~12:00

A-5
12:30~14:00

A-6
14:30~16:00

来たくなる、観たくなる、
知りたくなるスタジアム・
アリーナのシカケ

（学）追手門学院　追手門学院大学
社会学部　社会学科　准教授　博士（スポーツ科学）
（株）スポーツファシリティ研究所　
代表取締役　上林 功 氏

（株）川崎フロンターレ
施設事業グループ グループ長　谷田部 然輝 氏

フロンターレが
目指すもの
－愛されて勝つ
クラブに－

（一社）22世紀親子からだ育て塾 代表理事　上田 泰子 氏
日本体育大学大学院 研究員　植松 雄太 氏
横浜労災病院　新生児内科部長　堀口 晴子 氏

人生１００年時代 家族健康経営・親子
プログラムの研究開発・実践と指導者育成の状況
～公共施設・企業での事例から～

「地方創成応援税制
（企業版ふるさと納税）」の手法を
活用した、湯ノ丸高原高地トレーニング用プールの建設

東御市 市長　花岡 利夫 氏
東御市 企画振興部 文化・スポーツ振興室 文化・スポーツ振興係
室長補佐 係長　中村 昌彦 氏
東御市 企画振興部 文化・スポーツ振興室 主査　荒井 宗武 氏
（株）協栄 代表取締役　山田 賢治 氏

維持管理会社が
挑む
スポーツ施設
管理

日本メックス（株）PPP事業推進PT 
運営部長　若杉 睦美 氏

QRコードを使った展示会＆
セミナー向けアンケート
システム

A・Tコミュニケーションズ（株） 
代表取締役　東 陽一 氏

eスポーツというコンテンツの可能性
～2018年eスポーツ元年を終えて
今後のキラーコンテンツに
させるために～

音楽・スポーツ・
エンターテイメント都市を
目指して
横須賀未来予想図

横須賀市役所 政策推進部 
都市魅力創造発進課 課長　奥村 浩 氏

（一社）日本eスポーツ連合 
専務理事　平方 彰 氏

スタジアム・アリーナの
最新動向

F-3
14:30~16:00

G-2
13:30~17:00

H-1
10:30~12:00

H-2
12:30~14:00

H-2
I-3

13:30~15:00
I-4

15:30~17:00
H-3

15:00~17:00

早稲田大学  スポーツ科学
学術院・教授　間野 義之 氏

スポーツ振興賞表彰式授賞式及び
受賞者による
受賞事業の発表

スポーツ健康産業とパークマネジメントの
連携による次世代型ヘルスケア・
エリアマネジメント
～2020オリパラからワールド
マスターズゲームズ、大阪万博に向けて

（株）新産業文化創出研究所 
代表取締役 所長　廣常 啓一 氏

大学スポーツ協会（UNIVAS）の
取組と、UNIVAS参加大学の取組、
いまとこれから

(一社)大学スポーツ協会（UNIVAS）  専務理事　仙台大学　
教授　池田 敦司 氏
山梨学院大学　経営学部経営学科　教授　長倉 富貴氏
福岡大学　スポーツ科学部　教授、（一財）全日本大学サッカー連盟  
副理事長、常務理事　乾 眞寛 氏
日本学生ホッケー連盟　事務局長  福島 雄裕 氏
江戸川大学  教授、(一社)大学スポーツ協会（UNIVAS）　
理事　小林 至 氏

メディアを最大限に活用する
スポーツ市場拡大戦略

スポーツブランディングジャパン(株)　
マネージングディレクター 
イージープロダクション(株)　取締役　日置 貴之氏

日本テレビ放送網(株)　スポーツ局 
スポーツ事業推進部（兼）社長室 企画部　
部次長　プロデューサー　佐野 徹 氏

スポーツ・フィットネス
運営施設の
リスクマネジメント

ミズノスポーツサービス（株）
アカデミー専任講師　上田 等 氏

（株）共同通信デジタル 
営業本部 第1営業部　
寺谷 明美 氏

コンテンツ×エリアで街づくり、ブランディング「eスポーツを活用した
地方創生×野球振興
愛媛から全国へ」

～サーフィンで実現する地方創生‐宮崎県日向市の成果と今後‐～

（株）meleap CEO　福田 浩士 氏 

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】

（一社）日本スポーツ支援機構 代表理事　水藤 英司 氏

AR技術で新しいレジャー＆
スポーツ市場を創造する
～世界に展開するテクノスポーツ
HADOの施設ビジネス～

スタジアム＆アリーナを活かす
竹中工務店のエンジニアリング

（株）竹中工務店 先進構造エンジニアリング本部長　五十嵐 信哉 氏
ほか3名

（株）オーケー光学  研究・技術開発部門
藤田 隆行 氏、渡辺 貴則 氏

スポーツシーンで活用するサングラス
～偏光レンズ/
ハイコントラストレンズの
仕組みと機能～

スポーツ庁　長官　鈴木 大地 氏
（一社）日本スポーツツーリズム推進機構　会長　原田 宗彦 氏
（公社）日本バスケットボール協会　副会長
(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 チェアマン 大河 正明氏
（一社）日本トップリーグ連携機構　代表理事会長　川淵 三郎 氏
日本テレビ放送網(株)　スポーツ局 スポーツ事業推進部（兼）社長室 企画部　部次長　プロデューサー 佐野 徹 氏

【基調講演②】
ラグビーワールドカップ日本大会と
東京オリンピック・パラリンピックの
開催とその後に
向けたスタジアム・
アリーナ政策とその構想

【基調講演①】
スポーツを15兆円産業にするためのスタジアム・
アリーナ、リーグスポーツの果たす役割とは？
～ゴールデン・スポーツイヤーズの後のスポーツ産業の姿～

スポーツ庁参事官 民間スポーツ担当　川合 現 氏
日本スポーツ振興センター  理事　今泉 柔剛 氏
釜石市ラグビーワールドカップ2019
推進本部事務局 主幹 兼
釜石鵜住居復興スタジアムマネージャー　増田 久士 氏
モデレーター：(株)日本政策投資銀行　
地域企画部　桂田　隆行氏

新しいライブ・
エンタテインメントの
潮流

（株）電通
コンテンツビジネス・
デザイン・センター/
シニアディレクター　國枝 礼子 氏
（株）よしもとスポーツ　
代表取締役社長　星 久幸氏

スポーツ専用のOTT企業、DAZNが変える、
日本のスポーツコンテンツビジネス
～DAZNはどのような将来像を描いて、
Jリーグと10年間の大型契約を締結しているのか～

Perform Investment Japan（株）
ヴァイスプレジデントアクティベーション　
平田 正俊 氏
（公社）日本プロサッカーリーグ 
専務理事　木村 正明 氏
モデレーター：スポーツライター
上野　直彦氏

宮崎県日向市商工観光部　観光交流課　
サーフタウン交流推進係係長　葉上 耕大朗 氏
WSL JAPAN / Asia Pacific　
ツアーエグゼクティブ 近江 俊哉 氏
(株)電通　ビジネス・ディベロップメント＆
アクティベーション局　ディレクターWSL JAPAN / Asia Pacific 
マーケティング・アドバイザリー 榊原　龍 氏
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5/23 THU.
どうしてスポーツ団体の不祥事が
無くならないのか
～成長し続けるチームになるために～

有限責任 あずさ監査法人 スポーツビジネスCoE
パートナー　戸谷 且典 氏
パートナー　土屋 光輝 氏

・戦略的スポンサーシップ
 － スポンサー収入増加に向けた戦略的思考
・スポーツを活用した新規事業創出の視点
 － 共感の重要性

アビームコンサルティング（株）Sports & Entertainmentセクター長　
久保田 圭一 氏

Jリーグマネジメントカップから見る
スポンサーシップの転換点

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー(同)
スポーツビジネスグループ　
シニアヴァイスプレジデント　里崎 慎 氏
(公社)日本プロサッカーリーグ 国際部長／
パートナー事業部長 山下 修作 氏

C-6
10:30~12:00

C-8
14:30~16:00

D-4
10:30~12:00

D-5
12:30~14:00

E-4
10:30~12:00

E-5
12:30~14:00

E-6
14:30~16:00

F-4
10:30~12:00

F-6
14:30~16:00

F-5
12:30~14:00

D-6
14:30~16:00

G-4
10:30~12:00

G-5
13:00~14:30

H-4
10:30~12:00

H-6
14:30~16:00

I-5
10:30~12:00

I-6
12:30~14:00

I-7
14:30~16:00

H-5
16:30~17:30

G-6
15:00~16:30

C-7
12:30~14:00

Sports Open Innovation Platform（SOIP）
の構築推進に向けて
～スポーツの場から新たな財・
サービスが創出される社会の実現～

スポーツ庁 参事官（民間スポーツ担当）　川合 現 氏

地場産木材で経済的に造る
大空間アリーナと木造屋根架構造

（株）石本建築事務所
執行役員Principal Architect　能勢 修治 氏
（株）山田憲明構造設計事務所 
代表取締役　山田 憲明 氏

メガスポーツイベントを
契機とした地域活性化

スポーツ庁 参事官 （地域振興担当）　増井 国光 氏
ワールドマスターズゲームズ2021 
関西組織委員会 競技運営部長　東 直也 氏
（株）電通 関西支社
ソリューション・デザイン局  コンテンツビジネス2部長　安達 知希氏

日本初上陸！
One Championshipの世界戦略
～アジア発、世界No.1のブランド力を持つ格闘技興行団体を目指して

One Championship　シニア・マネージャー　高野橋 ケン 氏

一般社団法人日本スポーツ
ツーリズム推進機構
2019年度 定時社員総会

JSTAスポーツツーリズム需要拡大戦略セミナー
「スポーツツーリズム需要拡大のための
デジタルマーケティング戦略」

日本政府観光局（JNTO）　企画総室デジタルマーケティング室長　吉田 憲司 氏
スポーツ庁　参事官（地域振興担当）増井 国光 氏
グーグル合同会社　観光立国推進部長、内閣官房　
クールジャパン地域プロデューサー　陳内 裕樹 氏

なぜ、ロンドン五輪は鉄パイプと布の
競技会場を作ったのか？
～いま、東京がロンドンから学ぶべき、五輪を
活用したレガシー戦略～

建築家・山嵜一也建築設計事務所  代表　山嵜 一也 氏

大建設計の水族館と
スポーツ施設

（株）大建設計 東京事務所 意匠設計室 技術部長　萱沼 良男 氏

アリーナにおけるＰＰＰの可能性

前田建設工業（株）
取締役常務執行役員 経営企画担当  兼  
事業戦略本部長　岐部 一誠 氏

４ＧＴＶが描く新しいテレビの形
～テレビジョン第４世代への挑戦

（株）イヴォルバー
（株）4GTV開局準備室 代表取締役社長　エンドウ ミチスケ 氏
クラブサクセスジャパン（株）取締役副社長、
アリーナスポーツ協議会参与　山崎　隆司 氏

北海道ボールパーク計画：
プロ球団が推進する新球場を
起点にしたまちづくりの形

北海道日本ハムファイターズ  
事業統轄本部事業企画部ディレクター兼
北海道ボールパーク  シニアディレクター　小川 太郎 氏

What is Next Arena and Stadium in japan？
~AZSスポーツ・エンタメドメインが
考える日本における次世代アリーナと
スタジアム～

（株）梓設計 常務取締役執行役員、
スポーツ・エンターテインメントドメイン ドメイン長　永廣 正邦 氏

シンポジウム：
国体施設の有効活用について
～国体施設等大規模施設の現状と
課題からその後の有効活用手法を探る～

神奈川大学  人間科学部 教授　大竹 弘和 氏
スポーツ庁  地域スポーツ担当参事官補佐　曽根 直幸 氏
デロイトトーマツ ヴァイスプレジデント 1級建築士　後藤 佑介 氏
大揚興業  代表取締役社長秋葉山公園県民水泳場  指定管理者代表　村田 弘至 氏

スポーツ施設とSDGsへの貢献
～新国立競技場が
もつポテンシャル

日本スポーツ振興センター  理事　今泉 柔剛 氏

これからの施設整備はＰＦＩである
～ＰＦＩの現状と課題及び
地域活性化事例の紹介～

神奈川大学  人間科学部  教授
スポルテック実行委員　大竹 弘和 氏
横浜市経済局  ライフイノベーション課長
伊藤 孝敏 氏　　

スポーツを核とする産官一体となった街づくり ～点から線に、線から面に～

横浜市市民局理事　スポーツ統括室長　西山 雄二 氏
（公財）横浜市体育協会　経営企画部長 今井 健雄 氏
(株)横浜DeNAベイスターズ 　取締役副社長 兼 事業本部 本部長 兼ブランド統括本部 本部長 木村 洋太 氏
（司会）クラブサクセスジャパン（株）　取締役副社長、アリーナスポーツ協議会　参与　山崎 隆司 氏

「レジャー産業のこれまでと
これからをアカデミックに斬る
ー余暇・働き方改革・ICT社会 ー」

東海大学  体育学部  准教授　吉原 さちえ 氏
東海大学  経営学部  講師　柏木 翔 氏
和歌山大学  観光学部  准教授　伊藤 央二 氏

スポーツ専用の
OTT（Over the top）企業、DAZNが
変える日本のスポーツ
コンテンツビジネス

Perform Investment Japan（株）
DAZN日本社長 マネージングダイレクター　中村 俊 氏

5/24 FRI.
A-9

15:00~16:30
A-8

12:30~14:00

B-8
10:30~12:00

B-9
12:30~14:00

B-10
14:30~16:00

C-9
10:30~12:00

E-7
10:30~12:00

E-8
12:30~14:00

E-9
14:30~16:00

西武ライオンズとplaygroundが
目指す、電子チケットを起点とした
スマートスタジアムへの挑戦

（株）西武ライオンズ 事業部
マーケティンググループ マネージャー　吉田 康治 氏
playground（株） 代表取締役　伊藤 圭史 氏

6月施行の「チケット高額転売規制法」で
興行主に求められる内容について

Field-R法律事務所 弁護士　東條 岳 氏
（一社）コンサートプロモーターズ
転売対策担当総務委員
（株）ディスクガレージ 
常務取締役　石川 篤 氏

ラグビーワールドカップ日本大会を
成功に導くチケッティング・
マーケティングとは

（公財）ラグビーワールドカップ2019
組織委員会
チケッティング・マーケティング局 
局長（チケッティング担当）　森 貴信 氏

ハード・ソフトの垣根を超えた、
スポーツビジネスの
新たな可能性

クロススポーツマーケティング（株）  
Executive Producer 北島秀昭 氏

スポーツデータビジネスの
市場動向と今後

データスタジアム(株)　ナレッジ開発チーム　
チームリーダー　加藤 健太 氏

時代の変化に対応した
都市公園の役割と可能性

国土交通省　都市局　公園緑地・景観課 
公園利用推進官　峰嵜 悠 氏

地域の活性化へ。
公園の利活用の
方向やその事例に
ついて

（公財）東京都公園協会  
特命担当部長　町田 誠 氏

稼ぐLC（ローコスト）アリーナ
～ローコスト建設、短工期、高設備で
高い稼働率のアリーナとは

JSC（株）  取締役執行役員
LCアリーナ プロジェクトチーム　
井口 基史氏
JSC（株）  LCアリーナ
プロジェクトマネージャー　三浦 慶太 氏

C-10
12:30~14:00

C-11
14:30~16:00

The Ivy Green Matchが
日本の大学スポーツを変える

（一社）アリーナスポーツ協議会 
理事　花内 誠 氏

（一社）アリーナスポーツ協議会 
理事　花内 誠 氏

全国Ｕアリーナ計画 地域と一体となったプロスポーツチーム運営の姿

(株)今治.夢スポーツ
代表取締役社長　矢野 将文 氏
(株)DeNA川崎ブレイブサンダース
代表取締役社長　元沢 伸夫 氏
(株)姫路ヴィクトリーナ
代表取締役球団社長　橋本 明 氏
モデレーター：京都大学経営管理大学院 特定助教　高瀬 進 氏

D-7
10:30~12:00

D-8
12:30~14:00

D-9
14:30~16:00

スポーツ界の大改革
スポーツ団体におけるガバナンスをいかに確立するか

データバンク構想と学生アスリートへの成果の還元
衆議院議員　東京オリンピック･パラリンピック競技大会組織委員会 会長代行　遠藤 利明 氏
(一社)大学スポーツ協会（UNIVAS） 専務理事　仙台大学　教授　池田 敦司 氏
東京大学  理事・UNIVAS  理事・日本バスケットボール協会  理事・Bリーグ理事　境田 正樹 氏
スポーツジャーナリスト　（株）スポーツコミュニケーションズ 代表取締役　二宮 清純 氏
テレビ東京 アナウンサー　水原 恵理 氏

大学スポーツ協会（UNIVAS）のビッグデータ戦略

衆議院議員　東京オリンピック･パラリンピック競技大会組織委員会
会長代行　遠藤 利明 氏
文部科学省　文部科学審議官　芦立 訓 氏
筑波大学大学院　人間総合科学研究科　教授　山口 香 氏
日本バスケットボール協会  理事　千葉県バスケットボール協会  専務理事　大野 健男 氏
東京大学  理事・UNIVAS  理事・日本バスケットボール協会  理事・Bリーグ理事　境田 正樹 氏
テレビ東京アナウンサー　須黒 清華 氏

