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東展示棟
１～3ホール

WEBより事前登録を行い、入場バッジを印刷してお持ちください。
こちらの招待券では入場できません。入場の事前登録が必要です。
本券をお持ちでない場合は、入場料2,000円（税込）が必要です。

WEBより事前登録を行う際、必ず登録用シリアルナンバー
spo2022eの英数字をご入力の上、ご登録ください。

10:00～17:00

構　成　展

 【お問合せ】展示会運営事務局（TSO International株式会社内）
 TEL：03-6273-0403  E -mail：visitor@tso-int.co.jp

会 　 場

SPORTEC 実行委員会
TSO International株式会社
SPORTEC 実行委員会
TSO International株式会社

主　催　：　ゴルフパフォーマンスコンベンション実行委員会主　催　：　ゴルフパフォーマンスコンベンション実行委員会

主  　催

会　  期

東京ビッグサイト 東展示棟1～3ホール

20222022 年年77月月2727 日日 2929 日日～～（水）（水） （金）（金）

プロスポーツ経営支援EX P OPS X
プロスポーツ・実業団・リーグスポーツの経営活性化のための専門展

回
１
第

 

回
３
第

 ヘルス＆ビューティーショー

スポーツファシリティEXPOスポーツファシリティEXPO回
８
第

 

スポーツニュートリションEXPOスポーツニュートリションEXPO回
２
第

 SNX

スポーツファッション＆グッズEXPOスポーツファッション＆グッズEXPOSPORTS FASHION &
SPORTING GOODS

EXPO

S F G
回
７
第

 

ヘルス＆フィットネスジャパン第
31
回

スポーツイベントサービスEXPOスポーツイベントサービスEXPO回
８
第

 

フレイル・介護対策EXPOフレイル・介護対策EXPO回
７
第

 

健康で理想の体づくりのための美容設備・用品・サービス専門展

スポーツイベント集客や設営に関する設備・サービス専門展

スタジアム・アリーナ・スポーツ施設向けの設備・備品専門展

フィットネスマシン・プログラム・フィットネス施設向け設備・サービス専門展

スポーツアパレル・スポーツギア・グッズなどのファッション・用品専門展

スポーツ専用ドリンク・食品・サプリメントを一堂に集めた食品専門展

フレイル・介護予防向け機器・食品・サービス専門展

MARINE & URBAN SPORTS EXPO

MUEX マリン&アーバンスポーツEXPOマリン&アーバンスポーツEXPO回
２
第

 

マリン・アーバンスポーツなどのアクティブスポーツ産業専門展

旧称：アウトドア&アーバンスポーツEXPO
スポーツサイエンステクノロジーEXPOスポーツサイエンステクノロジーEXPO回

４
第

 

スポーツ・トレーニングのパフォーマンス向上のための製品・サービス専門展

旧称：スポーツIOTパビリオン

日本最大のスポーツ・健康まちづくり総合展

ゴルフ専用のトレーニング・分析・測定機器、アカデミアが一堂に集結

回
１
第ゴルフパフォーマンスコンベンション

Golf Performance Convention

GPC
ゴルフ専用のトレーニング・分析・測定機器、アカデミアが一堂に集結

回
１
第ゴルフパフォーマンスコンベンション

ゴルフパフォーマンスコンベンションウェブサイト

Golf Performance Convention

GPC

展示会・専門セミナー・イベントの最新情報を更新中!ぜひ公式サイトもご覧ください。 https://www.sports-st.com/ https://golf-show.jp/SPORTEC総合ウェブサイト SPORTEC ゴルフパフォーマンスコンベンション

展示会
公式HPから
事前登録を
行う

1
登録後、
マイページから
入場バッジを
「カラー」で印刷する

2

印刷した
用紙、名刺、身分
証明書をお持ちの上、
受付の「事前登録」
レーンへ

3
受付でバーコードを
読み取り
チェックインして、
会場へご入場
ください。

4

スポーツによる地方創生、健康インフラの創造をテーマに
日本最大のスポーツ・健康まちづくりの総合展として盛大に開催！

※ 事前登録後、入場バッジを来場業種の選定確認のためA４サイズ・カラーで印刷してご持参ください。当日会場にて登録・印刷できますが、大変混雑
が予想されます。事前登録をして印刷していただくと、展示会場にスムーズに入場することができます。

※ 入場の際、登録内容の確認のため、入場バッジ・お名刺と顔写真付きの身分証明書（免許証、パスポート、社員証など）をご提示いただきますので、必
ずご持参ください。

※ ご登録いただきましたお客様の情報は、本展示会の運営をはじめ、各種情報のご提供、アンケートのご依頼ならびに展示会運営事務局からのコン
タクトなどに利用させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

会場へのアクセス会場へのアクセス

法
方
場
入
の
で
録
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前
事

事前登録QRコード
登録用シリアルナンバー
spo2022e

SPORTEC 2022
ゴルフパフォーマンスコンベンション

▶当日登録は時間がかかりますので、
　必ず事前登録を行ってください。

会議棟

有明
セントラルセンター

至新木場駅至新木場駅至大崎駅至大崎駅

TFT ビル
（東京ファッションタウンビル）

有明病院

ゆりかもめ
東京ビッグサイト駅
ゆりかもめ

東京ビッグサイト駅

りんかい線
国際展示場駅
りんかい線
国際展示場駅

東京ビッグサイト駅

※本展専用駐車場のご用意はございません。
東京ビッグサイト及び周辺の駐車場をご利用いただくか、公共機関を利用してのご来場をお願いいたします。詳しくは
https://www.bigsight.jp/visitor/access/をご覧ください。

東京ビッグサイト
アクセス

本展は、完全事前登録のため、こちらの招待券とお名刺をお持ちいただくだけでは、
ご入場できません。➡専用サイトより事前登録が必要になります。
事前登録を行う際、必ず登録用シリアルナンバーspo2022e

英数字をご入力の上、ご登録ください。

シリアルNo:spo2022e

2022/04/22 18:40 badge

https://reg-visitor.com/admctrl/sougou_kaisai_tenjikai.php?1650619661#f1 1/1

来場証/Visitor Badge

業種
Job

[名刺をお貼ください]
Please stick your bisiness card here.

会社名
部署
役職

姓 名 様

山
折
り
②

セミナー・イベントのご案内/
Information of Seminars＆Event

●セミナー・イベントをお申込みの方は、マイページ記載の注意事項・準備につい
てご確認ください。当日は、お時間に余裕をもって会場へお越しください。
●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任を負いま
せん。
●セミナーの録画・録音は禁止しております。

●If you are applying for a seminar or event, please check the precautions
and preparations on "My Page". Please come to the venue on the day in
plenty of time.
●The Show Management Office will not be held responsible for any
accidents, injuries or other problems during the seminar.
●Recording of seminars is prohibited.

山折り①

アクセス/Access

東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight
〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1/3-11-1,Ariake,Koto-ku,Tokyo
TEL:03-5530-1111（代表）
■電車・バス
〇りんかい線「国際展示場」駅下車 徒歩7分
〇ゆりかもめ「東京ビッグサイト」駅下車 徒歩2分
〇都営バス「東京駅」発 都05-2系統（勝どき駅前経由）、都営バス「東京駅」発 東
16系統（豊洲駅前経由）、「門前仲町」発 門19系統（豊洲駅前経由）
「東京ビッグサイト」下車

お問い合わせ/Contact

SPORTEC事務局 / TSO International Inc.
E-mail : visitor@tso-int.co.jp
TEL� 81-3-6273-0403　FAX� 81-3-5363-0301
営業時間 / Business Hour　10� 00-18� 00
　　　　 （土日・祝祭日除く� Expect Saturday,Sunday and Holiday）

 

開催概要/General Information

会 期/Date� 2022年7月27日(水)・28日（木）・29日(金)10～17時
27(Wed)・28(Thu)・29(Fri)10am-5pm December,2021
会 場/Venue� 東京ビッグサイト 東展示棟
Tokyo Big Sight
主 催/Organizer� SPORTEC実行委員会/TSO International Inc.

