
リ ア ル と デ ジ タ ル の 双 方 で サ ポ ー ト
ー毎週開催 !! 毎月１０回以上の定期開催ー

豪華講師陣によるオンラインビジネスセミナーが月額２,０００円で受講し放題

TSO MEMBERSHIP
■  毎週開催される著名業界専門家によるオンラインビジネスセミナー (1講座／2,000円 ) が受け放題
■  TSOの主催する展示会で併催されるオフラインセミナー (1講座2,000円～5,000円 ) が受け放題 ※一部除外あり
■  過去のオンライン＆オフラインのビジネスセミナーがアーカイブで視聴可能
■  展示会入場の際にメンバー専用ラウンジ (VIPラウンジ )の利用が無料

※お支払いは各種クレジットカードのみとなっております。　※３ヶ月毎または１２ヶ月毎のご一括にてお支払いください。
※会員登録は自動更新です。解除の申し出がない場合は、契約満了月の翌月の1日を起算日として自動的に同プランの更新となります。

■  １２ヶ月毎： １２ヶ月毎に２０,０００円　
 ３ヶ月毎より４,０００円お得 !
 　　（年間２０,０００円）

月額 2,000円（税別）お支払い方法：３ヶ月毎または１２ヶ月毎ご一括
■   ３ヶ月毎：３ヶ月毎に６,０００円　
 ２,０００円X３ヶ月分＝６,０００円
  （年間２４,０００円）
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ブースの探し方
会場右側から左側に

かけて通路番号が大きくなります。

出展社名 4-20 通路番号

開催のご案内

東京ビッグサイト 青海展示棟会　 場

会　 期 2020年12月 2日 4日～（水） （金）

日本最大のスポーツ・フィットネス・健康産業総合展

ポートメッセなごや会　 場

会　 期 2021年6月17日 19日～（木） （土）

東京ビッグサイト 会　 場

会　 期 2021年12 （予定）
（予定）

月

FLOOR MAPⓇ

Zoomバスツアー
タイムスケジュール（予定）

10月
14日（水） 13:00～13:40

13:00～13:4010月
15日（木）

Ⓡ

in Nagoya in Tokyo

プレス登録

プレス
ルーム

セミナー
当日券販売所

TSOメンバーシップ事務局（TSO International 株式会社内）
TEL：03-5363-1701   Mail：member@tso-int.co.jp

https://www.tso-membership.com/
https://reg-visitor.com/registration/top.php?id=1会員登録 /事前登録

URL

【ZoomにてLIVE中継！】 
Zoomウェビナーを活用し、出展社ブースを生中継でご紹介

※14日、15日各日で紹介企業が変わります。



●掲載情報は２０２０年10月9日現在のものとなります。
●セミナー内容、講師、スケジュールの最新情報はHPをご確認ください。
●セミナー中の事故・怪我・その他トラブルについては事務局は一切責を負いません。
●セミナーの録音・撮影は禁止しております。

有料セミナー　当日券価格4,000円（税込）

セミナー
当日券販売中

●セミナー当日券は、展示会総合受付付近のセミナー当日券販売所にて
   お買い求めください。 ※各セミナー会場ではご購入いただけません。
●無料セミナーは直接会場へお越しください。

原田 宗彦氏 （一社）日本スポーツツーリズム推進機構 会長
早稲田大学 スポーツ科学学術院 教授

健康インフラ産業としてのフィットネスが
目指すロードマップとは
丸山 晴生氏 経済産業省 商務・サービスグループ
ヘルスケア産業課 課長補佐
樋口 毅氏 （株）ルネサンス 健康経営企画部 部長 健康経営コンサルタント　　　　 　　　　　
齋藤 光氏 （株）カーブスジャパン 常務執行役員 兼 戦略企画部 部長
進行：松村 剛氏 （一社）日本フィットネス産業協会　

ポストコロナを抜けて、2021年の
スポーツビジネス・スポーツツーリズムの
未来を予測する

A-1 11:00~12:30

A-2 13:00~14:30

withコロナ時代を経て総合業態を
中核とするビジネス
モデルの3年後を徹底検証
鶴田 一彦氏 セントラルスポーツ（株） 
取締役 新規事業開発部長兼店舗開発部長　
向井 宏典氏 （株）東急スポーツオアシス 取締役常務執行役員　
大沢 勇氏 ＪＲ東日本スポーツ（株） 取締役 事業推進部門長