アリーナ・スタジアムに
おけるコンセッションの
有効性

（特非）日本PFI・PPP協会 会長 兼 
理事長　植田 和男 氏

JSTAセミナー in SPORTEC ①
「スポーツで人を動かす
マネジメント」

（株）ルネサンス 事業サポート部 
トラベルチーム 課長　南方 慎治 氏
（株）ラントリップ 代表取締役　
大森 英一郎 氏

JSTAセミナー in SPORTEC ②
「スポーツツーリズムの最前線」

（公財）講道館　図書資料部長　
村田 直樹氏
(株)エクストレモ　代表取締役社長　
我部 乱 氏

「ヘルスツーリズム認証とスポーツ ～認証、第3期交付へ～」
第1部：講演
「観光先進国への取組～ヘルス、スポーツツーリズムの取組を中心に～」

「第3期ヘルスツーリズム認証」
第2部：プログラム紹介
国土交通省　観光庁　観光地域振興部　観光資源課  主査　戸部 啓太朗 氏

取得事業者によるプログラム、取組紹介

F-7
10:30~12:00

F-8
12:30~14:00

F-9
14:30~16:30

プロフィットセンター（収益事業）
を実現する進化型
「多機能シアター型
アリーナ」とは

建築・デザインネットワーク
 代表　吉田 行雄 氏

プロスポーツチームの
デジタルマーケティング
活用事例

プラスクラス・スポーツ・
インキュベーション（株）
代表取締役　平地 大樹 氏

地域の経営資源としての
「学校施設」の利活用
～廃校施設及び既存施設を
最大限に活用する～

神奈川大学 教授 スポルテック実行委員　大竹 弘和 氏　
総合システム研究所（株） 主任研究員　双川 歳也 氏

G-7
10:30~12:00

G-8
12:30~14:00

G-9
14:30~16:00

スポーツビジネスの本質的価値とは
～稼ぐための
「スポーツマンシップ」を
考える

（一社）日本スポーツマンシップ協会 
代表理事　中村 聡宏 氏

B.LEAGUEの成長と地域振興

（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  専務理事　
（公財）日本バスケットボール協会 理事　
バスケットボール・コーポレーション（株） 取締役
B.MARKETING（株） 取締役　浜武 恭生氏

夢を現実に。
競技初心者・資本ゼロから出来た成功事例
～プロバスケ B.LEAGUE
アースフレンズ東京Zの
誕生までとこれから～

（株）GWC （アースフレンズ東京Z運営会社） 
代表取締役　山野 勝行 氏

H-7
10:30~12:00

H-8
12:30~14:00

H-9
14:30~16:00

未来提案の場”２０２０”に
向けた
ＮＴＴ研究所の
取り組み

日本電信電話(株)　
ＮＴＴサービスエボリューション研究所
２０２０エポックメイキングプロジェクト　
主幹研究員　鈴木 健也 氏

公共スポーツ施設を最大限に
活用する運営者とは

（株）三菱総合研究所 次世代インフラ事業本部
インフラマネジメントグループ 
グループリーダー 主席研究員　西松 照生 氏

指定管理者の
最新動向

クラブサクセスジャパン（株） 
取締役副社長、
アリーナスポーツ協議会 参与　
山崎 隆司 氏

I-8
10:30~12:00

I-9
12:30~14:00

I-10
14:30~16:00
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専門セミナー

登壇された講師の方々（一部抜粋）

（株）ルネサンス　
取締役専務執行役員　
髙﨑 尚樹 氏

Leila Timergaleeva 氏
Former General Manager and 
CEO of TMPL Gym, NYC
Business Consultant for 
TMPL Gym West Village, NYC
IHRSA Ambassador to 
Russia and CIS countries

Paul Brown 氏
CEO, Face2Face 
Retention System

Bill McBride 氏
President & CEO, BMC3 ‒ 
Bill McBride Consulting, 
Coaching & Club Management;
Co-Founder President & 
Chief Executive Officer ‒ 
Active Wellness

日本スポーツパフォーマンス学会会長　
国立大学法人鹿屋体育大学 
名誉教授 SPORTEC実行委員長　
福永 哲夫 氏

東京大学スポーツ先端科
学研究拠点 拠点長
東京大学大学院総合文化研究科・
新領域創成科学研究科 教授
日本ボディビル・フィットネス連盟
副会長　石井 直方 氏

日本女子体育大学 准教授、
日本スポーツ協会 常務理事、
SPORTEC2019 実行委員　
ヨーコ・ゼッターランド 氏

トライリングス(株) 
エグゼクティブアドバイザー、 
北京五輪銀メダリスト  
朝原 宣治 氏

日本体育大学 准教授
日本オリンピック委員会
科学サポート部門員
柔道男子日本代表
体力強化部門長　岡田 隆 氏

東京都健康
長寿医療センター研究所　
高齢者健康増進事業支援室　
研究部長　大渕 修一 氏

コナミスポーツ(株)　執行役員　
フランチャイズ推進室　室長　
世尾 秀和 氏

(株)ティップネス  
取締役執行役員 
新規事業企画推進部 
FASTGYM24事業部担当  
小宮 克巳 氏

スポーツ・健康産業関わる 106 セッションのセミナーを３日間、
同時開催しました。4,500 名を超える熱心な業界関係者が受講しました。

7/9 TUE.
【競争から共創へ】
人から組織を変革する
「7つの習慣®
Frontier」

（株）東急スポーツオアシス 共創推進本部 
BeesConnect事業部 部長 兼 人事部 部長　
江崎 貴史 氏

A-2
13:00~14:30

A-3
15:00~16:30

フィットネスクラブ、
グッとくるデザインと設計！

１、海外クラブ、トレンドの紹介と比較　
２、設計、デザインのポイント　
３、グッとくる新規、改修事例の紹介

フィットネスクラブ・マネジメント技能検定（FCM）セミナー
「フィットネス業界に求められる人材の技能とFCM検定について」
～学校としての取り組み及び企業としての取り組み事例～

■パネリスト

■進行

学校法人三幸学園 東京リゾート＆スポーツ専門学校統括部門長　髙岡 昌弘 氏
（株）オージースポーツ 店舗サポート部長　鮎川 加奈子 氏
（株）エイム 人事課長　笹木 文雄 氏
（一社）日本フィットネス産業協会　韮沢 靖彦 氏

A-1
11:00~12:30

OLC JAPAN、代表取締役CEO、
１級建築士　佐々木 康昌 氏
OLC JAPAN、執行役員COO、
１級建築士　内山 将生 氏

アプリを活用して
リハビリ・機能訓練・運動を見える化と
楽しさで継続させるプロジェクト

（株）Moff 代表取締役社長　高萩 昭範 氏　ほか

B-1
11:00~12:30

「うたと音楽」の力を通じた
高齢者の介護予防
と生活機能の改善

（一社）日本音楽健康協会 専務理事　
戸塚 圭介 氏

B-2
13:00~14:30

高齢者の筋力増強トレーニングの
評価と運動処方

東京都健康長寿医療センター研究所　
高齢者健康増進事業支援室　研究部長　大渕 修一 氏
(株)ルネサンス　地域健康営業部　主任　井田 真由美 氏
(株)ウェルネスフロンティア　ジョイリハカンパニー　本部　
総合事業部エリアマネージャー　諸見川 喜紀 氏

B-3
15:00~17:30 『痛み』と向き合うフィットネス

～医療とリンクした活動スタイルの
見つけ方～

NESTA JAPAN エリアマネージャー バックペインリリーフ
スペシャリスト資格 講師　清宮 忠 氏

NESTA JAPANC-1
10:30~12:00

護身術から紐とく身体の使い方
～グレイシー柔術から学ぶ体幹
トレーニング～

NESTA JAPAN 理事 グレイシー
柔術アカデミー認定インストラクター　田中 満 氏

NESTA JAPAN NESTA JAPAN NESTA JAPANC-2
12:30~14:00 ボールを使った体幹エクササイズの

基礎から応用
～楽しみながらバランス
能力を鍛える～

NESTA JAPAN 理事 キッズコーディネーション
トレーナー資格 講師　田中 満 氏

C-4
16:30~18:00シニアのためのファンクショナル

トレーニング～身近なツールで
効果満点のレッスンに～

NESTA JAPAN シニアアドバイザー 
（株）AHA 代表取締役　村上 浩宣 氏

C-3
14:30~16:00

たった3分でクライアントを劇的に
変える！筋膜リリース&
筋膜トレーニング

５Sアカデミー ファウンダー（創設者）/NESTA（全米エクササイズ＆
スポーツトレーナー協会）理事　木内 周史 氏

「アスリートのための
自律神経と腸内環境の話」

日本ゴルフジャーナリスト協会　副会長　小川 朗 氏

スマホアプリ・ウェアラブルを活用した
顧客価値向上とクラブ運営の効率化
ー 健康管理システム
『からだステーション』の
活用事例 ー

豊田通商（株） リビング＆ヘルスケア部 主任　土屋 勇吾 氏
東急スポーツシステム（株） 運営本部　比江島 光 氏

D-4
13:30~14:15

アスリートと爪 ～競技力向上へのカギは
爪の機能性にあり！！

【活動報告】(一社)アスリートネイル協会　
代表理事　田中 知美 氏
山形県　茂木 菜々絵 氏
宮城県　高橋 裕美 氏
東京都　相澤 沙緒里 氏
埼玉県　篠原 恵理 氏
【商品紹介】(株)TAT　宮上 昌悟 氏

「フィットネスに新規参入したい企業幹部必見‼」
高齢化社会で勝ち残るための中高齢者向け
小型フィットネス開業セミナー

（株）プロフィットジャパン 代表取締役社長 
東京医科大学公衆衛生分野所属　
（公財）日本健康スポーツ連盟研究員等　
菊賀 信雅 氏

D-6
15:30~16:15

これからの日本を支える
メディカルフィットネスの
成功法

（株）ドリームゲート 代表取締役　村上 勇 氏

走力アップのための
新トレーニングマシン講座

トライリングス(株) エグゼクティブアドバイザー、 
北京五輪銀メダリスト  朝原 宣治 氏
トライリングス(株) チーフ・コンディショニング・オフィサー、 
元 ソフトバンクホークス  コンディショニング担当コーチ、
前 東京ヤクルトスワローズ　アスレティックトレーナー  橘内 基純 氏

D-1
11:00~11:30

D-2
11:45~12:15

D-3
12:30~13:15

D-5
14:30~15:15

D-7
16:30~17:15

「機能訓練指導における
サスペンション
トレーニングの有効性」

ワタナベ整骨院　院長　渡部 真吉 氏

スポーツクラブ新規
出店の販促戦略

（株）マックスヒルズ　第一カンパニー カンパニー長　廣見 剛利 氏

メンバーの体験価値を高める為の
デジタルソリューションの活用法

フィットネスクラブ ピノスけいはんな店 店長　喜多 一也 氏

幼少期のスポーツ
スクール選択について

（学）五大 ゴールデンキッズ事業部 部長　高島 友幸 氏

スタジオを最大化させる
デジタルワークアウト

神奈川大学 人間科学部 教授　小倉 乙春 氏

スポーツの名門、至学館大学が開発！
～AI搭載食トレアプリでヘルスケアから競技力向上まで～

至学館大学　健康科学研究所　客員研究員、至学館大学スポーツ
栄養サポートチームSenior Adviser、 オンキヨースポーツ(株)　
取締役 坂野 道郎 氏
至学館大学　健康科学研究所　専任研究員、 
管理栄養士  渡邉 美咲 氏

スポーツマーク加工の
種類と品質について

（一社）全国スポーツマーク品質管理協会　副代表理事　齊藤　衞 氏

E-1
11:00~11:30

E-2
11:45~12:15

E-4
13:30~14:15

E-5
14:30~15:15

E-6
15:30~16:15

E-7
16:30~17:15

E-3
12:30~13:15
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神奈川大学　教授、
スポルテック実行委員　
大竹 弘和 氏
東京都大田区　企画課長　
山田 良司 氏

９０分で超一流の営業力が身に付く！
～なせか選ばれる人と
敬遠される人～

（有）感動セールスサポート 代表取締役　林 佳範 氏

「世界のフィットネストレンド」
■パネリスト

■モデレーター

（アメリカ）(株)ブラボーグループ 代表取締役会長　ジョン・ボードマン 氏
（ドイツ） (有)N2FITNESS / N2FITNESS Germany GmbH 代表取締役　竹井 伯夫 氏　
（アルゼンチン）RADICAL FITNESS CENTRAL MEGADANZ 
 プログラムディレクター　伊藤 まどか 氏
（ベトナム）(株)ルネサンス ベトナム事業部 次長　海老根 勝則 氏
（株）クラブビジネスジャパン 取締役 月刊ネクスト編集長　岩井 智子 氏

使えるCRM（顧客関係性マネジメント）

クービック(株) 代表取締役　倉岡 寛 氏
(株)ジ・アイ　取締役　事業開発責任者　折下 恵太郎 氏

F-1
10:30~12:00

F-2
12:30~14:00

F-3
14:30~16:00

生涯現役社会構築に
向けたヘルスケア
産業政策について

経済産業省　商務・サービスグループ　ヘルスケア産業課

官民連携による健康経営のまちづくり・生きがいづくり
官民連携による健康経営のまちづくり・生きがいづくり

司会：（株）ルネサンス　取締役専務執行役員　髙﨑 尚樹 氏
福島県棚倉町長　湯座 一平 氏
「健康自治のまちづくり」 ～「ルネサンス棚倉」を通して～
磐城実業（株） 代表取締役　宮野 由美子 氏
健康を中心とした街づくり、産官学連携によるヘルスタウン
鳥取県伯耆町 町長　森安 保 氏

健康産業に「特区制度・SIB」を活用しよう
～解説及び先進事例紹介から新たな
ビジネスチャンスを探ろう～

課長補佐　岡崎　慎一郎　氏

G-1
10:30~12:00

G-2
12:30~14:00

G-3
14:30~16:00

Using technologies to deliver results - 
“Technology: strengthening member engagement 
through CRM, SNS marketing, wearable and device health management”
CRM、SNSマーケティング、ウェアラブル、デバイスヘルスマネージメントなど
テクノロジーを通じて顧客との関係を強化する

Bill McBride 氏
President & CEO, BMC3 ‒ Bill McBride Consulting, Coaching & Club Management;
Co-Founder President & Chief Executive Officer ‒ Active Wellness

Behind the scenes: Building a remarkable 
business through Design, Brand Devotion
and Culture…The TMPL Story!
デザイン、ブランドへの思い、そして文化を通じて 
The TMPL を成功へと導いたビジネス
構築の秘訣について

Leila Timergaleeva 氏
Former General Manager and CEO of TMPL Gym, NYC
Business Consultant for TMPL Gym West Village, NYC
IHRSA Ambassador to Russia and CIS countries

The Satellite Strategy. 
Taking your brand  and products 
to the boutique market.
ブティック市場に自社ブランドと商品を取り入れる
ためのサテライト戦略とは

Paul Brown 氏
CEO, Face2Face Retention System

H-1
10:30~12:30

H-2
13:00~15:00

H-3
15:30~17:30

スポーツトレーニングへの
研究結果の活用

NSCAジャパン Human Performance Center アシスタントS&C コーチ  
MA, CSCS, USAW　渡部 一郎氏

激変する総合クラブの集客・
業績アップについての
３つの戦略と成功事例公開

(株)アドバンスシフト　代表取締役　濵田 将士 氏

スポーツ/フィットネスの価値創出、トレーナー/
インストラクターの価値を如何に高めていくか
～本物のボディメイクと体づくりの専門家とは

東海大学 健康学部 健康マネジメント学科 教授　NPO法人日本トレーニング指導者協会（JATI）副理事長　有賀 誠司 氏
(公社)日本ボディビル・フィットネス連盟（JBBF）　専務理事　同アンチドーピング委員会　事務局長
神奈川県総合型スポーツクラブネットワーク協議会　会長、神奈川県ボディビル・フィットネス連盟　理事長　青田 正順 氏
関西大学カイザーズ ハイパフォーマンスコーディネーター、JATI認定上級トレーニング指導者（AATI）、
NSCA認定ストレングス＆コンディショニングスペシャリスト（CSCS）、オーストラリアラグビー協会認定レベル2コーチ、
ワールドラグビー認定S&Cレベル１　佐名木 宗貴 氏
JBBF公認指導員（二級）、オールジャパンビキニフィットネス連主権163cm超級優勝（2014年～2018年）
アーノルドヨーロッパビキニフィットネス172cm超級第４位（2018年）、
世界フィットネス選手権ビキニフィットネス172cm超級入賞（2017年、2018年）　安井 友梨 氏
東京大学御殿下記念館トレーニング室管理者、JATI認定トレーニング指導者（ATI）、JBBF公認指導員（一級）、
NSCA認定パーソナルトレーナー（CPT）、健康運動指導士　武田 晃尚 氏
司会：(公財)日本ボディビル・フィットネス連盟（JBBF）常務理事、女子・フィットネス委員会委員長
東京ボディビル・フィットネス連盟副理事長、1992年日本女子ボディビル選手権優勝　辻本 俊子 氏