当日ご入場の際の注意点/Attention

ご来場、また会場内は、
●マスクの着用をお願いいたします。
●入場の際は、体温チェックをさせていただきます。
●名刺、本用紙（本状）、身分証明書を必ずご持参ください。
●本用紙（本状）が、イベントへの来場バッジとなります。会場受付でチェック
イン後、バッジホルダーに入れて展示会場内へご入場ください。
●本用紙（本状）は、A４サイズ・カラーで必ず印刷してご持参ください。
●本用紙（本状）来場証をお忘れになりますと、確認にお時間をいただく場合が
ございます。
●本用紙（本状）は、お申し込み頂いたご本人様のみ有効です。
When you come and visit the venue,
*Please wear a mask.
*We will check your body temperature when you enter.
*Be sure to bring your business card, visitor badge (this badge), and
personal certificate.
*This is the visitor badge, so please print out A4 size with color and bring to
the venue.
*Please come to the registration counter when you arrived at the
venue.Then,we will check-in you and give you the badge holder.
*If you forgot this paper,it might take time to check your registration.
*This visitor badge can be used by the person himself.



● イベント企画・運営会社
● スタッフウェア・ゼッケン
● 人材派遣・キャスティングサービス
● イベント設営用仮設・常設機材・用品
● イベント運営・集客・事務局サービス
● フード・ケータリングサービス
● スポーツコミッション・観光団体
● イベント会場・施設・合宿場
● お土産・ノベルティ・グッズ
● イベント安全対策支援用品　など

スポーツイベントサービスEXPOスポーツイベントサービスEXPO第
８
回 

スポーツイベント集客や設営に関する設備・サービス専門展

● チーム経営支援サービス、コンサルティング
● スポンサー営業支援サービス
● 組織マネジメント・ガバナンス支援
● ファンエンゲージメント向上・集客サービス
● チケッティングサービス
● グッズ、ノベルティ、販促グッズ
● ファン向けイベント企画・運営、イベント設備
● 映像演出、特殊効果、音響設備
● 会場、合宿場、練習場
● アマチュアスポーツ・大学スポーツ支援 など

プロスポーツ経営支援EXPOPSX

プロスポーツ・実業団・リーグスポーツの経営活性化のための専門展
第
１
回 

ヘルス＆フィットネスジャパンヘルス＆フィットネスジャパンヘルス＆フィットネスジャパンヘルス＆フィットネスジャパン第
31
回

第
31
回

第
31
回

第
31
回

フィットネスマシン・プログラム・フィットネス施設向け設備・サービス専門展フィットネスマシン・プログラム・フィットネス施設向け設備・サービス専門展
第
３
回 ヘルス＆ビューティーショー
健康で理想の体づくりのための美容設備・用品・サービス専門展 スポーツ専用ドリンク・食品・サプリメントを一堂に集めた食品専門展スポーツ専用ドリンク・食品・サプリメントを一堂に集めた食品専門展

スポーツニュートリションEXPOスポーツニュートリションEXPO第
２
回 

SNX

● スポーツ・トレーニングウェア
● ダンス・フィットネスウェア
● 道着・武道関連ウェア
● 機能性ウェア・アンダーシャツ・ソックス
● 機能性素材、高機能素材
● スポーツシューズ
● キャップ・サンバイザー
● サングラス、ゴーグル
● オリジナル・チームウェアOEMサービス
● ネーム・プリントサービス、刺しゅう機  など

スポーツアパレル・スポーツギア・グッズなどのファッション・用品専門展スポーツアパレル・スポーツギア・グッズなどのファッション・用品専門展

スポーツファッション＆グッズEXPOスポーツファッション＆グッズEXPOSPORTS FASHION &
SPORTING GOODS

EXPO

S F G 第
７
回 

旧称：スポーツウエア&用品EXPO

● 競技スポーツ設備・機器
● 床材、防音壁、断熱材、その他スポーツ向け建材
● 照明、音響、空調、換気設備
● グラウンド設備・機器、芝生
● シート、モニター、サイネージ
● プール、スパ、シャワー、サウナ設備
● スポーツ施設建築・設計サービス
● リノベーション、各種コンサルティング
● 配信サービス・技術、ファンサービス
● 耐震・免震・防災・防犯グッズ など

スタジアム・アリーナ・スポーツ施設向けの設備・備品専門展

スポーツファシリティEXPOスポーツファシリティEXPO第
８
回 

フレイル・介護予防向け機器・食品・サービス専門展フレイル・介護予防向け機器・食品・サービス専門展

フレイル・介護対策EXPOフレイル・介護対策EXPO第
７
回 

旧称：リハビリ・介護予防サービスEXPO

● 高齢者向けトレーニング機器・サービス
● 介護予防・高齢者リハビリ機器
● 介護予防プログラム・サービス・FC募集
● レクリエーション機器・サービス
● 歩行改善・サポート製品
● 肩こり・腰痛・痛み改善製品
● 高齢者向け食品・高たんぱく食品
● 見守りサービス、生活支援サービス
● 介護施設設備・備品
● 認知症予防・対策製品 など

● SUP、ボート、カヤック、カヌー
● ダイビング用品・機材
● サーフィン、ボディボード、ウェイクボード、ウインドサーフィン
● ウェットスーツ、スイムウェア
● マリンレジャー設備、マリン整備サービス
● スケートボードパーク設備、用品
● スポーツクライミング設備、用品
● アウトドアフィットネス設備、用品
● 電動バイク、キックボード、次世代モビリティ
● 各種アーバンスポーツ設備・備品 など

MARINE & URBAN SPORTS EXPO

MUEX マリン&アーバンスポーツEXPOマリン&アーバンスポーツEXPO第
２
回 

マリン・アーバンスポーツなどのアクティブスポーツ産業専門展

旧称：アウトドア&アーバンスポーツEXPO

● ハイスピードカメラ・モーションキャプチャー
● 測定器・計測器
● シミュレーター・VR機器
● 解析機器・ソフトウェア
● フォースプレート・センサー
● 筋電図・脳波計
● 映像機器・デバイス・大型スクリーン
● 研究用トレーニング設備
● 教育アプリ・ソフト・教育テキスト
● スポーツ教育機関・研究機関・大学　など

スポーツサイエンステクノロジーEXPOスポーツサイエンステクノロジーEXPO第
４
回 

スポーツ・トレーニングのパフォーマンス向上のための製品・サービス専門展

旧称：スポーツIOTパビリオン

SPORTECは以下の10展の専門的な展示会とイベント・セミナーで構成されます。

● フィットネスマシン、トレーニング機器
● フィットネス・ダンス・エクササイズプログラム
● ストレッチプログラム・機器
● ヨガ、ピラティスプログラム
● 体重計、体脂肪計、体組成計
● プール設備、プール備品、サウナ、バス
● ロッカー、アメニティ、衛生設備
● フランチャイズビジネス、コンサルティング
● プログラムライセンス販売、単位認定
● 顧客管理システム、施設システム・IT関連 など

本展で商談・仕入れが出来る製品・サービス

● ボディメイク機器・EMS
● ダイエット機器・用品
● コスメティック機器・用品
● ネイル関連機器・商品
● オーラルケア機器・用品
● ヘア・スカルプケア商材
● 美容施術・美容メソッド
● 姿勢矯正・機能性インナー
● 美容系食品・サプリメント
● 店舗備品・管理・販促サービス など

● プロテイン系サプリメント・ドリンク
● 回復系・アミノ酸系サプリメント
● プロテイン系スイーツ
● エナジー系ドリンク、高カロリー食品
● 健康食品・サプリメント
● 自然食品、ナチュラルフード
● ナッツ・ドライフルーツ
● ダイエット・ファスティングフード
● プロテイン原材料、各種ニュートリション材料
● アンチドーピング認証サービス など