A-3 15:00~16:30 【FIA提供セミナー】

【FIA提供セミナー】

F

※FIA会員　（当日）3,000円

※FIA会員　（当日）3,000円

濱田 将士氏 （株）アドバンスシフト 代表取締役 

B-5 11:00~12:30

アフターコロナ時代の戦略変革とDX、
CXについての具体例

関 駿輔氏（株）豊通オールライフ ヘルスケア事業部

コロナ禍における会員サポートシステム
＜からだステーション＞の有用性について

B-6 12:45~13:30 F

塚谷 治氏（株）ジ・アイ 営業マネージャー　

Withコロナ・Afterコロナにおける
総合型フィットネスクラブのDX戦略事例紹介
～退会率1％台を実現する会員継続戦略～

B-7 14:00~14:45 F

植田 真司氏 大阪成蹊大学 経営学部 スポーツマネジメント学科 教授

大阪・関西のスポーツ・健康の
まちとしてのポテンシャル

B-8 15:00~15:45 F

中塚 則男氏 ワールドマスターズゲームズ２０２１ 関西組織委員会 事務局長

「ワールドマスターズゲームズ２０２１
ＫＡＮＳＡＩ／ＪＡＰＡＮ」について

B-9 16:00~16:30 F

関 駿輔氏（株）豊通オールライフ ヘルスケア事業部

コロナ禍における会員サポートシステム
＜からだステーション＞の有用性について

B-1 10:30~11:15 F

高津 諭氏 NESTA JAPAN エリアマネージャー

世界４大ミスコン公認講師が教える
「女性に適した筋トレ」

B-3 13:30~15:00

吉田 康治氏 NESTA JAPAN アシスタントディレクター

アスリートのパフォーマンスを向上させる！
筋肉を「緩める」ストレッチ活用術

B-2 11:30~13:00

吉田 康治氏 NESTA JAPAN アシスタントディレクター

現場至上主義！ アスリートのパフォーマンスを
向上させる道しるべ

B-4 15:30~17:00

溝畑 宏氏 （公財）大阪観光局 理事長

withコロナ・afterコロナ時代のPFI、PPPを
考える～地域連携、施設の活用方法、街づくり
手法の実践事例と今後の手法～
大竹 弘和氏 神奈川大学 人間科学部 教授

A-4 11:00~12:30

未来デザインに向けた
舞洲での実証事業について

植田 真司氏 大阪成蹊大学 教授 スポーツイノベーション研究所研究員
榎木谷 達人氏 舞洲スポーツ振興事業実行委員会大阪市 スポーツ振興課
小浜 裕一氏 オリックス・バファローズ／長谷川 顕氏 セレッソ大阪／城 秀樹氏 大阪エヴェッサ　

A-5 13:00~14:30

A-6 15:00~16:30

WITHコロナ、スポーツは日本再生、
成長戦略の起爆剤!!ピンチはチャンス!!

F

F

関 駿輔氏 （株）豊通オールライフ ヘルスケア事業部

コロナ禍における会員サポートシステム
＜からだステーション＞の有用性について

B-10 10:45~11:30 F

福島 聡氏 （株）ジ・アイ 営業マネージャー

B-11 11:45~12:30 F

廣常 啓一氏 （株）新産業文化創出研究所　代表取締役所長

コロナ渦で浮彫りになった健康医療の社会
コミュニケーションの重要性と2025万博に
向けたヘルスケア、スポーツ産業の方向性

私の提案書は、何故、勝てるのか。
その秘密を全公開～パプリックビジネスで、
3年間、無敗の極意を語る。

B-12 13:00~14:30

山﨑 隆司氏 クラブサクセスジャパン（株） 代表取締役 CEO

B-13 15:00~16:30

F

ポストコロナのフィットネス経営
ー危機を機会に変えてサバイブする
笠原 盛泰氏 アイレクススポーツライフ（株）  代表取締役
亀田 政幸氏 （株）ハイパーフィットネス 代表取締役
伊藤 友紀氏 （株）フィットネスビズ 代表取締役社長
中瀨 敏和氏 （株）サップス  代表取締役

A-7 11:00~12:30

オンラインフィットネスへの挑戦
ーデジタルを活用し、フィットネス
参加率向上を実現する
中山 善貴氏 （株） LEAN BODY 代表取締役
橋本 大佑氏 （株）Melon 代表取締役
郡 勝比呂氏 （株）ジムフィールド 代表取締役
尾陰 由美子氏 （有） アクトスペース企画 代表取締役