I-1
10:30~12:00

I-2
12:30~14:00

I-3
14:30~16:00

J-1
13:30~16:00 第5回日本スポーツパフォーマンス学会大会
■テーマ 『女性アスリート・指導者が取り組むスポーツパフォーマンス研究』

■閉会式　学会賞発表・表彰

（講師）
（進行）

日本女子体育大学 准教授、日本スポーツ協会 常務理事、SPORTEC2019 実行委員　ヨーコ・ゼッターランド 氏
日本スポーツパフォーマンス学会 理事長、国立大学法人鹿屋体育大学スポーツパフォーマンス研究センター長、
SPORTEC2019実行委員　前田 明 氏

■特別講演 『女性アスリート・指導者が取り組むスポーツパフォーマンス研究』

日本スポーツパフォーマンス学会会長　
国立大学法人鹿屋体育大学 名誉教授 SPORTEC実行委員長　
福永 哲夫 氏

■開会のあいさつ
日本スポーツパフォーマンス学会 理事長　前田 明 氏
■総合司会

■一般研究発表（会員によるスポーツパフォーマンス研究の発表）
■口頭発表、ポスター発表（学会賞の選出）

7/10 WED.
ゴルフサイエンスサミット

ドライバーの飛距離向上の
ための科学的な
トレーニング法

武蔵丘短期大学 健康生活学科 
健康スポーツ専攻 専任講師　江原 義智 氏

A-4
11:00~12:30

ゴルフサイエンスサミット

ジュニアゴルファーのトレーニング 
～長期育成を目指して～

A-5
13:00~14:30

（株）ATHER代表取締役,NSCAジャパン
副理事長　米澤 和洋 氏

【緊急開催】温浴施設の
スペースを活用したフィットネスの
開業と運営法

(株)プロフィットジャパン　代表取締役、
(公財)日本健康スポーツ連盟　研究員、東京医科大学　
公衆衛生学分野 所属、
元国立茨城大学教育学部講師、PJフィットネス
研究所所長　菊賀 信雅 氏

B-4
11:00~12:30

RE
JAPAN

-CARE

RE
-C

ARE AWARD

RE
-C

ARE AWARD

RECAREアワード2019
埼玉県立大学　理事長　慶應義塾大学　名誉教授　田中 滋 氏
東京大学　高齢社会総合研究機構　特任教授 辻 哲夫 氏
(株)日本総合研究所リサーチ・コンサルティング部門　
高齢社会イノベーショングループ　部長　紀伊 信之 氏
ほか（各受賞団体代表者、など）

B-5
14:00~16:00

女性ホルモンとカラダづくり
～ビューティー・更年期・介護予防～

NESTA JAPAN 理事、
グローバルシステムズ（株）
取締役 GreatShape事業部長　
角田 ゆかり 氏

NESTA JAPAN 理事、
グローバルシステムズ（株）
取締役 GreatShape事業部長　
角田 ゆかり 氏

NESTA JAPANC-6
12:30~14:00スムースな歩行動作を獲得する

ための骨盤＆胸郭の動き作り

NESTA JAPAN EOC （有）
Wellness Sports 代表　齊藤 邦秀 氏

NESTA JAPANC-5
10:30~12:00

NESTA JAPAN

NESTA JAPAN

速く走るためのトレーニング
～ムーブメントスキル

NESTA JAPAN 理事、
（株）SAWAKI GYM 代表取締役　
澤木 一貴 氏

C-7
14:30~16:00

ダイエット成功の科学C-8
16:30~18:00

スポーツの名門、至学館大学が開発！
～AI搭載食トレアプリでヘルスケアから競技力向上まで～

至学館大学　健康科学研究所　客員研究員、 
至学館大学スポーツ栄養サポートチームSenior Adviser、
オンキヨースポーツ(株)　取締役  坂野 道郎 氏
至学館大学　健康科学研究所　専任研究員、　管理栄養士　渡邉 美咲 氏

情熱の国スペイン発！フラメンコに
インスパイアされたフィットネスプログラム
～OleFIT～

OleFIT創始者　Paloma Gomez 氏

スマホアプリ・ウェアラブルを活用した
顧客価値向上とクラブ運営の効率化

ー 健康管理システム『からだステーション』の活用事例 ー

豊田通商（株） リビング＆ヘルスケア部 主任　土屋 勇吾 氏
（株）ながでんウェルネス フィットネス課 課長補佐 エフバイエー
長野　柄沢 淳 氏

アスリートのサポートやダイエット指導における
【遺伝子情報を活かした栄養指導】と
いう新しいあたり前とは

（株）キーマイン 代表取締役　長峯 誠 氏

アスリートのコンディショニングに
おける腸内環境の重要性

（株）ビーアンドエス・コーポレーション　
八王子研究開発センター センター長　
貴家 康尋 氏

ドーピングの専門家から学ぶ！
「正しいサプリメント・薬の選び方」

（株）アトラク、薬剤師　箭内 勇將 氏

「乳酸菌がスポーツパフォーマンスを
高める、腸管免疫の働き」

神戸大学大学院　人間発達環境学研究科　
准教授、  神戸大学　漕艇部　部長  高田 義弘 氏

D-8
11:00~11:30

D-9
11:45~12:15

D-10
12:30~13:00

D-11
13:15~14:00

D-12
14:15~15:00

D-13
15:15~16:00

D-14
16:15~16:45

米国KEISER社 CEO　DENNIS KEISER 氏
(株)R-body project　代表取締役　鈴木 岳. 氏

「イギリスボブスレーチームのKEISER
活用法の紹介」

「サイクルスタジオ」
今後の挑戦と
チャンス

レズミルズジャパン（同） カスタマー・
エクスペリエンス・マネージャー　野邊 和輝 氏

コナミスポーツ(株)　執行役員　
フランチャイズ推進室　室長　
世尾 秀和 氏

TRIGGERPOINT™パフォーマンスセラピー 
認定マスタートレーナー、Happy2Body
代表　竹江 司 氏

広告予算を増やさずに
Web広告にシフトするための
３つのステップ

「TRIGGERPOINT™ 
～革新的なフォームロー
リングのすすめ～」

コナミスポーツが考える
フランチャイズ
ビジネス

（株）マックスヒルズ 第一カンパニー 
カンパニー長　廣見 剛利 氏

E-8
11:00~13:00

E-11
13:15~14:00

E-12
14:15~15:00

E-13
15:15~16:00

E-14
16:15~16:45

「これから求められるCX戦略ー優良顧客に着目した本当の
顧客関係性マーケティングを実現し、LTVの最大化を目指す」

（株）ビモクリ 代表取締役社長　平野 淳 氏
マーケティングコンサルタント　大坂 祐希枝 氏
（株）ヘルスケア・ビジネスナレッジ 
代表取締役社長　西根 英一 氏

■パネリスト

＊ファシリテーター フィットネスビジネス 編集長　古屋 武範 氏

F-4
10:30~12:00

ゴルフサイエンスサミットA-6
15:00~16:30 そのスイングは、今のあなたの

体がそうさせている！

スポーツコンディショニング研究所　
石渡 俊彦 氏
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「これから求められる健康経営ートレーナー・
インストラクターが考える真のコーポレート・ウェルネスとは？」

Lifee（株） Founder　角谷 リョウ 氏
（有）エス・フィック 代表取締役　岩沢 陽介 氏
（株）アージュ 代表取締役　井上 トキ子 氏

■パネリスト

＊ファシリテーター フィットネスビジネス 編集長　古屋 武範 氏

「これから成長が期待される新業態・新サービスの開発と展開 
ー既存事業者に訊く新規事業創出のカギと成長のポイント」

(株)ティップネス  取締役執行役員 新規事業企画推進部 FASTGYM24事業部担当  小宮 克巳 氏
(株)東急スポーツオアシス  経営企画本部  マーケティング企画部  
カスタマーリレーショングループ  ゼネラルマネージャー  齊藤 卓 氏
JR東日本スポーツ(株)  施設開発部　開発企画グループ　唐津 大輔 氏
セントラルスポーツ(株)　新規事業開発部シニアマネージャー  桒田 正成 氏
※ファシリテーター　フィットネスビジネス　編集長　古屋 武範 氏 

F-5
12:30~14:00

F-6
14:30~16:00

「運動療法のための
ヨガ・ピラティスの可能性」

早稲田大学スポーツ科学学術院　
金岡 恒治 氏

（一社）Educate Movement Institute 
代表理事、
（株）E.M.I 代表取締役　本橋 恵美 氏

「マイクロジムにおける、グループトレーニングの可能性」
■パネリスト
fitbox FuNC ヘッドトレーナー/
（株）プログレッシブ97 代表取締役　岩切 誠 氏
GRIT NATIONパフォーマンスコーチ/
GRIT NATION目黒 店舗責任者　春山 凌 氏
Navigate 代表トレーナー/（株）9-WAVES 代表取締役　早田 航 氏
■モデレーター
（株）クラブビジネスジャパン取締役 月刊ネクスト編集長　岩井 智子 氏

G-4
10:30~12:00

G-5
12:30~14:00

Bill McBride 氏
President & CEO, BMC3 ‒ Bill McBride Consulting, 
Coaching & Club Management;
Co-Founder President & Chief Executive Officer ‒ Active Wellness

Leila Timergaleeva 氏
Former General Manager and CEO of TMPL Gym, NYC
Business Consultant for TMPL Gym West Village, NYC
IHRSA Ambassador to Russia and CIS countries

Paul Brown 氏
CEO, Face2Face Retention System

“Community” is the new currency!
コミュニティを通じて
会員定着を上げる方法とは

The Science and Magic of 
Member Retention
退会防止を防ぎ、会員定着を
行うための科学と魔法とは

Extraordinary Club Management - 
"How full-service clubs are 
thriving in the faceof new business 
model challengers”
新しいビジネスモデルに挑戦しているクラブがいる中、
どのように総合クラブは繁盛し続けるのか。
そのためのクラブマネージメント方法とは？

H-4
10:30~12:30

H-5
13:00~15:00

H-6
15:30~17:30

本当に効果をあげる低酸素トレーニングの
プログラムと実践方法とその展開

フィットネス事業の売上･利益を数十パーセントから数倍に増やす
「フィットネスビジネス・インパクト」

日本体育大学体育学部　教授　杉田 正明 氏  
(株)スマートコーチング　代表　安藤 隼人 氏
(株)プラネット社　代表取締役社長　平松 忠敏 氏
〔進行〕  (一社)身体運動科学研究ネットワーク　事務局長　大西 守弘 氏

日本スポーツパフォーマンス学会・日本トレーニング指導学会　共催シンポジウム 2019
～バレーボールにおけるパフォーマンスとトレーニングの科学～

「バレーボールの最新スポーツパフォーマンス研究の紹介」

「バレーボール競技におけるパフォーマンス向上の現場での取り組み」
JATI理事、JATI教育・研修副委員長　油谷 浩之 氏
（座長） JATI理事、JATI教育・研修委員長　菅野 昌明 氏

日本スポーツパフォーマンス学会 理事長 鹿屋体育大学教授　前田 明 氏

ウェルネスビズ（株） 代表取締役　田村 真二 氏

I-4
10:30~12:00

I-5
12:30~14:00

I-6
14:30~16:00

「AI・デジタル時代を生き抜く、
トレーナーの働き方」

■モデレーター

(株)R-body project代表取締役／博士(スポーツ医学) /ATC　鈴木 岳. 氏　
ピラティスメソッドジャパン(株) 代表取締役／
第二世代ピラティスティーチャー(公式)　櫻井 淳子 氏
(有)ウェルネススポーツ代表取締役／
ランニングフィットネスラボ代表　齊藤 邦秀 氏

（株）クラブビジネスジャパン取締役 月刊ネクスト編集長　岩井 智子 氏

G-6
14:30~16:00

■パネリスト

7/11 THU.
ゴルフサイエンスサミット

競技ゴルファーの試合に
向けての取り組み

A-7
11:00~12:30

ゴルフサイエンスサミット

フィジカルと
ゴルフスイングの融合

（株）スポーツラボ ツアープロコーチ　
大本 研太郎 氏

A-8
13:00~14:30

ゴルフサイエンスサミット

シニアゴルファーに必要な
パフォーマンスキープ術「柔軟性編」

ウェルディア品川治療院 代表　
七條 智之 氏

A-9
15:00~16:30

トータルゴルフフィットネス 
テクニカルマネージャー　江澤 彬 氏

サービス付き高齢者
住宅における運動プログラム　
～入居後も元気で長生き、アタマと
カラダのプログラム紹介～

（株）ティップネス 健康ソリューション事業部 
課長　福井 仁美 氏

B-6
11:00~12:30

多様なアクティビティを通じて、社会参加寿命の
延伸とフレイル・介護予防を支援
～スポーツ・ゲーム・シニアe-sports等～

「世界のe-sports市場動向と日本国内の現状について」
ＫＰＭＧコンサルティング　Baro Hyun 氏
「学術的視点から見たe-sportsについて」
慶應義塾大学　環境情報学部　教授　加藤 貴昭 氏
「シニア/高齢者へのデジタルシニア・アクティビティについて」
日本アクティビティ協会理事長　
(株)プレイケア代表取締役　川崎 陽一 氏

B-7
13:00~16:30

医療機関において、本当に効果を上げているフィットネスプログラムの
実践と運用方法とは

日本メディカルフィットネス研究会 会長　医療法人宮仁会猫山宮尾病院内科部長　
メディカルフィットネスCUOREセンター長　太田 玉紀 氏
日本メディカルフィットネス研究会 副会長　医療法人社団美心会　
元 メディカルフィットネス＆スパ ヴァレオプロ ゼネラルマネージャー 
現 介護付有料老人ホーム カーサ・デ・ヴェルデ 黒沢 ゼネラルマネージャー　小林 大介 氏
日本メディカルフィットネス研究会 事務局長　藤本 浩也 氏
日本メディカルフィットネス研究会　常任理事　
(有)ウェルネススポーツ　代表取締役　Running Fitness Labo.　代表
NESTA JAPAN　E.O.C　齊藤 邦秀 氏

C-9
10:30~12:00

NESTA JAPAN

減量のいろは
～体重管理メソッドと
サプリメント活用法～

NESTA JAPAN PDA　パワープロダクション 
アドバイザー　桑原 弘樹 氏

C-10
12:30~14:00

岡部 友 氏

パーソナルトレーナー 
としての心構え 

C-11
14:30~16:00

「アスリートも知って
おきたい腸管免疫の話」

ニチニチ製薬中央研究所　岡森 万理子 氏

スポーツ企業とテクノロジー企業の
共創による
スポーツレッスンイノベーション

ソニーネットワークコミュニケーションズ(株)　
スポーツエンタテインメント事業室　
新規事業プロジェクトマネジャー　田島 精一郎 氏

フィンランド発！安全かつ効果的な
高齢者向けプログラム
‒Gymstick Older Adults-

Gymstick International　Sanna Kasurinen 氏

相手の結果を100%
引き出す言葉の力
PEPTALK

（一財）日本ペップトーク普及協会 
専務理事　浦上 大輔 氏

スマホアプリ・ウェアラブルを活用した
顧客価値向上とクラブ運営の効率化
ー 健康管理システム
『からだステーション』の活用事例 ー

豊田通商（株） リビング＆ヘルスケア部 主任　土屋 勇吾 氏
（株）ダンロップスポーツウェルネス ダンロップスポーツクラブ茅ケ崎　山田 敏明 氏

D-16
12:00~12:30

D-15
11:00~11:30

D-17
12:45~13:30

D-18
13:45~14:30

D-19
14:45~15:45

遺伝子市場の現在地と、
遺伝子（体質）情報の
トレーニング・栄養指導への応用

（株）グリスタ 代表取締役　斎藤 利 氏

異業種からのフィットネス
参入事例
～オーナーが語る
開業ストーリー～

弁護士法人Martial Arts　
代表弁護士　堀 鉄平 氏

選手生命を自身で守る！

至学館大学　健康科学研究所　客員研究員、  
至学館大学スポーツ栄養サポートチームSenior Adviser、　
オンキヨースポーツ(株)　取締役  坂野 道郎 氏
(株)アトラク　代表取締役社長、薬剤師/公認スポーツファーマシスト、  
(公社)江戸川区薬剤師会　理事、(特非)薬剤師緊急対応研修機構　理事  遠藤 敦 氏

紹介キャンペーンの
成功事例７選

（株）マックスヒルズ 第一カンパニー 
カンパニー長　廣見 剛利 氏

TRXを活用した
メディカル
フィットネス

金町脳神経内科・耳鼻咽喉科 
院長　内野 勝行 氏

「会員の初期定着をサポート！
～クラブの退会率を劇的に改善する
仕組みのご紹介～」

(株)ジ・アイ（The AI Inc.）　代表取締役CEO　中島　大輔 氏  
(株)ラストウェルネス　フィットネスクラブLEALEA　マネージャー　塚谷 治 氏

E-15
11:00~11:30

E-17
12:45~13:30

E-18
13:45~14:15

E-19
14:30~15:00

E-20
15:15~16:00

E-16
11:45~12:30

国内初のドーピング禁止物質の
判別データアプリのご紹介
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7/11 THU.