本展で商談・仕入れが出来る製品・サービス 本展で商談・仕入れが出来る製品・サービス

本展で商談・仕入れが出来る製品・サービス 本展で商談・仕入れが出来る製品・サービス 本展で商談・仕入れが出来る製品・サービス

本展で商談・仕入れが出来る製品・サービス

本展で商談・仕入れが出来る製品・サービス

本展で商談・仕入れが出来る製品・サービス 本展で商談・仕入れが出来る製品・サービス

※一部抜粋

スポーツアカデミックフォーラム
スポーツ関連研究プロジェクト紹介／成果発表／交流の場

スポーツアカデミックフォーラムは日本中のスポーツに関する先端科学／社会調査／アスリート支援／地域振興など
多様な専門性を有する大学／研究機関から研究者が集い、研究プロジェクトとその成果や研究成果の社会実装などが
紹介されます。革新的な事業創出と産業発展の基盤として、研究者と企業／専門家の交流の起点でお待ちしています！

【セミナー詳細はこちら】

・大阪体育大学 ・鹿屋体育大学 ・神奈川大学  
・順天堂大学 ・東海大学スポーツプロモーションセンター・ウェルネスカレッジ
・立命館大学 ・中京大学 ・東京大学スポーツ先端科学連携研究機構（UTSSI）
      　　　　　他

・スポーツサイエンステクノロジー ・スポーツデータ解析バイオメカニクス
・スポーツ政策・スポーツツーリズム ・観光政策 ・スポーツ産業 ・プロスポーツ経営 ・リーグスポーツ経営論

出展大学一覧

セミナーテーマ

「産官学連携」 「スポーツ最先端科学」 「スポーツ政策 」をテーマに3日間セミナーを無料開催！「産官学連携」 「スポーツ最先端科学」 「スポーツ政策 」をテーマに3日間セミナーを無料開催！

※一部抜粋

スポーツ・美容・健康ビジネスに関する最新製品・
サービスが一堂に集結 是非ご来場ください！



SPORTECでしか体験できない注目のイベントを3日間同時開催！

ダンスフィットネスコンテストはダンス
エアロビクス指導者のコンテスト。上位
入賞で、国内外のとしての活躍の場が広
がります。
普段のレッスンで磨いた指導力でイン
タープレゼンターとしての一歩を踏み
出そう！

7/ （木）28
誰でも参加できる筋肉祭り「マッスルゲ
ート」がSPORTECに！
ここ数年、特に盛り上がってきているボ
ディコンテスト。ボディメイク、シェイプ
アップして整った身体のラインを仲間に
披露し、競い合う、筋トレ初心者が気軽
に参加できるイベントが開催されます。

※体調の優れない方、37.5度以上の熱のある方などは医師・
看護師の判断により入場をお断りさせていただく場合がご
ざいます。感染症対策の一環として、セキュリティを高めた
運営にご理解とご協力をお願いいたします。

※感染症対策ガイドラインは、変更になる場合がございます。
※政府・会場・日本展示会協会のガイドラインに従い、最新の
もので運営いたします。フィジカル

（2022年4月25日現在）

本展では、徹底した新型コロナウイルス感染症予防対策を実施いたします。

東京スポルテック大会
7/ （水）27 11:00～17:00 10:00～19 :00

フィットネス競技のオールスター戦
「SPORTEC CUP」が3年ぶりに東京に戻
ってきます！
メンズフィジーク、ビキニフィットネス、ボ
ディフィットネス、マスキュラーメンズフィ
ジーク、各カテゴリー日本トップクラスの
選手たちがオーバーオールで競い合いま
す。優勝の栄冠は誰の手に？？？

SPORTEC CUP 2022
7/ （金）29 14:00～16:00

ストロングマン競技の代表種目であるタイヤ
フリップを誰でも気軽に体験できます。目立っ
た人には豪華賞品があるかも！？
講師は日本一のストロングマン！
【デモンストレーター】
Japan Strongest Unity 代表 中嶋健詞氏

SPORTECタイヤフリップチャレンジ！
～今日から貴方もストロングマン＆ウーマン～

7/ （金）29 11:00～12:00

参加観覧の詳細は＞＞
https://www.facebook.com/dancefitnesscontestSPO-EV-1 SPO-EV-2

SPO-EV-3 SPO-EV-4自由観覧

有料セミナー事前申込4,000円・当日券 5,000円　　　有料セミナー事前申込3,000円・当日券 4,000円　　※税込価格

SPO-A-1 7/27（水） 10:30~12:30

日本のスポーツ産業15兆円への
拡大のロードマップ

スポーツ庁より講師選定中
遠藤 利明氏（予定） 
自由民主党 選挙対策委員長
自由民主党スポーツ立国調査会 会長
原田 宗彦氏 
大阪体育大学 学長、（一社）日本スポーツツーリズム推進機構 代表理事

SPORTEC基調講演

遠藤 利明氏 原田 宗彦氏

SPORTEC実行委員長の大阪体育大学長原田
宗彦氏、自民党スポーツ立国調査会会長の遠藤利
明氏（予定）、スポーツ庁による基調講演。日本の
スポーツ政策の全てが分かります。

SPO-B-1 7/27（水） 11:00~12:30

逆境からの業績復活への取り組み
～ポストコロナ戦略、現状と今後の展望～

FIAトップセミナー

（一社）日本フィットネス産業協会（FIA）の提供す
る、FIA各理事会社による経営セミナー。コロナ禍
の逆境を乗り越え、フィットネスクラブが次の成長
をデザインします。

SPO-C-２ 7/27（水） 13:30~15:30

第10回スポーツ振興賞表彰式
スポーツによる地方創生、スポーツによる地域活
性化を行う各団体・自治体の活動を表彰するス
ポーツアワード。7つのアワード表彰と取り組みの
セミナーを行います。

岡本 利治氏 （株）ルネサンス代表取締役社長 執行役員
笠原 盛泰氏 アイレクススポーツライフ（株） 代表取締役
増本 岳氏 （株）カーブスホールディングス 代表取締役 社長

笠原 盛泰氏 増本 岳氏岡本 利治氏

主催： （公社）スポーツ健康産業団体連合会
 （一社）日本スポーツツーリズム推進機構

スポーツ振興賞

・スポーツ振興大賞　　・スポーツ庁長官賞
・観光庁長官賞　　・経済産業省商務・サービス審議官賞
・日本商工会議所奨励賞
・日本スポーツツーリズム推進機構会長賞
・スポーツ健康産業団体連合会会長賞

SPORTECセミナー（一部抜粋）　詳細は裏面をご覧ください。SPORTECセミナー（一部抜粋）　詳細は裏面をご覧ください。

リアルなセミナーを合計110セッション以上を同時開催いたします。詳細・お申込は裏面をご覧ください

スポーツ・美容・健康ビジネスに関する最新製品・
サービスが一堂に集結 是非ご来場ください！



日本初のゴルフパフォーマンス向上の為のコンベンション開催

7/ セミナー・セッション（木）287/ セミナー・セッション（水）27 7/ セミナー・セッション（金）29

GOLF-A-2
13:00~04:30

ゴルフパフォーマンスをスポーツ
医科学の観点から見る。

白木 仁氏 筑波大学 名誉教授

GOLF-B-2
12:00~12:40

世界標準スイングに見る
“ノーリストターンスイング”は
飛んで曲がらない、体にも優しい！

板橋 繁氏 （株）ゴールドワンゴルフスクール代表、
 全米ゴルフ教師インストラクター協会日本支部
 （USGTF JAPAN）主席試験官

GOLF-A-4
11:00~12:30

スキルに繋がる
ゴルフコンディショニング

石渡 俊彦氏 日本プロゴルフ協会 トーナメントプロ資格/
 フィジカルゴルフトレーナー
GOLF-A-5

13:00~14:30
スポーツ現場における
心理専門家の役割と他分野との
協働作業

平木 貴子氏 日本大学経済学部（専任講師）
GOLF-A-6

15:00~16:30
傾斜地ショットトレーニング
～ゴルフレンジ、トレーニングジムで
できる傾斜マット活用法～

栗田 興司氏 フィジカルコンディショニングプロダクション（同）
 代表取締役
GOLF-B-7

11:00~11:40
ゴルフメンタルを脳波で可視化
～選手のメンタル状態を全て
見える化して判ったこと～

小山 裕昭氏 （株）JINZEN 代表取締役
GOLF-B-8

12:00~12:40
ゴルフパフォーマンスデザイン
～イップスなど慢性不調の改善予防に
活用する脳神経系チェック方法と実例～

松岡 大輔氏 WiTH（株） 代表取締役

GOLF-A-7
11:00~12:30

ドライバー飛距離アップに
必要な体力要素と
科学的トレーニング法

江原 義智氏 立教大学 ウエルネス研究所 所員・兼任講師、
 日本プロゴルフ協会トーナメントプレーヤー

Golf Performance Convention

GPC
ゴルフ専用のトレーニング・分析・測定機器、アカデミアが一堂に集結

回
１
第ゴルフパフォーマンスコンベンション

Golf Performance Convention

GPC

ゴルフパフォーマンス向上のためのあらゆる機器・サービス・メソッドが一堂に集結
日本ゴルフ学会、日本ゴルフフィットネス協会の専門カンファレンス、セミナーが連日開催
ゴルフ市場拡大のための専門展として大規模開催

ゴルフパフォーマンスコンベンションの見どころ

セミナ一覧

1.
2.
3.

