
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。

本展は商談・仕入れのための展示会です

ご来場ならびにオンラインでの商談・セミナー受講いただく際は
以下手順にて事前の登録が必要になります！

● こちらの招待状のみではご入場できません。事前登録後、入場バッジをA4サイズ・カラーで印刷してご持参ください。
● 入場の際、登録内容確認のため、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。
※ 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。
※ 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。

本展は、完全事前登録のため、こちら招待状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。

新型コロナウイルス感染症予防対策のため、ご来場いただく際は、必ず事前登録を行ってください。

※内容は必要に応じて、適宜変更する場合がございます。詳しくは当社対策ガイドラインをご確認ください。

＜ガイドライン>

●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。
●こちらのご招待状ではご入場できません。
●身分証明書（免許証、保険証、パスポートなど）のご提示をお願いする
   こともございます。

招 待 状 ご 注 意
必ずWEBより事前登録が必要です。

●全参加者へマスク着用の徹底    ●全参加者にサーモグラフィ等による体温測定
●医師・看護師が医務室に常駐    ●全ての出入口に消毒液を設置
●扉の開放、空調設備による常時換気  ●セミナー会場での座席間隔の確保  など

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
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。

事前登録サイト／事前登録QRコード

・QRコードからでもアクセス可能

事前登録での入場方法

フィットネス・スポーツビジネスに関わる全ての方々、是非ご来場ください

https://www.sports-st.com/
west/visitorregist/

SPORTEC WEST

1 2 3

➡ ➡ ➡

ネット検索では解決できない！ 展示会場でできること
実物の確認が可能 一気に比較が可能 直接相談が可能

HPでは製品の
質感までは
わからない…

マシン、設備導入に対して
の設置イメージや費用が
わからないな…

色々な企業からカタログ・
資料を取り寄せるには、
時間も手間もかかる…

各社からの最新製品がたくさん！

あらかじめ出展社を検索できます  https://www.sports-st.com/west/company/

インテックス大阪
SPORTEC WEST 実行委員会

（最終日は16：30まで）
主  　 催

展示会運営事務局 TEL：03-5363-1701 E-mail：info@sports-st.com

http://sports-st.com/west/

10:00～17:00

西日本最大のスポーツ・フィットネス用品・設備・サービス専門展

Ⓡ

2020年10月14日 16日～（水） （金）

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

パートナー・代理店選定
実物のデモによる比較検討
見積依頼・導入相談

商談内容出 展 社 来場対象者
以下の商品・サービスを

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

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

※本展専用駐車場のご用意はございません。公共機関を利用してのご来場をお願いいたします。

空港バス 30分

徒歩約10分新幹線・電車ご利用の場合

徒歩5分

地下鉄（中央線）15分

ニュートラム
（南港ポートタウン線）

ニュートラム
（南港ポートタウン線）

地下鉄
（中央線）8分

3分

14分
地下鉄（四つ橋線）12分

空港バス 30分

JR関空快速 60分

地下鉄（御堂筋線）10分

JR 4分

飛行機ご利用の場合

新大阪

関西国際空港

大阪国際空港

大 阪

大 阪

本 町 コスモスクエア

難 波
大国町 住之江

公園

中ふ頭弁天町

JR環状線8分

JR環状線8分

地下鉄
（御堂筋線）（四つ橋線2分）

イ
ン
テ
ッ
ク
ス
大
阪

高速道路
一般道路

自動車ご利用の場合

阪神高速5号
湾岸線

阪神高速16号
大阪港線

阪神高速4号
湾岸線

南港北出口
（大阪市内・
　神戸方面より）

南港南出口
（南大阪・
　和歌山方面より）

（六甲アイランド）
大阪港
咲洲トンネル

インテックス大阪
至 神戸

至 大阪
　 市内

至 関西空港

インテックス大阪へのアクセス

課題に沿った質問ができて安心！実物の質感・良さがよくわかる！
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（50音順、一部抜粋。2020年9月1日現在）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。

（一部抜粋）

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

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

出展対象

来場対象

● 空気設備・機器
● 空気清浄機
● サーモグラフィーカメラ
● クリーンルーム・エアシャワー設備
● 殺菌、除菌、消毒製品・用品
● 免疫力向上食品・製品
● 入退管理システム