これからのフィットネス企業各社の
発展を支える
“人の育成”のありかたと人事制度を考える

■パネリスト
（株）ルネサンス 取締役常務執行役員 コーポレート本部長　吉田 智宣 氏
（株）LAVA International人材開発部長　的場 勝己 氏
スポーツクラブＮＡＳ（株）人事部 マネージャー　相原 雄介 氏
■進行
（一社）日本フィットネス産業協会　松村 剛 氏

■パネリスト
セントラルスポーツ（株） 健康サポート部 
介護予防担当シニアマネージャー　大東 俊彦 氏
（株）大丸プランニング フィットネス事業本部 取締役　江原 健次 氏
（株）わらわら執行役員 COO　古橋 哲朗 氏

■パネリスト
早稲田大学スポーツ科学学術院 教授　松岡 宏高 氏
京都先端科学大学 健康医療学部 健康スポーツ学科 
専任講師　足立 名津美 氏
Dia-Log Japan（株） 代表取締役　北澤 順子 氏
■モデレーター
（株）クラブビジネスジャパン　代表取締役社長　古屋 武範 氏

（FIA調査研究事業報告）顧客の
業態転換におけるインサイトを探る

培ってきたフィットネスコンテンツを活かした
既存施設外のビジネスモデル創出を探る

FIA提供セミナー（1） FIA提供セミナー（2）

FIA提供セミナー（3）

F-7
10:30~12:00

F-8
12:30~14:00

F-9
14:30~16:00

～顧客が別の業態にエクササイズの場所を
移したその真意に耳を傾ける～

「米・食×トレーニング」
食べるを変える！ 米トレで心と身体が
劇的に変わる！ 
～「食アススタイル」の
シンプルな理論と
すごい結果～

（一社）食アスリート協会理事・主任講師  
公認スポーツ栄養士　馬淵 恵 氏

本当に世界で闘える肉体と作り方

東京大学スポーツ先端科学研究拠点 拠点長
東京大学大学院総合文化研究科・新領域創成科学研究科 教授  
日本ボディビル・フィットネス連盟 副会長　石井 直方 氏
日本体育大学 准教授 日本オリンピック委員会 
科学サポート部門員  
柔道男子日本代表 体力強化部門長　岡田 隆 氏
ゴールドジムアドバンストレーナー
ボディビル日本選手権9連覇（2010~2018年）  
ボディビル世界選手権80kg級優勝（2016年）  鈴木 雅 氏

G-7
10:30~12:00

G-8
13:30~16:00

■進行（一社）日本フィットネス産業協会　松村 剛 氏

良い姿勢のウソ・ホント

（一社） 日本ヘルス
ファウンデーション協会 
代表理事、 理学療法士　
中村 尚人 氏

体幹のコンディショニングは
どうあるべきか・・・

日本トータル・バランス・コンディショニング
協会 代表、
AFAA国際ＣＥプロバイダー　佐藤 拓矢 氏

FITNESS SESSION

FITNESS SESSIONH-7
10:30~12:30

H-8
13:00~16:00

YogaFit for Active Aging
アクティブエイジングのための
ヨガフィット

Beth Shaw 氏
Founder and President of 
YogaFit Worldwide

I-9
14:30~16:00

YogaFit for the Core
コア（体幹）を鍛えるための
ヨガフィット

Beth Shaw 氏
Founder and President of 
YogaFit Worldwide

I-8
12:30~14:00

I-7
10:30~12:00

指定管理者制度から生じる課題とその解決に向けて
～成熟した指定管理者制度にまだチャンスはあるのか～

◆問題提起

◆事例報告

指定管理者制度の課題と今後について

（株）協栄　代表取締役社長、スポルテック実行委員　山田 賢治 氏
（2）運営面で解決する手法
クラブサクセスジャパン（株） 代表取締役副社長　山崎 隆司 氏
（1）課題に対する企画での解決手法
神奈川大学　教授、スポルテック実行委員　大竹 弘和 氏

出展社アンケート結果Ⓡ

0% 　10% 　20% 　30% 　40% 　50% 　60% 　70%   80%   90%

83.8% 新規顧客との商談

46.5% 新商品の発表・プロモーション

33.5% 既存の顧客との商談

59.4% 業界人脈の獲得

30.6% 代理店開拓

7.4% OEM 先の開拓

33.5% 業界参入へのマーケティング

5.4% プレスとの交流

3.4% その他

0% 　10% 　20% 　30% 　40% 　50% 　60% 　70%   80%   90%

78.8% 招待券を配布した

46.5% 出展を告知するメール DM を送った

40.6% 会期中のアポイントを取った

35.3% WEB（ホームページなど）で告知した

32.9% ブース装飾・デザインを工夫した

9.0% 事前活動はしていない

     0%               10%               20%               30%               40%               50%               60%               70%               80%  

79.4% チラシを配布した

65.6% 会期後のアポイントをとった

14.7% サンプルを配布した

55.0% 新サービス、製品、メニューを提案した

63.2% 実機を用いて実演・体験を行った

23.5% 商談用スペースを設置した

20.6% アンケートをとった

16.7% 商品プレゼンテーション・セミナーを行った

 ・会期中に行った営業活動をお知らせください。（複数回答可）

 ・ご出展の目的についてお聞かせてください。（複数回答可）  ・会期前に行った営業活動をお知らせください。（複数回答可）

満足
24.1%

ほぼ満足
67.7%

1,000 万〜 3,000 万未満
11.9%

3,000 万〜 5,000 万未満
2.9% 5,000 万以上

1.0%

300 万〜
1,000 万未満

36.6%

300 万円未満
47.6%

 ・現状の本展における受注見込み金額（推定）をお聞かせください。  ・会期中成果のご満足度
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来場者分析

     0%                 5%                 10%                15%              20%              25%              30%               35%               40% 

29.7% その他スポーツ業界関係者

29.6% 民間・公共スポーツ施設運営企業

19.4% リーグ・プロ・アマチュアスポーツ関係者

15.1% スポーツ用品・機器メーカー

14.6% 建築・設計・ゼネコン

10.5% 問屋／卸

10.4% スポーツプロモーター・イベント主催者・代理店

8.9% 自治体・政府機関・協会・団体

5.0% レジャー（アウトドア、アスレチック、テーマパーク）関係者

4.7% 教育機関・調査機関

 ・あなたの業種は？（複数回答可）

Ⓡ

一般職員
19.1%

特に関与して
いない
13.7%

未定
18.0%

その他 2.3%

経営者・オーナー・
役員

23.7%

半年以内
29.2%

導入権限を
持っている

30.6%

500 万円
未満

43.0%

導入検討
メンバーで

一部持っている
31.3%

3,000 万円以上
〜 5000 万円

12.9%

特に関与
しない。
12.1%

課長・
マネージャー・

係長・主任
30.6%

1 年〜
3 年以内
13.8%

館長・支配人・
管理職・部長

24.3%

半年〜 1 年後
25.3%

導入する際は
中心的な役割

26.0%

500 万円以上〜
3,000 万円
未満 21.5%    

5,000 万円以上〜
1 億円未満 1.5%

1 億円以上
5.3%

特に関与して
いない
15.8%

 ・あなたの役職は？

 ・商品・サービスの導入予定時期は？

  ・商品・商材の決定権または購入権限に関して

 ・商品・サービスの購入予定金額は？

0%    10%     20%    30%    40%   50%   60%    70%   80%   90% 0%    10%     20%    30%    40%   50%   60%    70%   80%   90%

     0%               10%               20%               30%               40%               50%               60%               70%               80%  

85.4% 新規顧客との商談 88.7% 招待券を配布した

83.2% チラシを配布した

51.5% 新商品の発表・プロモーション
58.8% WEB（ホームページなど）で告知した

42.9% 既存の顧客との商談

44.5% ブース装飾・デザインを工夫した

59.6% 会期後のアポイントをとった

36.2% 業界人脈の獲得
43.3% 出展を告知するメール DM を送った

33.5% 会期中のアポイントを取った

31.7% サンプルを配布した

39.9% 代理店開拓

9.1% 事前活動はしていない

47.2% 新サービス、製品、メニューを提案した

13.4% OEM 先の開拓

68.5% 実機を用いて実演・体験を行った

27.1% 業界参入へのマーケティング

31.7% 商談用スペースを設置した

6.1% プレスとの交流

23.2% アンケートをとった

4.3% その他

18.3% 商品プレゼンテーション・セミナーを行った

 ・ご出展の目的についてお聞かせてください。（複数回答可）  ・会期前に行った営業活動をお知らせください。（複数回答可）

 ・会期中に行った営業活動をお知らせください。（複数回答可）

出展社アンケート結果

満足
32.6%

ほぼ満足
60.1%

1,000 万〜 3,000 万未満
15.9%

3,000 万〜 5,000 万未満
3.7% 5,000 万以上

1.2%

300 万〜
1,000 万未満

29.8%

300 万円
未満 49.4%

 ・現状の本展における受注見込み金額（推定）をお聞かせください。  ・会期中成果のご満足度
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来場者分析

     0%                 5%                 10%                15%              20%              25%              30%               35%               40% 

29.3% トレーナー・インストラクター・コーチ

33.5% 民間・公共スポーツ施設運営企業

23.9% 一般 / 学生

17.0% スポーツ用品・機器メーカー

17.3% スポーツ用品店・量販店・通販事業者

16.4% 問屋／卸

12.2% 介護・福祉施設 / 病院・医療機関

3.3% 自治体・政府機関・協会・団体

7.7% 介護機器・用品メーカー

6.2% 教育機関・調査機関

5.9% 食品・飲料・製薬メーカー

3.6% 競技団体・スポーツイベント主催者・代理店

3.4% 建築・設計・ゼネコン

2.2% スポーツレジャー

1.9% スパ・宿泊施設・温浴施設

 ・あなたの業種は？（複数回答可）

パートタイマー・アルバイト
3.9%

一般職員
22.9%

その他
7.4% 経営者・オーナー・

役員
23.5% 導入権限を

持っている
36.5%導入検討

メンバーで
一部持っている

25.0%

特に関与
しない。
13.3%

課長・
マネージャー・

係長・主任
22.2%

館長・支配人・
管理職・部長

20.1% 導入する際は
中心的な役割

25.2%

 ・あなたの役職は？   ・商品・商材の決定権または購入権限に関して

特に関与して
いない
12.8%

未定
20.5%

3 年以上先
3.3%

半年以内
22.3%

500 万円
未満

45.6%3,000 万円以上
〜 5,000 万円 1.2%

1 年〜
3 年以内
12.8%

半年〜 1 年後
28.3% 500 万円以上〜

3,000 万円
未満 27.4%          

5,000 万円以上〜
1 億円未満 0.9%

1 億円以上 1.0%

特に関与して
いない
23.9%

 ・商品・サービスの導入予定時期は？  ・商品・サービスの購入予定金額は？

 ・海外来場者の国別統計

その他 4.5%

イギリス 1.7%

フィリピン
0.4%

パキスタン
2.4%

インドネシア
0.8%

アメリカ 3.3%

香港
1.6%

マレーシア
0.4%

中国
27.1%

タイ
4.0%

台湾
18.0%

韓国
35.8%

 ・来場者地域属性

四国 0.4%

中国 0.9%

九州・沖繩
1.8%

東北 1.4%

関東 81.8%

中部 6.9%
関西 5.0%

北海道 0.6%

海外 1.2%
北海道

東北
関東

中部
関西

中国

四国

海外

九州・沖繩
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Ⓡ 会場風景 
Ⓡ 会場風景 
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会場風景 会場風景
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会場風景 会場風景



SPORTEC 来場者リスト (58,033 名より抜粋） SPORTEC 来場者リスト (58,033 名より抜粋）

社名 社名都道府県 都道府県所属 / 役職 所属 / 役職

【スポーツ施設運営企業】 【スポーツ施設運営企業】

38 39

アイレクス　スポーツライフ（株）
アイレクス　スポーツライフ（株）
アイレクス　スポーツライフ（株）
アイレクス　スポーツライフ（株）
アイレクス　スポーツライフ（株）
アイレクス　スポーツライフ（株）
ＡＯＨＬＤＧＳ（株）

（株）アクトス
（株）アクトス
（株）アクトス
（株）アクトス
（株）アクトス
（株）アスエミ
（株）アピアスポーツクラブ
（株）アルペン
イオンリテール（株）
イオンリテール（株）
イオンリテール（株）
イオンリテール（株）
イオンリテール（株）

（株）いずみ２１
（株）市基
（株）イトマンスイミングスクール
（株）イナホスポーツ
（株）イナホスポーツ
ＩＮＳＰＡ横浜
（株）ウェルネスフロンティア
（株）ウェルネスフロンティア
（株）ウェルネスフロンティア
（株）ウェルネスフロンティア
（株）ウェルネスフロンティア
（株）ウェルネスフロンティア
（株）ウェルネスフロンティア
（株）ウェルネスフロンティア
（株）ウェルネスフロンティア
（株）ウェルネスフロンティア
（株）ウェルネスフロンティア
（株）ウェルネスフロンティア
（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）エイム
（株）エイム
（株）エイワンスポーツプラザ
（株）エイワンスポーツプラザ
（株）エクセントロイヤル
（株）エクセントロイヤル
（株）エクセントロイヤル
（株）ＳＲＥ
エスタ（株）
エスタ（株）

（株）ＳＰヘルスパートナーズ
（株）ＳＰヘルスパートナーズ
（株）Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ
（株）Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ
（株）Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ
（株）エヌエーシーシステム
（株）エヌエーシーシステム
（株）エヌエーシーシステム

代表取締役社長
営業企画部　業態開発部　部長　取締役
スポーツクラブ事業部　部長
ライト事業部　部長
商品開発部　部長
スポーツ事業部　アイレクススポーツクラブ豊田　支配人
マネージャー
執行役員事業開発部部長
健康事業推進部　部長　執行役員
営業本部　アクトスＷｉｌｌ＿Ｇ事業部　次長
営業本部　店舗支援部　次長
スポーツクラブアクトス半田　マネージャー
代表取締役
取締役支配人
フィットネス事業部　部長
スポーツ事業部　統括マネージャー
専門事業本部　スポーツ事業部　開発部　開発グループ　統括マネージャー
専門事業本部　スポーツ事業部　営業部　営業サポートグループ　フィットネス兼プログラムマネージャー
専門事業本部　スポーツ事業部　営業部　営業サポートグループ　営業企画兼オペレーションマネージャー
３ＦＩＴ事業部　営業部　神奈川エリア　イオンスポーツクラブ相模原店　マネージャー
甲西イトマンスイミングスクール　所長
フィットネスサロン　８ＦＩＴ　星が丘店　ｍａｎａｇｅｒ
新規フィットネス開発事業部　副部長
取締役副社長
スポーツクラブ　統括部長兼企画部長
ＩＮＳＰＡ横浜　フィットネスＭＧ
本社　常務
ＦＣ本部　執行役員　本部長
海外渉外部　責任者
経営管理本部　開発室長
ＪＨＣ本部　新チャネル開発部　ゼネラルマネージャー
ジョイフィット・ヘルステック・カンパニー　ゼネラルマネージャー
ＷＮＣ　フィットネス部門　ＦＩＴ３６５事業部　統括マネージャー
ＷＮＣ　フィットネス部門　シニアマネージャー
ＷＮＣ　フィットネス部門　海外渉外事業部　責任者
ＪＨＣ　ＥＡＳＴ　関東ブロック西関東エリア　テリトリーマネージャー
ＪＯＹＦＩＴ　ＥＡＳＴ　関東ブロック北関東エリア　テリトリーマネージャー　兼　クラブマネージャー
ＪＯＹＦＩＴ　ＥＡＳＴ　関東ブロック西関東エリア　テリトリーマネージャー
運営本部　マネージャー
常務取締役業務部エグゼクティブマネージャー
ＰＦＧＡ所沢　代表取締役
管理本部　代表取締役会長
管理本部　代表取締役社長
営業開発部　取締役　店舗統括部長　開発部長
本部　取締役　特別対策事業部長
スポーツクラブ事業部　スポーツクラブ統括マネージャー
本部　総支配人
ロイヤルスポーツプラザ　支配人
開発部　マネージャー
代表取締役
代表取締役
事業本部　取締役
取締役
店長
事業企画部　部長
エニタイムフィットネスセンター　五反田店　マネージャー
東銀座　マネージャー
取締役社長
管理部統括部長健康運動指導士
スポーツ事業部　エリアマネージャー

愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
東京都
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
愛知県
東京都
富山県
愛知県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
神奈川県
滋賀県
愛知県
神奈川県
埼玉県
埼玉県
神奈川県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
千葉県
埼玉県
石川県
石川県
石川県
静岡県
静岡県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
福岡県
福岡県
新潟県
新潟県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都

（株）エヌエーシーシステム
（株）Ｍ－ａｉｄ
（株）ＬＤＨｍａｒｔｉａｌａｒｔｓ
（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）オークスベストフィットネス
（株）オージースポーツ
（株）オージースポーツ
（株）オージースポーツ
（株）オージースポーツ
（株）オージースポーツ
（株）オージースポーツ
（株）オージースポーツ
（株）カーブスジャパン
（株）カーブスジャパン
（株）カーブスジャパン
カインドネット（株）

（株）ＫＡＮコーポレーション
（株）ＫＡＮコーポレーション
（株）グラン・スポール
（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）
コナミスポーツ（株）
コナミスポーツ（株）
コナミスポーツ（株）
コナミスポーツ（株）
コナミスポーツ（株）
コナミスポーツ（株）
コナミスポーツ（株）
コナミスポーツ（株）
コナミスポーツ（株）
コナミスポーツ（株）
コナミスポーツ（株）
コナミスポーツ（株）