GOLF-A-1
11:00~12:30

【テクノロジーと人間の感覚の融合】
身体とゴルフスイングの関係性

坂井 昭彦氏　（株）SS.GRAND 代表取締役、日本プロゴルフ協会会員
 （PGA） 、TPI（ゴルフ2・フィットネス2・ジュニア2）

GOLF-B-11
15:00~15:40

ピラティス要素を取り入れた
ゴルフスイング解説
～ゴルフスイングにもたらす効果や
事例を紹介～

太田 律子氏 ゴルフピラティススタジオ「ゴルコア」 代表

GOLF-B-12
16:00~16:40

結果が出ないレッスンと、結果が出る
レッスンの違い

金子 智昭氏 （同）リリクス 代表、（公社）日本プロゴルフ協会A級
 ティーチングプロ会員、日本ゴルフ学会関東支部理事

GOLF-B-17
15:00~15:40

近年におけるゴルフスイングのトレンド
～研究者およびプロゴルファーの
視点から～

江原 義智氏 立教大学 ウエルネス研究所 所員・兼任講師、
 日本プロゴルフ協会トーナメントプレーヤー

GOLF-A-8
13:00~14:30

マイクから見るゴルフ

島村 俊治氏 スポーツアナウンサー ジャーナリスト

GOLF-A-9
15:00~16:00

健康体力づくりのすすめ

（公財）健康・体力づくり事業財団

GOLF-B-13
11:00~11:40

「何歳からでも飛距離は伸ばせる！」
世界No.1飛距離アップ練習器具
『スーパースピードゴルフ』が提案する
飛距離アップ専門スクールとは？！

田中 博幸氏 スーパースピードゴルフ・ジャパン代表　

GOLF-B-14
12:00~12:40

研究・エビデンスの観点から
ゴルフ界の定説を疑う

鈴木 タケル氏 ライプチヒスポーツ科学交流協会 理事、武蔵野美術大学　
 非常勤講師、国際武道大学大学院（修士：体育学）

GOLF-A-3
15:00~16:30

１度で平均１５ヤードUP！
ゴルフと健康のための
『ゴルフ関節調律®セミナー』

山本 優子氏　（一社）日本脱力関節調律協会 代表理事、や・ゆ・よ（株）
 代表取締役、ゴルフ専門ほねほね脱力サロン naturaca 代表

GOLF-B-5
15:00~15:40

エリートゴルファーの
フィジカルトレーニング

栖原 弘和氏 日本ゴルフ協会 ナショナル強化委員会強化スタッフ（フィジカルコーチ）

・ セミナーの申込方法は裏面をご確認ください。
・ セミナー内容・講師、スケジュールは変更となる場合が
 ございます。
 最新情報はHPをご確認ください。

ゴルフパフォーマンスコンベンションは、ゴルファーのスコアメイクのための飛距離アップやスイング
改善、アプローチ技術改善など、あらゆるパフォーマンス向上のためのトレーニング機器、テクノロ
ジー、サービスが一堂に集まる日本初のコンベンションとして、日本最大のスポーツ・健康まちづくり
総合展『SPORTEC』と同時開催いたします。

トレーニング・コンディショニング・パフォーマンス向上のための無料セミナーを3日間開催！

東4-6ホールでも関連する産業の展示会を同時開催！

テーマパーク、レジャー、アウトドアに関する
あらゆる設備・用品・サービスが一堂に集まる
専門展。スポーツアクティビティや集客手法
に関する製品・サービスが見どころです。

感染症対策に関するあらゆる製品・サービス
が一堂に集まり、アフターコロナの生活様式
を提案します。施設運営、スポーツイベント開
催に向けて安心できる環境のため必見です。

施設のメンバーカフェラウンジやミーティン
グスペースのための設備や製品、食材から、
健康食品・サプリメント、健康機器などが一堂
に集結。カフェ・健康ビジネスの最前線です。

東4～6ホールでも関連する産業の展示会を同時開催！

全てのSPORTECの入場登録で相互入場可能！是非併せてお越しください！

テーマパーク・アウトドア・レジャー産業総合展

レジャー＆アウトドアジャパン2022
ILOJ
International Leisure & Outdoor JAPAN 第

６
回

第
６
回

感染症対策・予防・検査に関する日本最大の専門展

Cafe &Wellness Week
日本最大のカフェ・健康産業総合展



Aker BIoMarine Japan K.K.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ＥＡＲＴＨＷＥＬＬ（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
（株）アールエスエス
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
RDX SPOTRS JAPAN（（株）Cycle）
ーーーー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
（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
（株）アイズ・カンパニー
【共同出展】（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
アイソン（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
（株）アイナス
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
（株）AXIS
ーーーー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
Akerun入退室管理システム（フォトシンス）
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
亜細亜食品（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
AssistMotion（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
味の素冷凍食品（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
（株）アステップ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ATHLETE Q10
ーーーー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）アデランス
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
（株）アドバンスシフト
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
（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
（株）ＡＬＩＧＨＴ
ーーーー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）アリスト
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
アルティマボディ
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
（株）アルマスポーツ
ーーーー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）アレン
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
（有）AMPLUS
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
unlimited nine（株）
【共同出展】GRAN NINE（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
伊藤忠ケーブルシステム（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
伊藤超短波（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
インターリハ（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
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
INFOTRADE MEDIA CO., LTD
ーーーー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
Vanquish Fitness Ltd.
ーーーー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）vit
ーーーー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）ウイルダイフレックス
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
（株）ウェーブコーポレーション
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
ウェルネス・コーチ（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
（株）ウェルネスランド
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
（有）魚瀬ゴム
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
EVOLGEAR
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
江崎器械（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
江崎グリコ（株） パワープロダクション
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
（株）エス･エム･エス
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
（株）エスジーティー
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
エヌエスティ・グローバリスト（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
NOK（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
（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
エバ・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
（株）FSJ Bridge Partnerz
ーーーー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）エミープラス
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
エンチーム（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
エンドライン（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
o2カプセル・ボックス
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
オート（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
大阪体育大学
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
大利根漬
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
凰商事（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
ALL UP
ーーーー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）沖縄テレビ開発
ーーーー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）Opt Fit
ーーーー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）オムニ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ガードナー（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
CARB UP!MONAKA STORE & MUSCLE ELEMENT STORE
【共同出展】信州セキュアフーズ（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
（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
香川シームレス（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
烏森電気（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
神奈川大学
ーーーー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）加藤商会
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
国立大学法人鹿屋体育大学
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
kaloko inc.
ーーーー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）キッズコーポレーション
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
CATCH-i JAPAN
【共同出展】（株）COSBI
ーーーー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）キャラ／（一社）NMN機能性食品開発協会
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
（株）キャンプネット
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
（株）Cure
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
キューオーエル・ラボラトリーズ（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