A-8 13:00~14:30

DXへのチャレンジーUX向上を
実現するためのキーポイント 
中島 大輔氏 （株）ラストウェルネス 代表取締役社長、（株）ジ・アイ 代表取締役 CEO
齊藤 卓氏 （株）東急スポーツオアシス 経営企画本部 CX推進部　
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　
小宮 克巳氏 （株）ティップネス 取締役執行役員 
家田 昇悟氏 （株）zen place 中国事業室室長 兼 DX推進室マネージャー

A-9 15:00~16:30

フィットネス・スポーツビジネスの今後を見据えたセミナーを開催！

１０/14
（WED）

１０/15
（THU）

１０/16
（FRI）

（50音順、一部抜粋。2020年10月９日現在）出展社一覧

●（株）ARKE（LIVEPRO JAPAN）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーー 
●（株）アイ・エス・アイソフトウェアー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーー 
●（株）アイサイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーー
●アイリスオーヤマ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーー
●（株）アクシス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーー 
●（株）アライアンス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）市基
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●インフィニティ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーー
●鵜沢ネット（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーー
●（株）エヌ・シー・ピー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）エバニュー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）ガウラ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●Gamoa
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）くうかん
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）クラブビジネスジャパン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●ケイズオフィス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●神戸商材（株）
【共同出展社】（株）アレス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）コスモサウンド 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●リピッテー （株）コネクター・ジャパン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）ザオバ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●[AI姿勢分析システム]（株）Sapeet
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）サンクト・ジャパン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）サンビ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）ジ・アイ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）SynerGym
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）シャリオン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●ジョンソンヘルステックジャパン（株） 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）ＴＨＩＮＫフィットネス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株） ゼロイニシャライズ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●仙代テック（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）創和設計
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）ダートフィッシュ・ジャパン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）ダイカン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）ダイヤモンドマーク
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●タカラ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）タニタ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）淡野製作所
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●ツカサドルフィン（株）
【共同出展社】新光産業（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●テクノジム ジャパン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）デジサポート
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●デジタルサイネージ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）トーガシ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●豊田通商（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●ナイス（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）ナウカコーポレーション
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●新居田物産（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●JTTMA（日本タイ古式マッサージ協会）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（特非）日本トレーニング指導者協会
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●全米エクササイズ＆スポーツトレーナー協会
  （NESTA JAPAN）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●（株）ネスティ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●パックス工業（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）ハヤブサ技研
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）万雄
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● ビサイドコーポレーション
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）VIPグローバル
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）ビューティーキャラバン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（有）ヒロテック
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●ファイテン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●認定NPO法人プール・ボランティア
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）藤井電業社
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）フジモリ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）PRIDE Run
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）プライムエデュケーション
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●Brion Body EMS Training Studio
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●プレミアムウォーター（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）プロアバンセ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）プロティア・ジャパン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●（株）プロフェッショナルトレーナーズチーム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）ベンチャーバンク
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●舞洲プロジェクト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）まちいろ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）Muscle Tech
【共同出展社】Xtend、オプティマムニュートリション（ON）、BSN
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●夢・ドリーム（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●ライフ・フィットネス・ジャパン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）リゲッタ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）両備システムズ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）LOOK
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（公財）ワールドマスターズゲームズ2021
　関西組織委員会

●愛知県
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（一社）宇部市スポーツコミッション
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●金沢文化スポーツコミッション
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●熊谷スポーツコミッション
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●スポーツ庁
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●新潟市文化・スポーツコミッション
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（一社）日本スポーツツーリズム振興機構
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（一社）ルーツ・スポーツ・ジャパン

●大分県スポーツ合宿誘致推進協議会
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）インボディ・ジャパン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●クービック（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（有）クラブクリエイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（一社）GODAIスポーツライフ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）システムディ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）SLDS
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●（株）Real Style
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●和光電研（株） 

出展社・製品などの詳しい情報は▼
https://www.sports-st.com/west/company/
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カタログ展示コーナー

日本スポーツツーリズム振興機構（JSTA）企画コーナー

Withコロナ・Afterコロナにおける
総合型フィットネスクラブのDX戦略事例紹介
～退会率1％台を実現する会員継続戦略～