（株）ザ・スポーツコネクション
（株）ザ・スポーツコネクション
（株）ザ・ビッグスポーツ
（株）ザ・ビッグスポーツ
（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）

（株）ＳＵＮＭＵＳＩＣ
（株）ＳＵＮＭＵＳＩＣ
（株）三洋堂ホールディングス
ｃａｐｓ（株）
ＪＲ東日本スポーツ（株）
ＪＲ東日本スポーツ（株）
ＪＲ東日本スポーツ（株）
ＪＲ東日本スポーツ（株）
ＪＲ東日本スポーツ（株）
ＪＲ東日本スポーツ（株）
ＪＲ東日本スポーツ（株）
ＪＲ東日本スポーツ（株）
ＪＲ東日本スポーツ（株）
ＪＲ東日本スポーツ（株）
ＪＲ東日本スポーツ（株）

スポーツ事業部　総支配人
代表取締役
取締役
フィットネス事業部　マネージャー
事業部　部長
店舗統括部　支配人
店舗統括事業部　上志津店　フロントマネージャー
代表取締役社長
取締役執行役員
理事新規事業開発部長
企画部　部長
施設管理部　部長
新規事業開発部　部長
フィットネス事業部　阪奈地区担当マネジャー
常務執行役員事業開発本部副本部長
常務執行役員兼ＦＣサポート部長
新規事業開発チーム　統括マネージャー
代表取締役社長
常務取締役
取締役
専務取締役
統括マネージャー
代表取締役社長
本社　代表取締役社長
受託事業本部　執行役員　受託事業本部長
スポーツ事業本部　運動塾・運動スクール部　部長
スポーツ事業本部　施設運営部　部長
スポーツ事業本部　施設統括第２部　部長
スポーツ事業本部　施設統括第３部　部長
スポーツ事業本部　施設統括第５部　部長
スポーツ事業本部　ジャザサイズジャパン事業部　部長
スポーツ事業本部　統括マネージャー
スポーツ事業本部　グランサイズ統括グループ　総支配人
スポーツ事業本部　施設企画部　プログラム開発グループ　プロデューサー
グランサイズ大手町　支配人
コナミスポーツクラブ渋谷　支店長
コナミスポーツクラブ本店　本店長
代表取締役
事業推進室　マネージャー
営業本部　営業企画部　次長
朝日スポーツクラブ　本社　支配人
スポーツクラブ　ビック・エス木更津　支配人
常務取締役
経営企画室　専務取締役
代表取締役社長
ＨＥＡＤ　Ｏｆｆｉｃｅ　代表取締役
ＡＬＬ　ＴＩＭＥ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＦＣ営業本部　東日本営業所　所長
開発部　執行役員部長
フィットネス事業部　部長
代表取締役社長
事業推進部門　部門長　取締役
事業推進部門　事業戦略部長
リラクゼ事業部　部長
事業推進部門　ジェクサー事業部　担当部長　ジェクサー事業グループ　統括マネージャー
事業推進部門　ヘルスケア事業部　担当部長
ＴＨＥ　ＪＥＸＥＲ　ＴＯＫＹＯ　／　ＴＨＥ　ＪＥＸＥＲ　ＴＯＫＹＯ　Ａｎｎｅｘ　マネージャー
ジェクサー・フィットネス＆スパ浦和　マネージャー
ジェクサー・フィットネス＆スパ上野　マネージャー
ジェクサー・フィットネス＆スパ東神奈川　マネージャー
ジェクサー・フィットネスクラブメトロポリタン池袋　マネージャー

東京都
愛知県
東京都
千葉県
京都府
千葉県
千葉県
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
東京都
東京都
東京都
東京都
愛知県
愛知県
宮城県
宮城県
愛知県
愛知県
東京都
東京都
東京都
埼玉県
東京都
千葉県
東京都
東京都
東京都
東京都
神奈川県
東京都
東京都
東京都
東京都
大阪府
千葉県
大阪府
兵庫県
栃木県
京都府
滋賀県
滋賀県
愛知県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
埼玉県
東京都
神奈川県
東京都



SPORTEC 来場者リスト (58,033 名より抜粋） SPORTEC 来場者リスト (58,033 名より抜粋）

社名 社名都道府県 都道府県所属 / 役職 所属 / 役職

【スポーツ施設運営企業】 【スポーツ施設運営企業】

40 41

ＪＲ東日本スポーツ（株）
ＪＲ東日本スポーツ（株）
ＪＲ東日本スポーツ（株）
ＪＲ東日本スポーツ（株）
ＪＲ東日本スポーツ（株）
（株）ジェイエスエス
（株）ジェイエスエス
（株）ジェイエスエス
（株）ジョイフルアスレティッククラブ
（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）
シンコースポーツ（株）
シンコースポーツ（株）
シンコースポーツ（株）

（株）シンワ・スポーツ・サービス
（株）スイコウアセット
（株）ＴＨＩＮＫフィットネス
（株）ＴＨＩＮＫフィットネス
（株）ＴＨＩＮＫフィットネス
（株）ＴＨＩＮＫフィットネス
（株）ＴＨＩＮＫフィットネス
（株）鈴良
（株）スポーツクラブ・ヴイテン
スポーツクラブＮＡＳ（株）
スポーツクラブＮＡＳ（株）
スポーツクラブＮＡＳ（株）
スポーツクラブＮＡＳ（株）
スポーツクラブＮＡＳ（株）
スポーツクラブＮＡＳ（株）
スポーツクラブＮＡＳ（株）
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）スポーツプロジェクト
（株）スポーツプロジェクト
（株）スマートフィットネス
（株）スマートフィットネス
住友不動産エスフォルタ（株）
住友不動産エスフォルタ（株）
住友不動産エスフォルタ（株）
住友不動産エスフォルタ（株）
住友不動産エスフォルタ（株）
西部ガス興商（株）
西部ガス興商（株）
西部ガス興商（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）
セントラルスポーツ（株）
セントラルスポーツ（株）
セントラルスポーツ（株）
セントラルスポーツ（株）
セントラルスポーツ（株）
セントラルスポーツ（株）
セントラルスポーツ（株）
セントラルスポーツ（株）

（株）大丸プランニング
（株）大丸プランニング
（株）ダイヤモンド・アスレティクス

施設開発部　グループリーダー
事業推進部門　運営推進部　運営管理グループ　グループリーダー
事業推進部門　事業戦略部　企画マーケティンググループ　グループリーダー
総合企画開発部門　経営企画部　システム推進グループ　グループリーダー
総合企画開発部門　経営企画部　経営企画グループ　グループリーダー
本社　取締役会長
本社　常務取締役　事業本部　本部長
本社　事業本部　東日本事業部　部長
代表取締役社長
本社　企画部　部長
草加スイミングスクール　取締役
埼玉支店　取締役　支店長
ゼネラルマネージャー
営業本部　ライフステーション武蔵境　支配人
代表取締役社長
事業本部　部長
ゴールドジム　エリアマネージャー
ゴールドジム事業部　エリアマネージャー
ゴールドジム事業部　マネージャー
ゴールドジム横須賀神奈川　マネージャー
ゴールドジム渋谷　店長
スポーツクラブ　セイシン　スポーツ施設運営・企画　取締役　副社長
代表取締役
開発部　統括部長
営業本部　第四グループ　ゼネラルマネージャー
営業本部　中部ブロック（西東京・神奈川）　ブロック長
管理本部　施設・安全管理統括部　施設管理部　担当部長
営業本部　営業推進統括部　ビジネスプロモーション事業部　マネージャー
営業本部　事業推進統括部　商品開発部　マネージャー
営業本部　高尾事業所　営業ＭＧ兼支配人
新規店舗開業部　マネージャー
代表取締役社長
マネージャー
代表取締役社長
専務取締役
取締役事業本部長
取締役
鐘ヶ淵店　店長
代表取締役社長
フィットネス事業部　マネージャー
新事業開発室　マネージャー
エスフォルタ横浜　マネージャー
事業推進室　ディレクター
代表取締役社長
取締役
スポーツ健康部　部長
スポーツ健康部　所長
ウエルネス事業担当　支配人
経営企画部　執行役員　営業企画部　部長
営業企画部　シニアマネージャー
健康サポート部　シニアマネージャー
新規事業開発部　シニアマネージャー
西新井店　店長
飯田橋サクラテラス　店長
セントラルフィットネスクラブ自由が丘　店長
セントラルフィットネスクラブ湘南平塚店　店長
湘南ＬＴ　店長
フィットネス事業本部　営業企画Ｇｒ　マネージャー
営業企画Ｇｒ　マネージャー
代表取締役社長

東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
大阪府
大阪府
大阪府
茨城県
茨城県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
東京都
埼玉県
茨城県
福岡県
神奈川県
東京都
神奈川県
東京都
静岡県
石川県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
山形県
福井県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
神奈川県
東京都
福岡県
福岡県
福岡県
長崎県
埼玉県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
神奈川県
神奈川県
神奈川県
東京都
東京都
東京都

（株）ダンロップスポーツウェルネス
（株）ダンロップスポーツウェルネス
（株）ダンロップスポーツウェルネス
（株）ダンロップスポーツウェルネス
（株）ダンロップスポーツウエルネス
（株）ダンロップスポーツウェルネス
（株）ダンロップスポーツウェルネス
（株）ダンロップスポーツウェルネス
（株）ダンロップスポーツウェルネス
（株）ダンロップスポーツウェルネス
（株）ＴＯＬＣＤ
（株）ティップネス
（株）ティップネス
（株）ティップネス
（株）ティップネス
（株）ティップネス
（株）ティップネス
（株）ティップネス
（株）ティップネス
（株）ティップネス
（株）ティップネス
（株）ティップネス
（株）ティップネス
（株）ティップネス
（株）ティップネス
（株）ティップネス
（株）テトラフィット
（株）テトラフィット
（株）テトラフィット
（株）ドゥ・スポーツプラザ
（株）ドゥ・スポーツプラザ
（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）トゥエンティーフォーセブン
（株）トゥエンティーフォーセブン
（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）東急スポーツオアシス
（株）東急スポーツオアシス
（株）東急スポーツオアシス
（株）東急スポーツオアシス
（株）東急スポーツオアシス
（株）東急スポーツオアシス
（株）東急スポーツオアシス
（株）東急スポーツオアシス
（株）東急スポーツオアシス
（株）東急スポーツオアシス
（株）東急スポーツオアシス
（株）東急スポーツオアシス
（株）東急スポーツオアシス
（株）東急スポーツオアシス
（株）東急スポーツオアシス
（株）東急スポーツオアシス
東急スポーツシステム（株）
東急スポーツシステム（株）
東急スポーツシステム（株）
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）東京ドームスポーツ

執行役員営業部長
営業推進室　担当部長
受託施設運営部　受託事業担当部長
営業部　マネージャー
メンバーサービス　メンバーサービスマネージャー
ダンロップスポーツクラブ綾瀬　支配人
ダンロップスポーツクラブつくば　支配人
ダンロップスポーツクラブ仙台　支配人
ダンロップスポーツクラブ南古谷　支配人
ダンロップスポーツクラブ南柏　支配人
みなとみらいフィットネスクラブ　Ｂｅｇｉｎ　統括マネージャー
取締役常務執行役員
取締役執行役員
新規事業企画推進部／情報システム部　担当　取締役執行役員
新規事業企画推進部　執行役員新規事業企画推進部長
ＦＡＳＴＧＹＭ２４事業部　部長
マーケティング部　部長
経営管理部　副部長
協業事業部　マネージャー
ティップ．クロスＴＯＫＹＯ新宿　支配人
五反田店　支配人
新百合ヶ丘店　支配人
中野店　支配人
町田店　支配人
二俣川店　支配人
六本木店　支配人
代表取締役社長
店舗営業部　部長
営業本部店舗営業部直営運営チーム　直営チームマネージャー兼土浦店店長
管理統括　取締役
総支配人
ドゥ・スポーツプラザ南砂町　支配人
パーソナルトレーニング事業部　営業推進部　兼　教育企画部　執行役員　シニアマネージャー
パーソナルトレーニング事業部　店舗開発部　部長
営業推進部　東日本エリア長
パーソナルトレーニング事業部　店舗マネジメント部　マネージャー
代表取締役社長
常務執行役員
常務執行役員運営本部本部長
共創推進第１部　取締役執行役員　部長
運営推進部フィットネスサービスグループ　ゼネラルマネージャー
運営本部　部長
経営企画本部　マーケティング企画部　カスタマーリレーショングループ　ゼネラルマネージャー
店舗開発部　ゼネラルマネージャー
受託運営部　受託運営第１グループ　ゼネラルマネージャー
店舗開発部　開発準備グループ　ゼネラルマネージャー
マーケティング企画部　マーケティング企画　兼　ブランドコミュニケーション　マネージャー
事業推進部　グループエクササイズ企画　マネージャー
武蔵小金井店　マネージャー
港北店　マネージャー
相模原２４ｐｌｕｓ　マネージャー
武蔵小杉２４Ｐｌｕｓ　マネージャー
青山店　マネージャー
取締役開発本部長
運営本部　運営一部　フィットネス事業　ヘルスケア事業推進　部長
アトリオドゥーエたまプラーザ　支配人
アトリオドゥーエ武蔵小山　支配人
企画開発本部　部長
常務取締役
第４営業部長

東京都
茨城県
千葉県
神奈川県
東京都
千葉県
千葉県
宮城県
埼玉県
千葉県
神奈川県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
神奈川県
東京都
東京都
神奈川県
東京都
茨城県
茨城県
茨城県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
神奈川県
神奈川県
神奈川県
東京都
東京都
東京都
神奈川県
東京都
東京都
東京都
東京都



SPORTEC 来場者リスト (58,033 名より抜粋） SPORTEC 来場者リスト (58,033 名より抜粋）

社名 社名都道府県 都道府県所属 / 役職 所属 / 役職

【スポーツ施設運営企業】 【スポーツ施設運営企業】

42 43

（株）東京ドームスポーツ
（株）東祥
（株）東祥
（株）東武スポーツ
豊倉サービス（株）
豊丸産業（株）

（株）ながでんウェルネス
（株）ながでんウェルネス
（株）南海スポーツ企画
（株）南海スポーツ企画
（株）ニチガスクリエート
新田塚コミュニティ（株）
新田塚コミュニティ（株）
日本製粉スポーツ事業（株）
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）
ＮＥＸＵＳホールディングス（株）
ＮＥＸＵＳホールディングス（株）
野村不動産ライフ＆スポーツ（株）
野村不動産ライフ＆スポーツ（株）
野村不動産ライフ＆スポーツ（株）
野村不動産ライフ＆スポーツ（株）
野村不動産ライフ＆スポーツ（株）
野村不動産ライフ＆スポーツ（株）
野村不動産ライフ＆スポーツ（株）
野村不動産ライフ＆スポーツ（株）
野村不動産ライフ＆スポーツ（株）
野村不動産ライフ＆スポーツ（株）
野村不動産ライフ＆スポーツ（株）
野村不動産ライフ＆スポーツ（株）
野村不動産ライフ＆スポーツ（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）
ｂ－ｍｏｎｓｔｅｒ（株）
（株）ヒカリ
（株）ビッグツリー
（株）ビッグツリー
（株）ビッグベアージム
（株）ビッグベアージム
ｈｉｎａｔａ　ｇｒｏｕｐ
（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）フィジカルボディ
フィットイージー（株）
フィットイージー（株）

（株）フィットネスワールド
特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）フォルダ
特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）フォルダ

（株）フジ・スポーツ＆フィットネス
（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

フィットネスクラブ東京ドーム　総支配人
ホリデイスポーツクラブ岡崎　店長
ホリデイスポーツクラブ部　店長
店舗運営部　部長
アクアヴィータプール＆スパ　代表取締役社長
新規事業準備室　室長
スイミング・フィットネス事業部　取締役
須坂校　支配人
専務取締役
ザ・ココナツウエルネスクラブ朝生田　南海ドルフィンクラブ朝生田　フィットネス部門統括マネージャー
代表取締役
事業本部　常務取締役
新田塚アークジョイあわら　マネージャー
代表取締役社長
運営管理部　部長
クラブ＆クラブ　サービス課　担当支配人
フィットネス事業部　群馬本社　東京支社　部長
フィットネス事業部　スポレッシュ　本川越店　支配人
フィットネス事業部　スポレッシュ高崎インター店　支配人
代表取締役社長
常務取締役
経営企画部　部長
フィットネス事業部　部長
フィットネス事業部　プログラム課　マネージャー
メガロス本八幡　マネージャー
メガロス綱島　マネージャー
メガロス日比谷シャンテ　支配人
メガロスクロス調布２４　支配人
メガロス八王子　支配人
メガロス武蔵小金井　支配人
メガロス吉祥寺　支配人
メガロス神奈川　支配人
メガロス相模大野　支配人
健康づくり事業部　部長
本社　代表取締役
代表取締役社長
パデル名古屋　支配人
代表取締役社長
取締役執行役員
取締役
ＲｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅＤｉｒｅｃｔｏｒ
運営本部フィットネス事業部　サブマネージャー
代表取締役社長
ビッグツリースポーツクラブビートーン　営業本部　営業企画開発部　部長
代表取締役
取締役
陽なたクリニック（戸塚安行院）　代表
代表取締役
代表取締役
代表取締役
本部　取締役　部長
代表社員
統括部長
大府店　大府店／豊明店　兼任店長
代表取締役
理事長
イベント部長
代表取締役社長
取締役経営企画部長
ゼネラルマネージャー