極東産機（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
キリンホールディングス（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
（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
（株）クールプロジェクト
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
（株）グラツィア
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
（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
（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
（同）グラム
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
クリア・ポート（株）
【共同出展】（株）K&J／（株）岡
ーーーー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）Gleaner
ーーーー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）CRIOMED 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
（株）Groony
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ＧＲＯＷＮ ＣＡＲＥ（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
グローバルサイエンス（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
（株）グローバルプランニング
ーーーー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）グローバルホスピタリティージャパン
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
ケミカル産業（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
興和（株）（KOWAハピネスダイレクト）
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
（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
GorillawearJapan
ーーーー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
【共同出展】（株）喜多機械産業
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
酒井医療（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
（有）さくら刺繍
ーーーー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）ササキ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
さとう式リンパケア
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
（有）佐藤商店
ーーーー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/問診/電子カルテ「シセイカルテ」】（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
（株）サラインテリアシステム
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
（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
（株）サン・クロレラ
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
サンドボックス（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
（株）サントレッグ
ーーーー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）サンライズジャパン
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
（株）ジ・アイ
【共同出展】（株）ラストウェルネス
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
（株）ＣＳＥ
ーーーー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）シーズコア
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
CTJ（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
（株）GPRO
ーーーー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）シーボン
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
（株）ジェイアイグループ
ーーーー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）ジェイ・エス
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
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
（株）ジゴスペック
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
（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
（株）シニアライフクリエイト
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
じぶんｄｅエステ
ーーーー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）ジムガレージ
ーーーー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）Japan Insider
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ジャパンエナジーフード（株）
【共同出展】4stella
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Japan Fitness Product
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
順天堂大学
ーーーー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）JOKAKU
ーーーー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
（株）シンク／防災スポーツ
ーーーー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 The Wellness【OWCアカデミー】
ーーーー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）身体機能研究所
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
シンフォニア（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
（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
（株）ＳＵＷ
ーーーー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）ストロングハート
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
（有）スポーツゲイト
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
（公社）スポーツ健康産業団体連合会
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
スポーツコミッション沖縄
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スポーツマインド
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
（株）Sportip
ーーーー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）スリムビューティハウス
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
世界初！人間工学リカバリーシューズ アスリートの疲労回復・機能改善 エディー
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
（有）セットバック
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
（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
（株）SERVS
ーーーー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
ScentAir Japan （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
（株）セントラル・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
全米エクササイズ&スポーツトレーナー協会
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
（株）想実
ーーーー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）SOPHIA
ーーーー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）体育とスポーツ出版社
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

出展社一覧 その他にも多数の企業が出展を予定しております。
（50音順、一部抜粋。2022年4月2１日現在） 出展社・製品などの詳しい情報は▶https://www.sports-st.com/company

大広（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
大興電子通信（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
大東電機工業（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
台湾チャム（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
（株）タキガワ・コーポレーション・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
タケヤ化学工業（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
（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
（株）チームエス
【共同出展】（株）Fellow'S
ーーーー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）中旺ヘルス
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
中京大学
ーーーー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）ツインズ
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
（株）ティーアールアイ
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
TRX Training JAPAN（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
ディーエーピーネットワーク（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
（株）TTK／Rakuretch
ーーーー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
（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
DRAX JAPAN（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
（株）デルタインターナショナル
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
東海大学スポーツプロモーションセンター・ウェルネスカレッジ
ーーーー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）東京エム・アイ商会
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
東京大学スポーツ先端科学連携研究機構（UTSSI）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
東洋メディック（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
（株）トキノカンパニー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
徳島県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
（株）ドクターズチョイス
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
（株）ドクターズ・マン
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
（株）朋コーポレーション
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
トリプルサポート（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
DONGSAN SPORTS
ーーーー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）中原
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
名古屋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
（株）日創プラス
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
新田塚コミュニティ（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
（株）日本CBD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
（一社）日本スポーツ用品工業協会
鵜沢ネット（株）／（株）サブリット／（株）サンビ／
（株）ダイヤモンドマーク／ナイス（株） イカロスジャパン／
（株）ニシ・スポーツ／日本卓球（株）／（株）マークス
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
日本曹達（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
（株）日本トリム
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
（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
（一社）日本フィットネス産業協会
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
日本プラスチックス・テクノロジーズ（株）
【共同出展】MAXPRO FITNESS LLC.
ーーーー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）ニューエイジトレーディング
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（同）NEW LOD
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ニンジャワークステクノロジーズ（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
（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
（株）ノビテック
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
（株）バール
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
バイオジェニック（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
（株）ハイサイド
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
パウダーフーズフォレスト（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
（株）ハコジム
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
（株）hacomono
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Baqless 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
（株）花形設計
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
（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
（株）バランスワン・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
（株）バリューアップデザイン
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
（株）ビーアンドエス・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
（株）ＢＡＢ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
（株）ビズイデア
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
（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
（株）ピュアトーン
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
（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
（株）美容経済新聞社
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
美林商事（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
（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
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
（株）フアモサライフ
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
（株）フィット・コム
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
（株）フィットネスアポロ社
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
（株）フィットネススポーツ
ーーーー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）フォレストシンフォニー
ーーーー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
（有）ブックハウス・エイチディ
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
フットボールギア（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
（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

（株）フラスコ１００cc
ーーーー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）ブラボーグループ
ーーーー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 Cryo
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Precor Japan（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
ブレイン（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
フレクサーズジャパン
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
（有）プレスコントロール
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
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
（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
Floriey Industries International Co., Ltd
ーーーー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
（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
（株）プロラボ ホールディングス
【共同出展】（株）プロラボソリューション
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ヘイ（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
HERUNDER
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ベレガ（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
BOTTLED JOY／大西賢製販（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
ポラールエレクトロジャパン（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
ポリシー化粧品／（株）日本ビューティコーポレーション
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
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
MUSCLE  ELEMENT  STORE
ーーーー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）丸善
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ミラクルバスト
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
MUGEN BIONIC（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
（株）メイビ
【共同出展】（株）LSC／（株）プロスパ／
（株）マルキホームズ／大河商事（株）／（株）エム＆ワイ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
メディ・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
Marry Jane CBD from Switzerland
【共同出展】アピポルファーマジャパン
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
Merrithew
ーーーー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）メルシー
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
（株）モノ・ウェルビーイング
【共同出展】（特非）湘南バリアフリーツアーセンター
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
森永製菓（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
（株）モントルー
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
八代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
大和製衡（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
山本香料（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
（株）Yui Hemp 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
（株）ユーグレナ
ーーーー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）ユタカメイク
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
（株）ユタックス
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
ユニテックフーズ（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
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
洋也（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
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
Lycon Japan（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
ラグスタ（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
（株）ラシュレ
ーーーー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）Rad PROJECT
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
LANDMAN（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
リアン（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
（株）リークセンケーブルパーク
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
リーダーメディアテクノ（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
REDAS（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
リーフ（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
（株）リブレ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
立命館大学
ーーーー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）Revive
ーーーー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）Revive and design
ーーーー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）LYFT
【共同出展】Therabody
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
琉球アスティーダスポーツクラブ（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
（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
RUCOE by 伊藤超短波
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
RACE-FITNESS LTD.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
LEXCO CO.,LTD.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
レズミルズジャパン（同）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Red Turtle Co.
【共同出展】BananaGO
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
READYFOR（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
（株）RENPHOJAPAN
ーーーー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）ワム
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
（株）ALIVE
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
興和（株）セルフケア推進室
ーーーー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）オーエルシージャパン
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

その他多数の企業が出展を予定しております。

・
・



SPO-A-2
13:00~14:30

経済産業省ヘルスケア産業課担当者（予定）
飯野 民彦氏　住友生命保健（相） Vitality戦略部長
榊原 伸司氏 ポラール・エレクトロ・ジャパン（株） 代表取締役
樋口 毅氏 （株）ルネサンス健康経営企画部 部長、（特非）健康経営研究会理事、健康長寿産業連合会 
 健康経営WG座長

SPO-A-3
15:00~16:30

多様な世代が集う交流拠点としての
スタジアム・アリーナ　
～愛知県新体育館ほか先進事例の紹介から～

大竹 弘和氏 神奈川大学人間科学部 教授、SPORTEC実行委員
鷺 徳次氏 前田建設工業（株）経営革新本部 コンセッション長 兼（株）愛知国際アリーナ 代表取締役