出展対象

チームウェア・スポーツギア・グッズなどの
スポーツアパレル・用品専門エリア

スポーツ用品エリアスポーツ用品エリア

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

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

出展対象

来場対象

免疫力向上・感染対策エリア免疫力向上・感染対策エリア ホームフィットネス＆
トレーニングパビリオン
ホームフィットネス＆
トレーニングパビリオン

ヘルス＆スポーツ
フードエリア

健康食品・飲料素材専門エリア

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

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

出展対象

来場対象

フィットネス・
スポーツ設備エリア

スポーツ・フィットネス施設向け
設備・サービス専門エリア

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

出展対象

出展対象

スタジアム&アリーナ
パビリオン
スタジアム&アリーナ
パビリオン

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

● ホームフィットネス機器・用品
● トレーニングアプリ・メソット
● モニター・カメラ
● マット・鏡
● 通信機器設備
● 防音設備・製品
● リフォームサービス

※レイアウト図は実際と異なる場合がございます。

●（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
●（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
●（株）アイズ・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
●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
●（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
●（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
●アルゴアクティブ（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
●（株）ARKE
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●イーキュアレーション協会  
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
●（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
●Impulse
ー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
●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
●（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
●大阪商工会議所
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
●（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
●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
●（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
●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
●（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
●（有）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
●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
●（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
●（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
●（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
●（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
●（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

●（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
●（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
●（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
●SHOWTIME 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
●ジョンソンヘルスケアテックジャパン（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
●（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
●（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
●（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
●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
●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
●（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
●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
●（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
●（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
●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
●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
●（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
●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
●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
●（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
●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
●（同）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
●（特非）日本トレーニング指導者協会
　  Japan Association of Training Instructors
ー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
●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
●（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

●（株）ハジコム
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
●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
●（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
●（株）ピー・エイチ・ワークス
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
●be LEGEND ビーレジェンドプロテイン
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
●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
●（株）ピィアイシィ・バイオ
ー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
●（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
●（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
●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
●（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
●（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
●（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
●（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
●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
●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
●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
●（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
●（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
●（株）舞洲スポーツ振興事業実行委員会
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
●（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
●（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
●リファイン（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
●（株）ルック
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
●（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
●夢・ドリーム（株）

出展社・製品などの詳しい情報は▼
https://www.sports-st.com/west/company/

※FIA会員特別割引価格はHPに掲載

※FIA会員特別割引価格はHPに掲載

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！

● 全セッション定員になり次第、申込受付終了となりますのでお早目にお申込ください。
● お申込後のキャンセルは、原則お断りいたします。
● 有料セミナー事前受講料の決済は、銀行振込とクレジットカードよりお選びいただけます。
● １０月６日(火)までにお申込と事前受講料の決済をお済ませください。それ以降は会場
にて、当日受講料で承ります。

展示会運営事務局（TSO International 株式会社内）
・TEL：03-5363-1701（月～金 10:00～18:00）
・E-mail：seminar@tso-int.co.jp（セミナー専用）

展示会HPにて
セミナー情報確認▶ ▶ ▶ ▶

【セミナー申込方法】
展示会

事前登録を行う
HPより

セミナー申込
有料セミナーは

期日までに受講料を
お支払ください。

セミナーに
関する

お問い合わせ

https://www.sports-st.com/
west/seminarregist/

または
右のQRコードにアクセス

Ⓡ

全体レイアウト図 4号館

10
月
14
日

（水）

10
月
15
日

（木）

10
月
16
日

（金）

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

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

廣常 啓一氏 （株）新産業文化創出研究所　代表取締役所長

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

withコロナ／postコロナの状況における、
2025大阪・関西万博に向けた関西圏の
ヘルスケア産業、スポーツ産業とソーシャル
コミュニケーションを活用した活性化策

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。

アイコンの説明

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

B-11 13:00~14:30

吉田 康治氏 NESTA JAPAN エリアマネージャー

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-1 11:00~12:30

濱田 将士氏 （株）アドバンスシフト 代表取締役 

B-4 11:00~12:30

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-2 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-12 15:00~16:30

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

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

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

未来社会デザインに向けた舞洲での
実証事業について

舞洲スポーツ振興事業推進協議会（予定）
（大阪市・セレッソ大阪・大阪エヴェッサ・オリックスバファローズほか）

A-5 13:00~14:30

溝畑 宏氏 （公財）大阪観光局 理事長

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!!

吉田 康治氏 NESTA JAPAN エリアマネージャー

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

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

B-3 15:00~16:30
【FIA提供セミナー】

【FIA提供セミナー】

F

F

F F

F

●掲載情報は２０２０年９月3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　事前申込価格3,000円（10月6日受付終了）／ 当日券価格4,000円
全て税込価格。無料セミナー 実技セッション 実技を含む講義セッション

FIA会員は特別割引設定

FIA会員は特別割引設定

NESTA JAPAN セミナー企画

セミナー情報は一部抜粋して掲載しています。セミナー詳細・最新情報はホームページをご覧ください。