東京都
愛知県
神奈川県
埼玉県
愛知県
愛知県
長野県
長野県
愛媛県
愛媛県
鹿児島県
福井県
福井県
栃木県
栃木県
千葉県
群馬県
埼玉県
群馬県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
神奈川県
神奈川県
東京都
東京都
神奈川県
埼玉県
神奈川県
鳥取県
愛知県
東京都
東京都
東京都
東京都
埼玉県
栃木県
栃木県
千葉県
千葉県
埼玉県
神奈川県
愛知県
東京都
愛知県
愛知県
岐阜県
愛知県
千葉県
岩手県
岩手県
愛媛県
愛媛県
山梨県

ＦＬＵＸＣＯＮＤＩＴＩＯＮＩＮＧＳ
ＦＬＵＸ　ＬＩＦＥ（株）
（株）ブルーアースジャパン
（株）ブルーアースジャパン
プレミアムサポート（株）
プレミアムサポート（株）

（株）文教センター
（株）文教センター
（株）文教センター
（株）文教センター
（株）ベルモール
（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
（株）明治スポーツプラザ
（株）明治スポーツプラザ
ＲＩＺＡＰ（株）
ＲＩＺＡＰ（株）

（株）ＬＩＦＥＣＲＥＡＴＥ
（株）ＬＩＦＥＣＲＥＡＴＥ
（株）ライフ白銅
（株）ラック
（株）リーチ
（株）ルネサンス
（株）ルネサンス
（株）ルネサンス
（株）ルネサンス
（株）ルネサンス
（株）ルネサンス
（株）ルネサンス
（株）ルネサンス
（株）ルネサンス
（株）ルネサンス
（株）ルネサンス
（株）ルネサンス
（株）ルネサンス
（株）ルネサンス
（株）ルネサンス
（株）ルネサンス
（株）ルネサンス
（株）ルネサンス
（株）ルネサンス
（株）ロンド・スポーツ
（株）ロンド・スポーツ
（株）ロンド・スポーツ
（株）ロンド・スポーツ
（株）わらわら
（株）わらわら
（株）わらわら
（株）わらわら

マネージャー
フィットネス　取締役社長
管理本部　取締役
スポーツスパブルーアース店クラブ長
アスティスポーツクラブ　統括マネージャー
アスティスポーツクラブ八田　マネージャー
常務取締役管理・人事担当
ｆｉｖｅ事業部　マネージャー　ＭＯＢＩＬＩＴＹ　ＣＡＲＥ　スペシャリスト
ジムナスタ竹ノ塚　マネージャー
営業本部　マネージャー
ベル・フィットネス　セクションリーダー
ＮＥＸＴ　支配人
代表
スポーツ施設　サービス営業部　部長
代表取締役社長
サバススポーツクラブ　藤が丘　店長
ザバススポーツクラブ　和光　店長
鶴見　店長
ヘルスケア事業推進ユニット　西日本営業統括責任者
ヘルスケア事業推進ユニット　ユニット長
Ｓｕｒｆ　Ｆｉｔ事業部　ゼネラルマネージャー
マーケティング部商品企画課　マネージャー
フィットネス事業部　統括マネージャー
ＰＨＯＥＮＩＸ事業部　代表
代表取締役
代表取締役会長
代表取締役社長執行役員
取締役専務執行役員
常務執行役員
ベトナム事業部　執行役員　部長
海外事業企画部　執行役員　部長
業態開発部　執行役員　部長
営業本部　業態開発・施設開発担当　執行役員
経営企画部　部長
健康経営推進部　部長
第２営業部Ｃエリア　エリアマネージャー
第８エリア　エリアマネージャー
新規事業プロジェクト　プロジェクトリーダー
スポーツクラブ　ルネサンス佐倉　支配人
スポーツクラブ　ルネサンス小倉　支配人
スポーツクラブ　ルネサンス練馬高野台　支配人
スポーツクラブ＆スパ　ルネサンス港南中央２４　支配人
スポーツクラブ　ルネサンス早稲田　支配人
スポーツクラブ　ルネサンス名古屋小幡　支配人
本部　事業開発室　室長
フィットネス事業部長
フィットネス事業部／昭島店　事業部長補佐／マネージャー
管理部部長管理部人事グループグループリーダー健康運動指導士
航空公園店　代表取締役社長　ＣＥＯ
執行役員ＣＯＯ
最高ブランド開発責任者
サブマネージャー

東京都
東京都
山梨県
山梨県
愛知県
愛知県
東京都
東京都
東京都
東京都
栃木県
栃木県
静岡県
大阪府
大阪府
神奈川県
埼玉県
神奈川県
東京都
東京都
北海道
北海道
埼玉県
東京都
京都府
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
千葉県
福岡県
東京都
神奈川県
東京都
愛知県
東京都
東京都
東京都
東京都
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県

・
・
・
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（株）アート・スポーツ
（株）アイケイ
（株）アイケイ
（株）アイケイ
アシックスジャパン（株）

（株）アダストリア
（株）アダストリア
（株）アダストリア
アマゾンジャパン（合）
アマゾンジャパン（合）
アマゾンジャパン（合）
アマゾンジャパン（合）

（株）アルペン
（株）アルペン
有川貿易（株）
アルゴグローバル（株）

（株）ｅＳＰＯＲＴＳ
（株）ｅＳＰＯＲＴＳ
イオン北海道（株）
イオン北海道（株）
イオンリテール（株）
イオンリテール（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）イトーヨーカ堂
（株）イトーヨーカ堂
（株）岩田屋三越
ＩＭＰＬＥＸ（株）
ＩＭＰＬＥＸ（株）
イトーヨーカドウ

（株）ヴァーテックス
（株）ヴァーテックス
（株）ヴィクトリア
（株）ヴィクトリア
（株）ヴィクトリア
ウェルネスキット（株）

（株）ウェルレックス
（株）エイケイ舎
（株）エイケイ舎
（株）ＡＭＰ
（株）ＡＭＰ
ａｕコマース＆ライフ（株）
ａｕコマース＆ライフ（株）
（株）エコーフィット
（株）エコーフィット
（株）エスエスケイ
（株）エスエスケイ
（株）エディオン
（株）ＦｉＮＣ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
ＦＭヨコハマ
（株）オークローンマーケティング
（株）オークローンマーケティング
（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）小田急百貨店
（株）小田急百貨店
（株）オッシュマンズ・ジャパン

アウトドア　バイヤー
執行役員雑貨事業統括
執行役員食品・特販事業統括
雑貨事業部　事業部長
事業戦略部　部長
ラコレ営業部　マネージャー　ＭＤ
ＶＣ統括本部　チーフマネージャー
ニコアンド営業部　アシスタントマネジャー
フィットネス　部長
アカウントマネージャー
ライフ＆レジャー事業本部　おもちゃ＆ホビー事業部　商品戦略部　バイヤー
ライフ＆レジャー事業本部　スポーツ＆アウトドア事業部　商品戦略部　ブランドスペシャリスト
フィットネス事業部　部長
ゴルフ商品部　ハードアクセサリーグループ　
代表取締役
代表取締役
代表取締役社長
営業事業部　事業部長
商品本部　住居余暇商品部　部長
商品本部　住居余暇商品部　ホームファッションバイヤー
商品管理本部　スポーツ事業部　事業部長
Ｅコマース部　サクワ事業ＭＤグループ　マネージャー
商品管理本部　スポーツ＆レジャー事業本部　営業部　レディースフィットネス事業　マネジャー
ブランディング第３グループ　プロジェクトリーダー
ライフスタイル事業部　マネージャー
ホーム＆キッチン部　マーチャンダイザー
専門店事業部　マーチャンダイザー
特選・婦人雑貨営業部　福岡三越　婦人靴・アクセサリー　アシスタントバイヤー
代表取締役
取締役
カタログ販売部　使ってヨカッタグループ　マーチャンダイザー
トレーディングカンパニー　執行役員　特販営業部長
トレーディングカンパニー　ブロック長
営業本部　商品部門　部門長
営業本部　商品部門スポーツグループ　アシスタントバイヤー
経営企画グループ　
代表取締役
代表取締役社長ウェルネスプロデューサー
営業部　統括マネージャー
営業部　マネージャー
取締役
ＥＣ事業部　部長
営業　部長
営業本部　ＭＤ２部　家電グループ　バイヤー
代表取締役
営業部　部長
商品部　次長
第三営業本部　ＮＣ販売部　課長
生活家電商品部　マネージャー
ＦｉＮＣモール事業部　マーチャンダイザー
事業部　部長
Ｅ－Ｃｏｍｍｅｒｃｅ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒ
次長
ニュープロダクトローンチディヴィジョン　Ｓｅｎｉｏｒ　Ｓｔａｆｆ
商品部　バイヤー
商品・企画部　部長
プロモーション部　ディレクター
ＭＤ推進部　紳士・スポーツ担当　マーチャンダイザー
ハルクスポーツ　
商品部　トレーニング・メンズ担当バイヤー

東京都
愛知県
愛知県
愛知県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
愛知県
愛知県
埼玉県
大阪府
岐阜県
岐阜県
北海道
北海道
東京都
千葉県
千葉県
東京都
東京都
東京都
東京都
福岡県
大阪府
大阪府
東京都
新潟県
新潟県
東京都
東京都
東京都
東京都
千葉県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
大阪府
東京都
神奈川県
東京都
東京都
東京都
埼玉県
群馬県
東京都
東京都
東京都
東京都

（株）オッシュマンズ・ジャパン
（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）ＱＶＣジャパン
（株）杏林堂薬局
（株）近鉄百貨店
（有）ＫＵＧＥ
グリーンスタンプ（株）

（株）グレンコーポレーション
（株）グローバルコネクション
（株）京王百貨店
（株）コーベヤ
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）コナミスポーツライフ
（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）志月
（株）清水屋
（株）ジャクトリンク
（株）ジャパンヘルス
（株）ジャパンヘルス
（株）ジャパンマーケットプレイス
（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）
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）
ゼット（株）
ゼット（株）
ゼット（株）
ゼット（株）
セノー（株）
セノー（株）
セノー（株）
ゼビオ（株）

（株）セブン＆アイホールディングス
（株）セブン＆アイホールディングス
（株）センテンス
（株）センテンス
（株）そごう・西武
（株）そごう・西武
（株）大丸松坂屋百貨店
（株）大丸松坂屋百貨店
（株）大丸松坂屋百貨店
（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
（株）Ｔ＆Ｓ
（合）ＤＭＭ．ｃｏｍ

商品部　トレーニング担当ディストリビューター
商品部　トレーニングウィメンズ担当バイヤー
ヘルス＆ビューティー事業部　リーダー
通販生活商品部　暮しの道具チーム　リーダー
マーチャンダイジング　ファッショングッズチーム　バイヤー
マーチャンダイジング　ヘルス＆フィットネスチーム　アシスタントバイヤー
経営企画室　室長
百貨店事業本部　営業企画部　マネージャー
物販事業部　部長
商品本部　バイヤー
営業本部　代表取締役
スポーツ事業部　法人営業課
紳士服・スポーツ・子供用品部　バイヤー
営業統括本部　専務取締役　営業統括本部長
商品購買部　バイヤー
代表取締役会長
代表取締役社長
販売部　主事
本部　代表取締役
取締役営業本部長兼東京支店長兼福岡支店管掌
代表取締役
営業部　マネージャー
物販統括部　シニアマネージャー
営業第３部　紳士カジュアル衣料・スポーツ衣料・旅行用品　グループマネージャー
代表取締役
代表取締役専務
代表取締役
執行役員トレーニング事業統括部長
トレーニング事業部　マーチャンダイザー
代表取締役
ゼネラルマネージャー
代表
マーチャンダイジング本部　マーチャンダイジング２部　ヘルス＆フィットネスグループ長
マーチャンダイジング本部　マーチャンダイジング２部　ヘルス＆フィットネスグループ　バイヤー
代表取締役
ソリューション事業　取締役
代表取締役社長
取締役編集長常務執行役員営業本部長
営業本部　第一営業部　執行役員　部長兼東京支店長
商品部　在庫コントロール室　室長
ＭＤ・物流本部　第一事業部　ＥＣ事業　部長
開発　部長
開発本部プロダクトイノベーション部　副部長
開発本部　製品開発部　製品開発二課　課長
商品部　レコメンデーションチーム　リーダー　兼バイヤー
常務執行役員グループ商品戦略本部長
セブンプレミアム開発戦略部　加工食品ＭＤ
マーチャンダイジング部　バイヤー
マーチャンダイジング部　東京オフィス　大阪本社　バイヤー
事業デザイン部　部長
ＭＤ本部　商品部　コスメ＆ラグジュアリー担当　チーフマーチャンダイザー
本社　営業本部　営業企画室　部長
本社　営業本部　ＭＤ戦略推進室　ショップ運営統括室　紳士服ショップ運営担当　マネージャー
本社　営業本部　ＭＤ戦略推進室　マネジャー　紳士服・スポーツ・ゴルフ担当
本社　営業企画室　催事企画・運営　バイヤー
代表取締役
代表取締役社長
取締役社長
ゼネラルマネージャー
ビジネス推進部　部長

東京都
東京都
東京都
東京都
千葉県
千葉県
静岡県
東京都
千葉県
東京都
東京都
埼玉県
東京都
兵庫県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
東京都
東京都
千葉県
東京都
東京都
愛知県
千葉県
愛知県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
千葉県
群馬県
千葉県
福島県
東京都
東京都
東京都
大阪府
東京都
東京都
愛知県
東京都
大阪府
東京都
埼玉県
滋賀県
埼玉県
埼玉県
東京都
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（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）ディノス・セシール
（株）ディノス・セシール
（株）ディノス・セシール
（株）ディノス・セシール
（株）東急スポーツオアシス
（株）東急スポーツオアシス
（株）東急スポーツオアシス
（株）東急ハンズ
（株）東急ハンズ
（株）東急ハンズ
（株）東急百貨店
（株）東急百貨店
（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）トライアルカンパニー
（株）ドリームファクトリー
（株）トレンドマスター
（株）トレンドマスター
（株）ドン・キホーテ
（株）ドン・キホーテ
（株）ニシ・スポーツ
（株）ニシ・スポーツ
（株）ニシ・スポーツ
（株）ニシ・スポーツ
（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
（株）日テレ７
日本出版販売（株）
日本卓球（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）阪急阪神百貨店
（株）阪急阪神百貨店
（株）ハンプティダンプティ
（株）ＰＳＵ
（株）ビックカメラ
フェリック（株）

（株）フォーチュンスターワールド
（株）福田屋百貨店
（株）福田屋百貨店
（株）フジ・プラント
（株）フジリビング
（株）プラスワンエージェント
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
（株）ベイシア電器
（株）ベイシア電器
（合）ＢＥＳＴ　ＬＩＦＥ

ショッピング事業本部　番組制作部　プロデューサー
フィットネスラボ事業部　事業部長
ライフグッズ本部　ウエルネス部　部長　兼　第２ユニットユニットマネージャー
ライフグッズ本部　ウエルネス部　第１ユニット　ユニットマネージャー
本社　ウエルネス本部　ディノスウエルネス部　第１ユニット　ユニットマネージャー
美容健康部　エキスパート
テレビ本部　テレビ１部　第１ユニット　エキスパート
運営本部　カスタマーサポート　運営推進・購買　マネージャー
経営企画部　購買　サブマネージャー
経営企画部　購買　兼　ホームフィットネス事業本部　プラットフォーム事業グループ　アシスタント
ＰＢ開発部　次長
新宿店　ユニットリーダー
ＭＤ企画部　バイヤー
営業政策部　専門店開発部　担当統括マネジャー
ファッション・雑貨統括部　自主ＭＤ部　統括バイヤー
本店　ホーム・子供服・玩具　主任
ＭＤ事業部　部長
取締役社長
営業企画部　部長
営業企画室　室長
商品本部　ハードグループ　ホビーディビジョン　カテゴリーリーダー
ドクターエア事業本部　コーディネーター
営業部　部長
事業部長
ライフスタイルＭＤ開発本部　ライフスタイル７ＭＤアシスタントマネージャー
小金井社屋　ライフスタイルＭＤ開発本部　ライフスタイル２ＭＤ（スポーツ＆レジャー）　マーチャンライザー
営業統括部　取締役営業統括部長
取締役第二事業部長
第一事業推進室　室長
第二事業部第二事業推進室　室長
フィットネス・プロダクト部　部長
アスリートネオ　スーパーバイザー
商品本部　育児雑貨商品事業部　玩具商品部　部長
商品事業部　ＭＯ
商品事業部　シニアマーチャンダイザー
特販総括課　マネージャー
代表取締役社長
事業局通販事業部　マーチャンダイザー
営業部　西日本担当
代表取締役
専務取締役
ライフスタイルマーケティング　シニアマネージャー
スポーツ商品統括部　バイヤー
第１店舗グループ　第一スポーツ商品部　バイヤー
商品部　バイヤー
代表
商品部　ヘルスケア＆ビューティ　グループ長　係長
代表取締役
本社　代表取締役
商品部　ＰＭ事業本部　部長
商品部　住関連部　統括マネージャー
上野店　本社　専務取締役
営業部　部長
恵比寿オフィス　エージェント
代表取締役
メディア事業部　部長
取締約常務執行役員
住関連事業部　家庭用品部長　兼　マーチャンダイザー
商品部　バイヤー
代表