SPO-B-1
11:00~12:30

FIAトップセミナー:
逆境からの業績復活への取り組み
～ポストコロナ戦略、現状と今後の展望～

岡本 利治氏 （株）ルネサンス代表取締役社長 執行役員
笠原 盛泰氏 アイレクススポーツライフ（株） 代表取締役
増本 岳氏 （株）カーブスホールディングス 代表取締役 社長

SPO-B-2
13:00~14:30「コロナ禍前には戻らない！業績不足を

補う新たな戦略」
～ポストコロナの会費外収入増に
向けたヒント～

鈴木 岳氏 （株）R-body 代表取締役
向井 宏典氏 （株）東急スポーツオアシス 経営企画部ビジネスソリューション部 ゼネラルマネージャー
ジョン・ボヴェル・ボードマン氏　（株）ブラボーグループ 代表取締役会長

SPO-B-3
15:00~16:30

DX時代におけるスポーツを活用した
産業振興とその財源

浅野 大介氏 経済産業省 サービス政策課長（スポーツ産業室長）
小林 至氏 桜美林大学理事／教授、SPORTEC実行委員
他

SPO-C-1
11:00~12:30

withコロナ時代のフレイル／介護予防
～高齢者の健康と自立を支えるサービスの
テクノロジー活用と事業者／専門家の連携

佐々木 嘉光氏 （公社）日本理学療法士協会 常務理事
下沢 貴之氏 （株）リブライズ代表取締役、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員
川﨑 陽一氏 （株）プレイケア　代表取締役社長
大渕 修一氏 東京都健康長寿医療センター研究所 研究部長

SPO-C-2
13:30~15:30

第10回スポーツ振興賞表彰式
・スポーツ振興大賞　　・スポーツ庁長官賞
・観光庁長官賞　　・経済産業省商務・サービス審議官賞
・日本商工会議所奨励賞
・日本スポーツツーリズム推進機構会長賞
・スポーツ健康産業団体連合会会長賞

SPO-D-1
11:00~12:30

何もせずに安定し続けるサロン経営！
予防医学フェイシャルの無理のない
高単価メニュー設定方法

岩崎 るみ氏 （株）R’VIVO 代表取締役、 （一社）フェイシャルレメディ®協会代表理事

SPO-D-2
13:00~14:30

“小顔・脚やせ・二の腕やせ”がその場で実現！
【瞬間サイズダウン】

小倉 義人氏 （一社）ハビットコントロール協会 代表理事

SPO-D-3
15:00~16:30

「健康経営企業が目指す働く女性のための
スポーツ美容」

栗原 冬子氏 （株）Bon22代表取締役、日本成人病予防協会認定講師／
 健康管理士一般指導員、Yogaroma®メソッド創始者

SPO-E-1
11:00~12:30

テレビ通販のヒット商品の秘訣、ライブコマースの実情

香取 祐子氏 （一社）日本セルフプロデュース協会 代表理事

SPO-E-2
13:00~14:30

フィットネス×美容で失った利益を取り戻せ！

濱田 将士氏 （株）アドバンスシフト 代表取締役
纐纈 博子氏 トリプルサポート（株）代表取締役

SPO-E-3
15:00~16:00

「フォーブスウーマンアワード受賞のNO１痩身エステティック
サロン スリムビューティハウスから、フィットネス業界への提案
成長するウェルネス市場の中で人を活かす経営戦略」

金田 有加氏 （株）スリムビューティハウス 取締役

SPO-F-4
13:15~13:45

フィットネスクラブDXのリアル事例紹介！
継続率を高める会員データ、行動データ活用術セミナー

中塚 裕平氏 （株）hacomono SALES div.　

SPO-F-6
14:45~15:30

女性のための運動とプラス栄養論

伊達 友美氏 管理栄養士、戸板女子短期大学 食物栄養科講師
齊藤 邦秀氏 スポーツトレーナー、ウェルネスコーチ、（有）Wellness Sports 代表

SPO-F-7
15:45~16:15

スポーツコミッションにおけるデジタルマーケティング戦略
～大阪舞洲プロジェクトの目指すもの～

松尾 浩子氏 大阪市経済戦略局スポーツ部 スポーツ事業担当課長

SPO-F-8
16:30~17:00

CBD＋？＝奇跡のパフォーマンスアップ
「記録データー公開」

佐藤 均氏 昭和大学 薬学部 教授

SPO-G-1
11:00~11:30

ペナルティーボックスの活用方法について

佐藤 麻未氏　（株）トキノカンパニー ペナルティーボックススーパーバイザー
山本 朋恵氏　（株）トキノカンパニー

SPO-G-2
12:00~12:30

店舗集客のネクストスタンダード
 ～明日から実践できる集客戦略とは～

関 優大氏 ヘイ（株）セールス本部 予約チーム マネージャー

SPO-G-3
12:45~13:15

「世界の事例を活用したリピーターを増やすための
モチベーショナルな会員コミュニティの作り方」

クリス・アサハラ氏　Les Mills International グローバルディレクター：
         コンテンツマーケティング/ソーシャルメディア

SPO-G-4
13:30~14:00

筋トレは週1回30分で十分！
整形外科医が考えたキストレとは？

小島央M.D.　央整形外科院長 筋肉ドクター　

SPO-G-5
14:15~14:45

前年比200％！
コロナ禍でも負けない高単価高付加価値
パーソナルサービス運営方法

前田 拓郎氏 （株）ラストウェルネス 営業事業部マネージャー

SPO-G-6
15:00~15:30

見直されるブラッシング習慣と文化
～その効果と可能性にせまる～

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】

久保 宏貴氏 （株）サントレッグ

SPO-G-7
15:45~16:30

水藤 英司氏 （一社）日本スポーツ支援機構 代表理事

SPO-F-1
11:00~11:30

「最先端のビタミンCとは」
～低刺激と安定性を両立する≪MIRA-VC≫～

深田 豪氏 （株）ドクターズチョイス 商品開発部

SPO-F-2
11:45~12:15

成功事例から紐解く、実践的な集客成功メソッド！

三好 律紀氏 （株）シーズコア 集客コンサルタント

SPO-F-3
12:30~13:00

アスリートが知っておきたい
CBD（カンナビジオール）の基礎知識

濱元 誠栄氏 医療法人社団宮心会 銀座みやこクリニック 院長　

SPO-H-1
11:00~12:20 糖質制限・ケトジェニック・グリコーゲンローディング

～新しい糖質とのつきあい方～

女性クライアントに求められる二人でするヨガ！
解剖学に基づいたオーダーメイドセラピーデモセッション

福智 よしこ氏 NESTA JAPAN 講師
林 美穂氏 NESTA JAPAN 講師

SPO-H-3
13:30~14:50 話題のスパルタンレーサーにも薦めたいHIITの本質

岩田 諭氏 NESTA JAPAN AD

SPO-H-4
15:10~16:30 科学的に魅力度を高めるボディメイクセミナー

野口 史織氏 NESTA JAPAN AD

SPO-A-1
10:30~12:30 日本のスポーツ産業15兆円への拡大の

ロードマップ

「健康経営」の現在と未来
～事業としての健康への投資とその成果～

スポーツ庁より講師選定中
遠藤 利明氏 自由民主党 選挙対策委員長 自由民主党スポーツ立国調査会 会長（予定）
原田 宗彦氏 大阪体育大学 学長、（一社）日本スポーツツーリズム推進機構 代表理事

SPORTEC基調講演

フ

フ

ス

ス

フ

サ

サ

サ

サ

フ

フ

SPO-H-2
12:45~13:15

サイトー 文恵氏　JTTMA（日本タイ古式マッサージ協会）認定講師、子宮伝統療法師、サロン森辺オーナーセラピスト
安 清美氏 JTTMA（日本タイ古式マッサージ協会）認定講師、タイ政府公認セラピスト・アロマセラピスト

フ

フサ

協

SPO-F-5
14:00~14:30

Techonogymセミナー（講演内容選定中）

協

協

協

協

協

協

協

協

協

協

協

協

協

協

ス

ス

ス

ス

FIA マネジメントセミナー：

NESTA JAPAN

NESTA JAPAN

NESTA JAPAN

講師選定中

遠藤氏 原田氏

主催：（公社）スポーツ健康産業団体連合会、（一社）日本スポーツツーリズム推進機構

7/ セミナー・セッション（水）27

スポーツ・美容・健康産業に関わる日本有数の豪華講師陣を招き、
アフターコロナに向けた最新情報・経営手法に関するセミナーをリアル開催！
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SPO-A-5
13:00~14:30

TOKYO2020後のスポーツ振興と地方創生の
ための公園活用

師岡 文男氏 上智大学 名誉教授、公園財団・日本公園緑地協会 研究顧問、スポーツ庁 
 前参与、GAISF 元理事
他

SPO-A-6
15:00~16:30

「ライブエンタメ×地域活性
～DX時代、1万アリーナに必要な条件とは～」

池田 隆一氏 （株）NOWHERE 代表取締役
豊田 俊雅氏 （株） 電通 ストラテジスト
山﨑 隆司氏 クラブサクセスジャパン（株） 代表取締役 CEO

SPO-B-4
11:00~12:30

DXで現場力を高める
ーポストコロナを見据えたLTV経営の実現

パネリスト
小宮 克巳氏 フリーランス／（株）グランドレベル　スーパーバイザー
家田 昇悟氏 （株）ジ・アイ COO 
齊藤  卓氏 （株）東急スポーツオアシス 経営企画本部 マーケティング
 グループ ゼネラルマネージャー
土屋 耕平氏 （株）WORKOUT Founder&CEO
ファシリテーター：古屋 武範氏　フィットネスビジネス編集長

SPO-B-5
13:00~14:30

（開業事例・業績向上事例）最新成功事例公開セミナー

濱田 将士氏 （株）アドバンスシフト 代表取締役

SPO-B-6
15:00~16:30

本当に世界で闘える肉体とその作り方

岡田 隆氏　 日本体育大学 教授、博士（体育科学）、理学療法士
鈴木 雅氏　 （株）THINKフィットネス ゴールドジム事業部 トレーニング研究所 所長、
 読売ジャイアンツ ウェイトトレーニング担当
寺田 健太郎氏 （株）LIFE BUILDING ACTIVE RESETヘッドトレーナー

SPO-C-3
11:00~12:30

スポーツを通じた効果的な地域活性化とは

押見 大地氏 東海大学 体育学部 スポーツ・レジャーマネジメント学科 准教授
根岸 稔氏 （一社）さいたまスポーツコミッション・事業企画課長
松尾 浩子氏 大阪市経済戦略局スポーツ部 スポーツ事業担当課長

SPO-C-4
13:00~14:30

「スポーツによる地域活性化の可能性に迫る」
～スポーツ合宿編～

小倉 和俊氏 （特非）銚子スポーツコミュニティ 代表、(株)銚子スポーツタウン 代表取締役　　
川村 亘平氏 （一社）しずおかスポーツプロモーション 専務理事、御前崎スポーツ振興プロジェクト 担当
東御市 とおみ湯の丸高原スポーツコミッション

SPO-D-4
11:00~12:30

ストレス社会に打ち勝つ、くいしばりと眼精疲労に
特化したオリジナルメソッド
【美zen筋骨小顔＆美zenアイリセット】

舟津 真里氏 （株）美vace 代表取締役

SPO-D-5
13:00~14:30

『フットケア×トレーニング』
健足に整えるフットケア新メソッド3つの工程とは？

桜井 祐子氏　足の専門校SCHOOL OF PEDI 校長

SPO-D-6
15:00~16:30

「筋肉・骨格・身体が喜ぶバストアップ施術を初公開！」

浅野 かなえ氏 ミラクルバスト®アカデミー 校長兼代表取締役

SPO-E-4
11:00~12:30

実録◎コロナ禍を生き抜く3つのキーワード！
サブスク・オンライン・ブランディング

大澤 隼人氏 （株）アニムスディレト 代表取締役

SPO-E-5
13:00~14:30

入社後１ヶ月で100万円を売り上げる
スタッフ育成メソッド

茂藤 雅彦氏　（株）クールプロジェクト 代表取締役社長

SPO-E-6
15:00~16:30

お客様の心を掴み、リピート率をUPさせる
ダイエットカウンセリング。

小野 浩二氏 （株）シードリーム 代表取締役、日本ダイエット健康協会 理事、
 （一社）日本スキンケア協会代表理事

SPO-F-12
15:00~17:00 SPORTEC BUSINESS ACADEMY　経営改革発表会

SPO-G-8
11:00~11:30

いま注目すべき３つの筋肉指標『量・力・質』

西澤 美幸氏 （株）タニタ 開発部 主席研究員

SPO-G-9
11:45~12:30

店舗デジタル化で実現する
「お客さまに選ばれ続ける店舗」の作り方

名郷 雅人氏 ヘイ（株） マーケティング本部

SPO-G-10
12:45~13:30

あなたのジムで、ROIを高める
ウェアラブル・テクノロジーの活用法

Emmett Williams氏　Myzone CEO Asia Pacific

SPO-G-12
14:15~14:45

前年比200％！
コロナ禍でも負けない高単価高付加価値
パーソナルサービス運営方法

前田 拓郎氏 （株）ラストウェルネス 営業事業部マネージャー

SPO-G-13
15:00~15:30

琉球アスティーダの奇跡

術前検査こそケア～ゴッドハンドは結果を確定する
早川 周作氏 琉球アスティーダスポーツクラブ（株） 代表取締役　

SPO-G-14
15:45~16:30

佐藤 青児氏 さとう式リンパケア考案者

SPO-F-9
11:00~12:30

「国民の健康寿命延伸には地域密着型の
プラットフォームが必要」

鈴木 陽一氏　（株）ALIVE 代表取締役社長

SPO-F-10
13:00~13:45

徹底討論！公共施設の管理・運営に活かす
民間スポーツ施設運営のノウハウとは

菊池 恭信氏 ジョンソンヘルステックジャパン（株） 
 デジタルマーケティング＆プロダクトクオリティマネージメント部 部長
マグナス・ネルヴェ氏　ライフ・フィットネス・ジャパン（株） セールス・ディレクター 
工藤 佳奈江氏 （株）hacomono Marketing Leader 

SPO-H-5
11:00~12:20 柔軟性向上に最適な、最先端モビリティトレーニング

田中 満氏 NESTAシニア SV

SPO-H-6
13:30~14:50 パーソナルトレーナーが備えるべき

「最新集客テクニック」
郡 勝比呂氏 NESTA JAPAN AD

坂原 慶弘氏 NESTA JAPAN AD

SPO-H-7
15:10~16:30 実際稼げるトレーナーに聞く、トレーナーが学ぶべき

7つの武器

SPO-A-4
11:00~12:30

スポーツDX戦略
～デジタル技術を活用したスポーツ価値の向上と
新ビジネスモデル創出～

境田 正樹氏 TMI法律事務所パートナー、スポーツ審議会スポーツ基本計画部会長代理、
 自民党スポーツ立国調査会スポーツDX部会
他
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SPO-F-11
14:00~14:30

Techonogymセミナー（講演内容選定中）

サ

サ

サ

サ

サ

サ

フ

フ

フ

NESTA JAPAN

NESTA JAPAN

NESTA JAPAN

• セミナー申込締切：7月22日（金）
• 定員となり次第、申込受付終了となりますのでお早めにお申込みください。　
• お申込み後のキャンセルは原則お断りいたします。

展示会運営事務局 （TSO International 株式会社内）

・TEL：03-6273-0403（月～金 10:00～18:00）
・E-mail：seminar@sports-st.com（セミナー専用）

展示会HPにて
セミナー情報確認 ▶▶ ▶ ▶展示会

事前登録 セミナー申込

セミナーに関する
お問い合わせ

または
右のQRコードにアクセス

https://sports-st.com/seminar/
【
セ
ミ
ナ
ー
申
込
方
法
】

協

協

協

協

協

協

協

協

講師選定中

スポーツ・美容・健康産業に関わる日本有数の豪華講師陣を招き、
アフターコロナに向けた最新情報・経営手法に関するセミナーをリアル開催！
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SPO-A-8
13:00~14:30