東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
福岡県
大阪府
埼玉県
埼玉県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
愛知県
大阪府
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
福岡県
大阪府
東京都
大阪府
大阪府
大阪府
群馬県
東京都
東京都
東京都
大阪府
大阪府
栃木県
愛知県
東京都
東京都
神奈川県
東京都
群馬県
群馬県
東京都
東京都

（株）ヘルスコネクト
ベンゼネラル（株）
ベンゼネラル（株）

（株）前原スポーツ
（株）丸井
（株）丸井
（株）丸広百貨店
（株）丸広百貨店
（株）ミスターマックス
ミズノ（株）
ミズノ（株）
ミズノ（株）
（株）三越伊勢丹
（株）三越伊勢丹
（株）三越伊勢丹
（株）三越伊勢丹
（株）三越伊勢丹
（株）三越伊勢丹
ミニッツシステム開発（株）
ミニッツシステム開発（株）
（株）ムラサキスポーツ
（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）メガスポーツ
（株）メガスポーツ
（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）
森川産業（株）

（株）八木熊
（株）山下体育社
（株）ヤマダ電機
（株）ヨシヅヤ
（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）
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
（株）ロフト
（株）ロフト
ワイティープロダクト（株）

（株）ワコール

代表取締役
代表取締役社長
業務部　部長
専務取締役
事業企画部　事業企画課　リーダー
専門店事業部アパレル課　リーダー
取締役社長室長
本店　営業第１部　紳士服担当　ビジネス・雑貨・インティメイト　
営業統括本部　ライフスタイル部　バイヤー（スポーツ用品担当）
営業統括本部営業推進部　担当部長
ライフスタイル営業本部　法人営業部　首都圏販売１課　リーダー
スポーツ施設サービス営業部　スポーツ施設販売課　アシスタントマネジャー
ライフデザイン営業部　新宿スポーツゲート　マネージャー兼バイヤー
プロモーション統括部　バイヤー
営業統括部ウェルネスパーク　バイヤー
百貨店事業本部　プロモーション商品統括部　バイヤー
新宿ライフデザイン営業部　スポーツゲート　ＭＤＬ
グループマーチャンダイジング部店舗構造改革ＤＩＶ　プランニングスタッフ
メディカルテクノロジー事業部　ダイレクトマーケティング部　部長
セールスソリューションズグループ　グループ長
専務取締役
営業統括本部　商品部部長
代表取締役社長
婦人服飾雑貨営業部　エキスパート　婦人靴・ハンドバッグ　アシスタントバイヤー
開発本部　常務取締役　本部長
商品本部　スポーツアパレル商品部　パーソナルスポーツ商品部　部長
開発本部　新規事業開発部　マネジャー
商品本部　バイヤー
事業本部　執行役員　事業本部長
代表取締役
ＥＣマーケティング　開発ＭＤ
商品部／商品企画・開発室　部長
ＲＤＭ本部　副本部長
代表取締役
商品本部　家電商品室　白物第二商品部　ＳＭＤ
一般事業本部　第２商品部　副部長
一般事業本部　第２商品部　雑貨・家庭用品・ペット　シニアＢＹ
スポーツ＆アウトドア事業部　
通販事業部　部長
マーケティング戦略本部　商品部　部長
マーケティング戦略本部　商品部　商品開発ユニット　ユニット長
代表取締役
企画営業部　部長
本社事業部　取締役営業部長
事業開発室　スペシャリスト
中食商品本部　ナチュラルローソン部　マーチャンダイザー
商品部　部長
ネット販売部　ネット商品担当
商品部　健康雑貨部　バイヤー
池袋ロフト　商品担当
代表取締役
ＷＥＢ販売事業部　カタログ営業部　部長

東京都
大阪府
東京都
千葉県
東京都
東京都
東京都
東京都
福岡県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
静岡県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
高知県
東京都
東京都
福井県
岡山県
群馬県
愛知県
愛知県
東京都
東京都
東京都
東京都
栃木県
東京都
福岡県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
宮城県
京都府

・
・
・



SPORTEC 来場者リスト (58,033 名より抜粋） SPORTEC 来場者リスト (58,033 名より抜粋）

社名 社名都道府県 都道府県所属 / 役職 所属 / 役職

【病院・介護・福祉関係】 【病院・介護・福祉関係】

48 49

（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）社団道友会そはら整形外科
（福）ウェルＮＣ
（一社）運動習慣推進協会
（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
きむら整骨院

（株）近畿予防医学研究所
翔　ｃｒｅａｔｉｖｅａｃｔｉｏｎ

（一社）ケア・ウォーキング普及会
ＫＳＫ整骨院

（医）敬和会
（医）財団興学会
河野歯科医院

（医）社団五の橋産婦人科
（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
有限会社サンテ動物病院
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
（福）　聖隷福祉事業団
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
（福）千葉シニア
（福）千葉シニア
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

紫磨園事業所　事業所長
通所課　課長
代表院長
院長
取締役
アレックス　院長
副院長
院長
理事長
理事長医学博士
理事
理事長
代表理事
永研会クリニック　院長
代表
理事
院長
院長
利府院　院長
院長
整形外科　副院長
施設運営部　生活相談員
院長
副院長
財務・経営企画室　取締役
代表
代表理事
院長
事務長代理
代表理事
院長
事務長
理事長
医療部門　院長
代表
法人事務局　事務局長
院長
院長
介護事業部　部長
院長
院長
学術研究・研修部　部長
院長
施設サービス部　部長
看護部　スタッフ
管理部長兼主任理学療法士
院長
理事　事務長
代表取締役
整形外科医
高齢者公益事業部運営管理部運営管理課　課長
シニアマーケット事業部　課長
代表
リハビリテーション科　室長
院長
管理　事務長　本部事務局　業務部　部長
理事
事務局　事務局長
事務局　課長
副院長
院長
増進センターＡＣＴ　事業部長
ＡＣＴ管理課　課長
院長
健診予防医学センター　医局長

東京都
沖縄県
東京都
神奈川県
大阪府
東京都
静岡県
千葉県
鳥取県
千葉県
千葉県
島根県
愛知県
東京都
神奈川県
新潟県
千葉県
東京都
宮城県
群馬県
神奈川県
東京都
東京都
東京都
滋賀県
群馬県
東京都
千葉県
岩手県
東京都
埼玉県
東京都
大阪府
兵庫県
埼玉県
福島県
東京都
東京都
埼玉県
静岡県
神奈川県
東京都
東京都
東京都
東京都
秋田県
東京都
東京都
静岡県
神奈川県
東京都
東京都
岐阜県
埼玉県
東京都
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
東京都
岐阜県
茨城県
茨城県
埼玉県
東京都

東海大学大磯病院
（学）東京医科大学病院
（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
（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

（医）ｎａｇｏｍｉ会
（医）なごみといやし
（福）西日本至福会
日中福祉医療トータルサービス
日中福祉医療トータルサービス
ニチイ学館（株）

（一社）１：２９：３００日本予防医学アカデミー
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
花みずき整骨院
はり・きゅう・マッサージの小石川
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
（医）礼風会　　ビューティクリニックｖｏｇｕｅ
（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
（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
（ＮＰＯ法人）ミラクルスポーツキングダム
（医）田中会　武蔵丘病院
（福）武蔵会
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）
メディカルビューティー酵素ファスティング協会
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
（福）有隣協会
（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

薬剤科　技術職員
健診予防医学センター　医局長
理事長
理事
事務長
院長
整形外科 リハビリテーション科　理事長
整形外科　理事
院長
管理部　管理部長
理事・事務長
事務長
理事長
代表
顧問
ヘルスケア　
理事長
経営者　院長
理事
院長
院長
理事
院長
主宰ＢａｌｌｅｔｏｎｅＭａｓｔｅｒＴｒａｉｎｅｒａｍｉｅ代表ＳｐｏｒｔｓＩｎｓｔｒｕｃｔｏｒ
院長
本部　取締役
院長
ホッツトヨが＆メディカルフィットネス　ＧＩＬＬ酒田　取締役専務
理事長
ＧＯＴＣＨＡ！　ＷＥＬＬＮＥＳＳ　代表
院長
院長
院長
院長鍼灸師
事務局　理事長
院長
理事長
理事長院長
リハビリテーション部　部長
事務長
事務長
理事長
理事長
理事長
高齢者サポートセンター　武蔵台　事務部長
経営者
メディカル＆フィットネス　アクオ　事務長
板橋徳丸　介護職員
事務局長
院長
院長
フクラメディカルフィットネス　理事
院長
新井宿老人いこいの家　館長
山王高齢者センター　館長
東六郷老人いこいの家　館長
院長
院長
リバーシティすずき整形外科　事務長
院長
院長
代表

神奈川県
東京都
千葉県
千葉県
千葉県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
沖縄県
埼玉県
佐賀県
福岡県
東京都
東京都
愛知県
大阪府
宮崎県
東京都
神奈川県
群馬県
群馬県
東京都
山形県
神奈川県
栃木県
北海道
山形県
埼玉県
石川県
千葉県
東京都
東京都
山形県
千葉県
神奈川県
青森県
東京都
東京都
東京都
神奈川県
香川県
茨城県
熊本県
埼玉県
東京都
和歌山県
東京都
神奈川県
東京都
東京都
福岡県
東京都
東京都
東京都
東京都
埼玉県
神奈川県
東京都
埼玉県
神奈川県
埼玉県

・
・
・
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社名 社名都道府県 都道府県所属 / 役職 所属 / 役職

【学校関係者・教育関係者】 【学校関係者・教育関係者】

50 51

（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

株式会社開智学院

（学）片柳学園

（学）神奈川大学

（学）神奈川大学

（大）鹿屋体育大学

（大）鹿屋体育大学

（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）九州産業大学

（学）京都産業大学

（学）慶應義塾大学

（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

（一社）国際総合リハビリテーション協会

（学）国士舘大学

（学）国士舘大学

（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）聖マリアンナ医科大学

（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

（学）中京大学

心身科学部　健康科学科　教授

常任理事・法人本部長

法人本部　次長

経済学部　教務主任（教授）

事務局長

人間科学部　スポーツ行動学科　講師

大学院ヘルスシステム統合科学研究科　准教授

フィットネス事業部　代表取締役

法人本部　教材管理部　次長

人間科学部　特任教授

スポーツ戦略室　男子サッカー部　ストレングス＆コンディショニングコーチ

ＮＩＦＳ　Ｂａｓｅｂａｌｌ　ｃｌｕｂ　監督

スポーツパフォーマンス研究センター　特任助教

スポーツ・武道実践科学系　助教

スポーツ科学センター　客員教授

 

医療衛生学部　教授

政学部　健康栄養学科　助手

健康・スポーツ科学センター　局長

健康・科学センター　所長　教授

現代社会学部健康スポーツ社会学科　教授

法学部　准教授

学術研究支援部　産学官連携コーディネータ

大学設立準備室　部長

大学院工学研究科電気電子工学専攻　教授

代表理事

会長

硬式野球部　監督

陸上競技部　コーチ　講師

スポーツプロモーションセンター　専任コーチ

事業推進部　部長

総合教育研究部　スポーツ健康科学部門　サッカー部　コーチ

サッカー部　トレーナー

水泳班　監督

教務部　課長

財務部施設・管財課　次長

理学研究科　研究室秘書

スポーツ健康科学部　研究員

薬学部臨床薬学講座・薬物治療学部門　客員教授

スポーツ医学講座　教授

スポーツ医学講座　助教

スポーツ医学講座　講師

健康福祉学部　准教授

代表取締役社長

スポーツ科学部　教授

研究支援課　科学技術コーディネータ

愛知県

愛知県

大阪府

東京都

千葉県

神奈川県

大阪府

岡山県

茨城県

東京都

神奈川県

神奈川県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

東京都

栃木県

神奈川県

岐阜県

福岡県

福岡県

京都府

神奈川県

東京都

千葉県

兵庫県

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

群馬県

埼玉県

東京都

東京都

東京都

茨城県

東京都

神奈川県

神奈川県

神奈川県

群馬県

千葉県

愛知県

愛知県

（大）筑波大学

（大）筑波大学

（学）帝京科学大学

（学）帝京平成大学

（学）帝京平成大学

デジタルハリウッド大学

（学）東海大学

（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

（大）東京大学

（大）東京大学

（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）日本体育大学

（学）日本体育大学

（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）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

（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

システム情報系　助教授

大学院人間総合科学学科　修士過程

医療科学部　准教授

中野キャンパス　現代ライフ学部　経営マネージメント学科　トレーナー・スポーツ経営コース　講師

健康医療スポーツ学部　講師

デジタルコミュニケーション学科　デジタルコンテンツ学部

同窓会　東京ブロッ N　西部支部　支部長

スポーツ医学研究所　准教授

サッカー部　フィジカルコーチ

環境・社会理工学院　准教授

高齢社会総合研究機構　講師

高齢社会総合研究機構　特任研究員

総合文化研究科　進化認知科学研究センター　特任研究員

高齢社会総合研究機構　学術支援専門職員

未来科学部ロボット・メカトロニクス学科　助教　博士（工学）

生命歯学部　講師

非常勤講師

総合スポーツ科学研究センター　主任

アスレティックデパートメント事務室　主任

アスレティックデパートメント／医・科学サポートスタッフ　アスレティックトレーナー

トレーニングセンター　ストレングス＆コンディショニングコーチ

文理学部体育学科　准教授

スポーツ薬学コース　講師

硬式野球部　会計

スポーツ健康学部　教授

スポーツ健康学部　専任講師

事務局　事務局長

健康生活学科　専任講師

健康生活学科　健康栄養専攻　助手

保険医療学部作業療法学科　准教授　作業療法士

北海道スポーツ専門学校　副校長

レスリング部　コーチ

茨城県

東京都

東京都

東京都

千葉県

東京都

東京都

神奈川県

神奈川県

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

神奈川県

神奈川県

神奈川県

東京都

埼玉県

東京都

東京都

東京都

北海道

埼玉県

埼玉県

埼玉県

北海道

東京都

・
・
・
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（株）アークノハラ
（株）アークノハラ
（株）アイチコーポレーション
（株）灯り計画
朝日ガスエナジー（株）

（株）梓設計
（株）梓設計
（株）梓設計
（株）安藤・間
（株）アドバネクス
（株）アバンアソシエイツ
アプレイド（株）

（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）大阪大松運輸
（株）大林組
（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）キングスメンプロジェクツジャパン
（株）きんでん
クォリテー（株）

（株）熊谷組
（株）熊谷組
（株）熊谷組
（株）熊谷組
（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
（株）ケイズプランニング
光陽エンジニアリング（株）

（株）ここへ
コトブキシーティング（株）
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）
五洋建設（株）

顧問
環境土木部　部長
商品開発部　スペシャリスト
代表取締役
空調＆エネルギー部　常務取締役
企画営業部　顧問
企画部　常務執行役員
中部支社　執行役員中部支社長
営業本部　営業第二部　部長
市場開発部　課長
事業推進部　部長
代表取締役
業務企画部門　担当部長
販売推進部　課長
取締役相談役
代表者
建築設計部　執行役員　建築設計部長
IT 事業開発化　取締役
コーポレートソリューション統括部　デザイン１部　チーフプランナー
特販部 特殊施工課　チーフ
木構造建築部　部長付
顧問
ソリューション本部　担当部長
プロジェクト推進室　室長
建築設計部　代表取締役
栃木営業所　部長
テクノ事業創成本部　常務執行役員　本部長
営業部　部長
建材海外事業部　次長
デジタルサイネージ事業部　課長
リバイブ創環部　部長
オフィス営業本部 プロジェクト室　リーダー
営業部　部長
開発事業本部公民連携マネジメント部　部長
営業本部　営業部　技術営業課　係長
プレキャスト部　次長
営業本部　開発営業部　部長
研究開発室　マネジャー
営業統轄本部　営業第五部　副長
営業部　主任
東京支社　ソリューション推進部　部長
営業本部　第二営業部　次長
代表取締役
営業課　営業部長
専務取締役
代表取締役社長
執行役員副社長
首都圏支店　常務執行役員支店長
管理本部　本部長
首都圏支店　営業統括部　総括部長
代表取締役
代表取締役
東京本部　取締役
経営管理本部　専門部長
東京スポーツグループ　東京スポーツグループ長
本社　代表取締役
代表
ECO 事業部　部長
部長
事業開発本部　室長
東京支店　部長
インナーパーク事業部　室長
鉄構営業本部営業部　部長
事業開発部　担当部長
建築営業本部　担当部長

東京都
東京都
埼玉県
千葉県
三重県
東京都
東京都
愛知県
東京都
東京都
東京都
宮崎県
東京都
東京都
岐阜県
東京都
東京都
東京都
東京都
神奈川県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
栃木県
東京都
大阪府
埼玉県
東京都
東京都
東京都
埼玉県
東京都
東京都
東京都
神奈川県
大阪府
東京都
静岡県
東京都
東京都
東京都
神奈川県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
静岡県
東京都
東京都
東京都
千葉県
千葉県
静岡県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都