地方スポーツ活性化策～スポーツという
コンテンツの魅力を如何にして発信するか～

佐野 徹氏 日本テレビ放送網（株） スポーツ局 部次長
日置 貴之氏 スポーツブランディングジャパン（株）代表取締役
秦 英之氏 ONE Championship日本代表、Jリーグ特任理事
小林 至氏 桜美林大学理事／教授、SPORTEC実行委員

SPO-A-9
15:00~16:30

スポーツ施設とまちづくり～スポーツを
軸にいかにして”にぎわい”を
創出していくか～

今井 健雄氏 （公財）横浜市スポーツ協会　総務経営局　事業戦略シニアディレクター
人見 秀司氏 （株）東京有明アリーナ代表取締役
小林 至氏 桜美林大学理事／教授、SPORTEC実行委員

SPO-B-7
11:00~12:30

日本屈指のスポーツドクターが注目する、
整形外科的メディカルフィットネス動向

パネリスト
西良 浩一氏 医師、徳島大学 運動機能外科学 教授
金岡 恒治氏 医師、早稲田大学 スポーツ科学学術院 教授
熊井 司氏 医師、早稲田大学 スポーツ科学学術院 教授
中田 研氏 医師、大阪大学大学院 医学系研究科 スポーツ医学教室 教授
ファシリテーター：
本橋 恵美氏 スポーツ医学アカデミー主宰、コンディショニングコーチ

顧客努力を下げ、継続を促す
ー真のサブスクモデルの追求

パネリスト
矢ヶ崎 智之氏　 野村不動産ライフ＆スポーツ（株） 事業推進部 副部長
安藤 誉氏　 （株）ルネサンス スポーツクラブ事業本部 スペシャリストリーダー
野村 誠太郎氏　（株）東急スポーツオアシス ヘルスデザイン事業本部 ゼネラルマネージャー
蒋 詩豪氏 ソエル（株）代表取締役
ファシリテーター：古屋 武範氏　フィットネスビジネス編集長

SPO-B-8
13:00~14:30

SPO-B-9
15:00~16:30

講演内容選定中

尾山 基氏 （一社）日本スポーツ用品工業協会 会長 （（株）アシックス　取締役会長）

佐々木 康昌氏 　（株）オーエルシージャパン 代表取締役

SPO-C-6
11:00~12:30

スポーツビジネスの現状と今後

SPO-C-7
13:00~14:30

フィットネスプログラムを活用した
介護予防事業とその展開

秋元 功介 氏　 （株）ウェルネスフロンティア　ジョイリハカンパニー　カンパニー長
鈴木 有加里 氏　 （株）ルネサンス　ヘルスケア事業本部　アクティブエイジング部長
司会：紀伊 信之 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／
 プリンシパル

SPO-C-8
15:00~16:30

スポーツ・健康・ウェルフェア分野における
学際共創拠点
～社会実装／事業化に向けた産学官地連携
プロジェクトの推進～

SPO-D-7
11:00~12:30

脳メンテによるストレスケア！5000年の伝統療法
シロダーラのエビデンスと可能性

田畑 優美子氏　（一社）日本シロダーラ協会 代表理事　

SPO-D-8
13:00~14:30

『若さは作れる！遺伝子学の進歩！
次世代型エステ×トレーニング』

栁澤 奈々氏 （株）Lena/（株）LenaBrain代表取締役、Lena Virtue College理事長、
 （一社）Brain協会 代表理事

伊坂 忠夫氏 （学）立命館 副総長、立命館大学副学長、スポーツ健康科学部教授
中澤 公孝氏 東京大学 スポーツ先端科学連携研究機構機構長、大学院総合文化研究科教授
ほか

SPO-D-9
15:00~16:30

フィットネス×エステティック
鍼灸×エステティック
顧客満足アップセミナー

齊藤 歩美氏 札幌エステ鍼灸院AMINAS 代表、（一社）エステティックグランプリ 理事
武本 淳楽氏 デマントイド・ジム パーソナルトレーナー

SPO-E-7
11:00~12:30

「木下美穂里の顔学でメイクアップの迷いを無くす！」

木下 美穂里氏　アーティスト、美容家、木下ユミ・メークアップ＆ネイル アトリエ校長

SPO-F-15
13:45~14:30

酵母プロテインについて

SPO-G-15
11:00~11:30

SPO-G-16
11:45~12:15

SPO-G-17
12:30~13:15

店舗集客のネクストスタンダード
～明日から実践できる集客戦略とは～

unlimited nine Ltd.セミナー（講演内容選定中）

名郷 雅人氏 ヘイ（株） マーケティング本部

SPO-G-18
13:30~14:00

前年比200％！
コロナ禍でも負けない高単価高付加価値
パーソナルサービス運営方法

前田 拓郎氏 （株）ラストウェルネス 営業事業部マネージャー

SPO-G-19
14:15~14:45

琉球アスティーダの奇跡

選手をドーピングから守る唯一のアプリ
「DINX」をお伝えします。
＊参加者限定サービス有り

「世界のトレンドから考察する日本における
グループフィットネスの新しいカタチ」

早川 周作氏 琉球アスティーダスポーツクラブ（株） 代表取締役　

田中 広野氏 フットボールギア（株）マネージャー

講師選定中

SPO-G-20
15:00~15:45

リー・ニュエン （Ly Nguyen）氏　Les Mills Japanマネージングダイレクター

SPO-F-13
11:00~12:30

『空きスペースを活用した整骨院、フィットネスジム、
エステサロンにおける集客、収益アップについて』

関野 健太郎氏　（株）K&J 葉山一色鍼灸接骨院グループ代表、柔道整復師、
 　動的ストレッチマシンYURAGIアドバイザー

SPO-F-14
13:00~13:30

hacomonoが描く
総合フィットネスクラブの未来像

横溝 導章氏 （株）hacomono

佐久間 大地氏　（株）中原 

SPO-F-16
15:00~16:30

「治療と運動療法の要諦」
～診立てから養生指導まで～

野田 重信氏 （株）チームエス 取締役、下高井戸ヒーリングプラザ 院長、
 日本メディカルアート協会 会長

SPO-H-8
11:00~12:20 売れるパーソナルトレーナーに必要な知識・技術

田中 満氏 NESTAシニアSV

SPO-H-9
13:30~14:50 初めてのジム経営でやるべきウェブマーケティング

樗澤 一樹氏 NESTAオペレーションD

樗澤 一樹氏 NESTAオペレーションD

SPO-H-10
15:10~16:30 お金をかけずに成功するトレーナー採用

SPO-A-7
11:00~12:30

栄養学に基づいたアスリートのパフォーマンス支援と
その実際

青柳 清治氏 （株）ドーム 執行役員、栄養学博士

テーマ
アイコン

フィットネス・トレーニングフ
サロン経営・美容・健康サ 協賛セミナー協
スポーツ政策・スポーツ街づくりス 料金

アイコン
有料セミナー　

無料セミナー

事前申込価格 4,０００円（７月2２日（金）受付終了） 
当日券価格　 5,０００円  ※税込価格
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SPO-E-8
13:00~14:30

世界大会で優勝できた
【潜在意識を活用したマインドブロックの外し方】

川上 拓人氏 世界一のセラピスト
サ

SPO-E-9
15:00~16:30

スポーツに美を！　エクササイズ愛好家のための
オススメ美容健康法

岩本 麻奈氏 （一社）日本温活協会代表理事、皮膚科専門医

フ

サ

NESTA JAPAN

NESTA JAPAN

NESTA JAPAN

アイコンの見方

協

協

協

協

協

協

協

協

協

協

・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の責任を負いかねます。
・セミナーの録音・撮影は禁止しております。

スポーツ・美容・健康産業に関わる日本有数の豪華講師陣を招き、
アフターコロナに向けた最新情報・経営手法に関するセミナーをリアル開催！