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）

（株）ＪＭ
シェル商事（株）

（株）塩浜工業
渋谷地下街（株）
清水建設（株）
清水建設（株）
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）
西武建設（株）

（株）錢高組
（株）ソウワプロスパ
（株）大建情報システム
（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）
大和リース（株）
高野大地建築企画
タキロンマテックス（株）

（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）
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
（株）ナカヨ

建築事業本部意匠設計部　部長
技術本部　執行役員
設計管理課　取締役
人事　主任
関東エクステリア建材支店エクステリア特品課　副主事
市場開発統括室　営業推進部　営業推進グループ　マネージャー
経営　専務執行役員
経営企画室　室長
経営企画室　課長
仙台営業所　営業所長
スペースデザイン事業部　企画開発係長
代表取締役
プロパティマネージャー
部長
事業運営本部　取締役常務執行役員　事業運営本部長
営業開発グループ　次長
東京本部 営業部　部長
事業推進部　部長
営業本部　副部長
設計本部教育文化施設設計部　上席設計長
建築営業本部　上席マネージャー
アセット事業本部　部長
体育施設部　部長
木化推進部　GM
環境景観事業部　部長
設計部　次長
東京支店　次長
営業本部　営業部　部長
ゼネラルマネージャー
構造解析設計グループ　技術部長
大阪事務所　企画設計室　室長
ビル管理本部　業務管理部　調達購買室　室長
経営企画本部戦略事業部　専門部長
膜やＲ＆Ｄセンター　スーパーバイザー
経営企画部　課長
営業本部コーポレート室　室長
規格建築事業部　副事業部長
代表
営業第１グループ　チーム長
国際支店　営業第一部　部長
設計部　主任技師
取締役常務執行役員
企画開発センター　部長
統括管理本部　本部長
代表取締役
技術企画部　部長
営業部　常務取締役
パートナー事業推進部　担当課長
システム事業部　次長
取締役
マーケティング　部長代理
東北支社　営業部　営業部長
購買部　取締役

ＩＤ技術部　ＩＣ設計担当　グループ長
設計室　設計室長
ビジネス開拓本部情報企画課　課長
東日本営業開発部　開発第 1 グループ　参事
東日本営業本部　担当部長
開発営業部　部長
戦略事業推進室　　部長
プロジェクト企画室　部長代理
企画開発部　部長
商品開発室　主任
企画開発部　係長
第二営業部　担当部長

東京都
東京都
大阪府
東京都
東京都
東京都
福島県
東京都
東京都
宮城県
東京都
東京都
兵庫県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
千葉県
東京都
東京都
東京都
埼玉県
東京都
東京都
千葉県
東京都
大阪府
東京都
東京都
東京都
東京都
大阪府
大阪府
宮城県
東京都
東京都
東京都
青森県
東京都
神奈川県
東京都
愛知県
東京都
宮城県
東京都
大分県
大阪府
宮城県
栃木県
神奈川県
大阪府
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
埼玉県
東京都
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ナカヨ電子サービス（株）
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
日本製鉄（株）
日本装芸（株）
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）
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）
BX テンパル（株）

（株）PKM
（株）ピカコーポレイション
（株）日比谷花壇
（株）廣瀬
（株）フェローズ
富士古河Ｅ＆Ｃ（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）
三菱重工機械システム（株）
三菱電機エンジニアリング（株）
三菱電機ビルテクノサービス（株）

（株）宮沢建設
（株）無限アート
（株）ムラヤマ
（株）明豊ファシリティワークス
メタウォーター（株）

（株）モードセンター
（株）八洲電業社
（株）山下設計
（株）山下 PMC
（株）ヤマチコーポレーション
（株）山梨機械工業
（株）勇心スプリング
（株）ユニソン
（株）ユニテ
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

ソリューション事業部　担当部長
CS 推進部 営業企画推進室　主席
営業開発部　次長
首都圏第一営業部　所長
システム部門　部門長
エンジニアリング部門構造設計グループ　シニアダイレクター
スポーツ施設事業部　執行役員
広報室　室長
鉄構営業室　室長
企画開発部　部長
ソリューション営業部　部長
PFI 推進部　理事 PFI 推進部長
建材営業部建築プロジェクト室　室長
営業部　理事
ビル営業部　次長
第一営業本部首都圏建築中央営業課　アカウントマネージャー
営業本部　担当部長
取締役
開発営業部　エキスパート
首都圏本社営業部　第二営業室長
社会イノベーション事業本部　地域経営戦略部　エリアマネージャー
本社営業部　執行役員　営業部長
営業本部　社員
マーケティング事業部　係長
第三営業局　アートディレクター
新規開発部　課長
代表取締役社長
本社　顧問
営業課　課長　アスリートマネージャー
技術本部　本部長
法人営業部　クリエイティブデザイナー
専務取締役
CAD オペレータ
営業本部　部長
技術センター　企画調査部　新規事業 G　主任研究員
クリエーター事業本部　プロジェクトディレクター
建設デザイン部　専務取締役
不動産ソリューショングループ　技術職
営業部　営業本部長
プロジェクト推進室　企画推進部長
代表取締役
営業本部　本部長代理
eSS 事業部クリエイティフ ゼンター　主席技師
営業本部ビルソリューション統括部ソリューション営業グループ　グループリーダ
営業部　取締役コンサルタントマネージャー
代表取締役
営業　上席執行役員
第一本部　部長
ＰＰＰ本部企画グループ　担当課長
営業部　次長
営業部積算課　課長
中部支社 企画営業部　部長
事業創造推進本部 第一部　プロジェクトマネジャー
ライフサポート事業部　ゼネラルマネジャー
代表取締役
営業　部長
販売企画部　部長
製造技術部　製造 2 課　課員
理事
社会インフラ事業部　顧問
管理部新座管理課　マネージャー
アクリテック部　担当課長
営業部　部長
E2 本部　主任
参与

東京都
千葉県
大阪府
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
千葉県
東京都
長崎県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
島根県
東京都
東京都
兵庫県
東京都
東京都
大阪府
東京都
新潟県
東京都
神奈川県
神奈川県
東京都
神奈川県
東京都
東京都
東京都
福井県
神奈川県
東京都
東京都
栃木県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都　
埼玉県
愛知県
東京都
北海道
山梨県
東京都
愛知県
埼玉県
東京都
東京都
埼玉県
東京都
東京都
東京都
東京都

・
・
・

（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
（株）神戸製鋼所
サントリーホールディングス（株）
サントリーホールディングス（株）
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）
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）西武ライオンズ
（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
（株）T マーケティング
（一社）Tリーグ
東京ヴェルディ（株）

（株）栃木ブレックス
（株）栃木ブレックス
（株）豊通ファイティングイーグルス
（公社）日本山岳・スポーツクライミング協会
（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）
ハマダ（株）

（株）PFU
（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
（株）ミクシィ
Major League Baseball
Major League Baseball Japan

（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）

代表取締役社長
事業企画部　部長
広報・PR　
取締役
事業部　
取締役
湘南ベルマーレフットサルクラブ　経営　ゼネラルマネージャー
事業推進部　チケットグループ兼ファンクラブグループ　グループ長
常勤監査役　常勤監査役
施設事業グループ　
　
　
ラグビー部支援室　ファンクラブ事務局・チームプロモーション・イベント普及　担当
ラグビー部支援室　イベント普及
ＣＳＲ推進部　部長
ＣＳＲ推進部　サントリーサンバーズ部長
CSR 推進部サントリーサンゴリアス　広報兼普及担当
代表取締役社長
経営企画部　
事業統括部　
　
代表
事業推進部　部長
営業本部　営業部長
ボールパーク推進部　部長
事業部 野球振興兼プロモーショングループ　マネージャー
営業部　リーダー
　
チケット・ファンクラブ　リーダー
　
事業本部営業部　
コンディショニングコーチ
広報　Web・SNS 担当
エンタテインメント部　GL
事業部　次長
　
パートナー営業部　副部長　兼　東京ヴェルディビーチサッカーチーム担当
取締役副社長
アリーナオペレーショングループ　ディレクター
代表取締役社長
スポーツクライミング部　常務理事
トーナメント事業部トーナメント推進グループ　主任
国際事業企画部　部長
リーグ委員長　兼　GM
　
パートナー事業部　
財務委員会　委員長
広報室　
トップリーグ部　競技運営マネージャー
取締役
　
シュライカー大阪　広報担当
PFU ブルーキャッツ　部長
　
事業企画　ディレクター
ラグビー部　集客チーフ
スポーツ事業推進室　クラブ統括
ビジネス開発室　室長
Managing Director 
Director of Sales and Marketing 
営業部　
マーチャンダイジング部　部長
事業本部　本部長
ボールパークエンターテインメント部　　

新潟県
石川県
北海道
埼玉県
東京都
大分県
神奈川県
大阪府
茨城県
神奈川県
高知県
高知県
兵庫県
兵庫県
大阪府
東京都
東京都
東京都
千葉県
千葉県
滋賀県
東京都
静岡県
神奈川県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
大阪府
千葉県
千葉県
千葉県
愛知県
神奈川県
神奈川県
東京都
東京都
東京都
栃木県
栃木県
愛知県
埼玉県
東京都
東京都
東京都
神奈川県
東京都
山口県
東京都
東京都
神奈川県
東京都
大阪府
石川県
東京都
北海道
三重県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
神奈川県
東京都
宮城県
千葉県

・
・
・



SPORTEC 来場者リスト (58,033 名より抜粋） SPORTEC 来場者リスト (58,033 名より抜粋）

社名 社名都道府県 都道府県所属 / 役職 所属 / 役職

【協会・団体・自治体】 【協会・団体・自治体】

56 57

足立区
足立区
荒川区役所
市川市役所
市原市

（一財）日本万歩クラブ
（一社）国際エクササイズコーディネーター協会
茨城県
いわき市スポーツコミッション

（一社）運動習慣推進協会
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
公益社団法人岐阜県産業経済振興センター
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
ＮＰＯ法人健康サポートフィット
江東区
江東区役所
国際興業健康保険組合
公益社団法人越谷市シルバー人材センター

（公社）越谷市シルバー人材センター
学校法人五島育英会
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
さいたま市役所
さいたま市役所

（公社）埼玉デザイン協議会
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）次世代芸術文化都市研究機構

地域のちから推進部　スポーツ振興課　スポーツ施設支援係　
スポーツ振興課　
道路公園課　主事
新庁舎建設課　
主事
事務局長
代表理事
技術革新課　コンサル
事務局　事務局長
代表理事
生活振興部　主査
まちづくり部　主事
専務理事
建設連合国民健康保険組合　理事
大田区ボクシング連盟　会長
スポーツ振興課　課長補佐
保健福祉部健康政策課　主査
主幹
警防第１課　小田原消防署　警防第１係　特別救助隊　消防副士長
企業誘致課　主事
保健福祉部　地域医療推進課　
保健福祉部　福祉政策課　副参事
保健福祉部　福祉政策課　
保健福祉部　地域医療推進課　課長
スポーツ振興センター　温水プール　施設長
計量検定所　主査
農林商工部　産業振興課　企業支援係　係長
理事長
中小企業サポートセンター　
専務理事
経済労働局イノベーション推進室　担当課長
生活福祉課　主事
技術振興部　コーディネーター
紀文健康保険組合　常務理事
市民税第三担当　係員
代表理事
交通課　事故係　巡査長
代表理事
理事長
地域振興課　主任主事
経済課　担当係長
常務理事
本部　理事長
本部　理事長
事業推進部　部長
事業化支援アドバイザー
支援・金融課　イノベーション創出支援グループ　オープンイノベーション推進チームリーダー　主任
スポーツ文化局　参与
さいたま市経済局商工観光部　産業展開推進課　副参事
さいたま市経済局商工観光部　産業展開推進課　主査
情報文化交流委員会　理事
産業政策課　主事
事務局　総務係長
駅管理部　駅員
理事長

東京都
東京都
東京都
千葉県
千葉県
東京都
東京都
茨城県
福島県
愛知県
東京都
神奈川県
東京都
大阪府
神奈川県
秋田県
栃木県
埼玉県
神奈川県
東京都
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
愛知県
神奈川県
鹿児島県
愛知県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
埼玉県
岐阜県
東京都
京都府
東京都
群馬県
東京都
神奈川県
東京都
東京都
東京都
埼玉県
埼玉県
東京都
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
神奈川県
神奈川県
北海道
東京都

（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

（一社）水素健康新聞社
杉並区役所

（公財）逗子市体育協会
（一社）スターブリッジファクトリー
（特非）（ＮＰＯ法人）スポーツフューチャー
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
（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
（公財）草加市体育協会
（公財）草加市体育協会
（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
（公財）東京都スポーツ文化事業団
東都生活協同組合

（特非）Ｔｏｔａｌａｔｈｌｅｔｅｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
所沢市役所
独立行政法人都市再生機構
戸田市消防本部
戸田市役所

（公財）富山県健康づくり財団
（公財）富山県新世紀産業機構
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
（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
社団法人日本親子体操協会

（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
独立行政法人日本スポーツ振興センター

（独）日本スポーツ振興センター
日本スポーツ用品工業協会

（一社）日本スポーツ用品工業協会
特定非営利活動法人日本成人病予防協会

（特非）日本成人病予防協会
（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

代表理事
事業部長
調布本部　八幡山教室・浜田山教室・分倍河原教室　代表
スイス・ビジネス・ハブ　輸出促進局　次長
代表
杉並区立こすもす生活園　支援担当係長
逗子市立体育館（逗子アリーナ）　スポーツコミュニティーマネジャー
代表理事
理事長
生活文化部
施設課施設係　
施設課施設管理係　出花体育館　館長
施設課　施設管理係　事業職員
執行委員長
事務局長
事業係　事業担当次長兼エリア長
総務係　係長
市民温水プール　事業係主査
企業商工課　企業専門監
高齢者体力つくり支援士事務局　課長
農政部　農林課　農業担当　
学校教育課　指導主事
総合企画部　担当部長
保健福祉部在宅支援課　施設調整担当係長
国際交流・競技力向上事業　部長
事務局　課長（経営企画担当）
共同購入事業部　部長補佐
理事
街づくり計画部建築指導課　主査
技術コスト管理部　主幹
戸田市消防本部　消防第２課　東部警防担当　主事補
消防　主任
事業推進課　上席専門員
イノベーション推進センター　コディネーター
福祉部　長寿課　主事（福祉の家再整備担当）
理事長
常務理事
展示会事業部長
総務部長
局長
会長
国際事業部　部長
事務局長
理事
代表理事
専務理事
ハイパフォーマンスセンター　機能強化ユニット　事業推進課長
ハイパフォーマンスセンター　機能強化ユニット　事業推進課長
事務理事
事務局長
渉外部　課長
渉外部　副部長
渉外部　課長
事務局長

（株）ＴＮヘルスプロジェクト　代表取締役　理事長

東京都
茨城県
東京都
東京都
東京都
東京都
神奈川県
東京都
静岡県
神奈川県
埼玉県
宮城県
宮城県
東京都
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
秋田県
東京都
群馬県
千葉県
千葉県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
埼玉県
東京都
埼玉県
埼玉県
富山県
富山県
愛知県
長野県
愛知県
愛知県
新潟県
埼玉県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
埼玉県
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（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
（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
ひまわりアスリートクラブ
平尾ＪＡＰＡＮベースボールクラブ

（特非）（ＮＰＯ法人）フォルダ
（特非）（ＮＰＯ法人）フォルダ
（独）福祉医療機構
福島県棚倉町
福島県棚倉町役場
福山市

（公財）福山市スポーツ協会
（公財）福山市スポーツ協会
福山市役所

（公財）藤沢市みらい創造財団
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

『めづるくらし』研究会
宮崎県庁

（一社）メディカルトレーニング協会
（特非）モンキーマジック
（特非）モンキーマジック
公益社団法人大和市医師会
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
（公財）横浜市体育協会
横浜市西区役所福祉保健センター

事務局　新規事業企画部　部長
代表理事代行業務執行理事
理事長
会長
理事
幹事長
代表理事
広報部　部長
先端技術・開発部　部長
理事
はなまきスポーツコンベンションビューロー　事務局長
東村山市中部地域包括支援センター　
代表
東京本部　代表
理事長
イベント部長
経理部　課長
整備課　
地域創生課　
福山市市民局まちづくり推進部スポーツ振興課　課長
事務局　事務局長
総務企画課　課長
スポーツ振興課　主事
スポーツ事業課　上級主査
救助隊　運転手　係員　消防士
救急係　主査
街づくり部公園緑地課　２１世紀の森と広場管理事務所　
馬橋消防署　
高齢者支援課　保健師
編集部　副会長
企業振興課　食品・メディカル産業推進室　主任主事
理事
代表理事
副代表理事
在宅医療・介護連携支援センター　
健康福祉部　健康づくり推進課　歩こう担当　主事
健康福祉部　健康づくり推進課　歩こう係　係長
中央消防署　主任
中山事務所　
警防課　救急隊員
経営企画部経営企画課　
地域スポーツ課　
高齢・障害支援課　高齢担当　

東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
北海道
岩手県
東京都
埼玉県
東京都
岩手県
岩手県
東京都
福島県
福島県
広島県
広島県
広島県
広島県
神奈川県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
宮崎県
埼玉県
東京都
東京都
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
東京都
神奈川県
神奈川県
神奈川県

・
・
・




