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招 待券 プロ・トップリーグ、協会、選手、施設
来場対象者

など

広げて 両 面 を ご 覧 く だ さ い

3

O
P
E
N
!

スポーツテック 、ファンサービス 、スタジアム・アリーナ設備 が 一堂 に 出展
: 00 18 : 00
2 020 年 2 月 5 日［水］〜 7 日［金］10
最終日のみ 17: 00 終了

当社があなたをご招待いたします

〜

期：

会

場： 幕 張メッセ

主

催：リード

sample

エグジビション ジャパン（株）

特別後援：
（一社）日本トップリーグ連携機構
本券をお持ちでない場合、入場料

後援団体

¥ 5,000 / 人 。18 歳未満の方の入場は固くお断りします。

最新情報は Web へ

www.sportsexpo.jp

▼

会

「スポーツ ビジネス 産業展」 は

関連 4 展 合計

ライブ展、イベント展 、地方創生展 と 同時開催！ 560 社 出展
※

本招待券に掲載の出展社数および来場者数は、同時開催展を含む2019 年 10 月 10日時点での最終見込み数字であり、開催時には増減の可能性があります。 ※出展契約企業に加え、共同出展するグループ企業・パートナー企業数も含む。
会場レイアウト・出展製品は変更になる場合があります。

第3回

スポーツビジネス 産業 展 会場レイアウト図

• ファンエンゲージメント • ファン獲得ソリューション

• スマートスタジアム（ Wi-Fi 、スマホ活用、動画配信）

• HP・EC サイト構築

• 新しい観戦スタイル提案（ウェアラブル、VR ）

• SNS 活用

• ファン向けイベント企画 • 演出サービス
• 経営コンサルティング

• 引退後の就職斡旋

ジャパンラグビートップリーグ、日本社会人アメリカンフットボール Xリーグ、日本女子ソフトボールリーグ機構、ホッケージャパンリーグ、

本展は 商談 のための展示会です
来場対象者
スポーツチーム・協会の
●

データ分析、アナリスト

●

集客、グッズ担当

●

トレーナー、ドクター

…など

◆
◆

課題解決 の 相談
見積り・納期
の 打合せ

…など

集客・ファン獲得
のためのサービス・製品

●

データ分析、ＡＩ、VR

●

スタジアム・アリーナ設備

●

トレーニング・医療機器

●

グッズ制作

• データ分析

• AI

• ファッション雑貨

• 応援グッズ

• 映像解析

•トラッキング

• キャップ

• スマホケース・アクセサリー

•トレーニング・フィットネス機器 • コンディショニング管理

• キッズ・ベビー用品

• マスコット人形

• 疲労回復サービス

全国から 33,000 名 来場！

スポーツチーム経営と戦略

チームのマーケティング

…など

トイレ

…など

4ホール

スタジアム・アリーナ

ワールド （イベント 総合 EXPO 内）

スポーツ界でも注目の集まる
eスポーツ。大会開催に必要な企画・
機材・各種サービスが一堂に出展。

事前申込制

詳細 は 裏面 へ

フィジカル・コンディショニング

集客や顧客満足度アップに活用
できる遊具やアトラクション、
アミューズメント機器が一堂に出展。

「幕張メッセ」は 近くて便利です
1 東京 駅から 電車 で 最速 23 分

JR 京葉線 特急利用、

海浜幕張駅までの所要時間

23 分【 JR 京葉線（特急）】

東京

30 分【 JR 京葉線（快速）】

秋葉原

（株）ジャパネット （株）メルカリ
ホールディングス 取締役社長 兼 COO／
代表取締役社長 兼
鹿島アントラーズFC
CEO
代表取締役社長

…など

小泉 文明

髙田 旭人

（株）千葉ジェッツ （株）DeNA川崎
ブレイブサンダース
ふなばし
代表取締役社長
代表取締役会長
島田 慎二

元沢 伸夫

出展 まだ間に合います
出展社 を 追 加募集 !
前回（2019年）の 会場風景 このような通路が23 本

申込み
問合せ

03 - 3349 - 8510
E-mail: sportsexpo@reedexpo.co.jp
TEL:

早稲田大学
スポーツ科学学術院
教授／
スポーツビジネス研究所
所長
間野 義之

（公財）日本バスケット
ボール協会
技術委員会
スポーツパフォーマンス部会
部会長
佐藤 晃一

（独）日本スポーツ振興センター
国立スポーツ科学センター
センター長 ／
ハイパフォーマンス戦略部
部長
久木留 毅

敬称略。掲載枠上、一部の講師の所属・役職を省略しております。

関連部署 、取引先 、同業者 の 方 へ 配布 ください

招待券 の 追加請求は

Webへ（無料）

www.sportsexpo.jp/inv/（ 本 招 待 券 1 枚 で 1 名 の み 入 場 可 ）

38 分

JR 総武線

幕張本郷

東京駅

約 40 分【高速バス】

羽田空港

約 40 分【高速バス】

3 近隣ホテル をご紹介

徒歩
約5分

約 15 分
京成バス

詳細は▶▶▶

www.sportsexpo.jp/hotel/

同時期 に 幕張メッセ（ 1〜3 ホール ）で 開催
販促・マーケティングの総合展

入場には別途 招待券が必要

申込み（無料）は www.sp-world-spring.jp
▲

実際のデモを体験

•インバウンド支援
• 集客、運営、警備
• 観光プロモーション
• テント、仮設ステージ、
…など

・
2 東京･羽田 空 港 から 高速バス 所要時間はダイヤ
交通状況により前後します

前 回（ 2019年）の 会 場 風 景

いたるところで活発な商談

ビジネス ワールド

業界 の 第一人者 が 毎日講演！
基調講演

145社 が出展

レジャー＆
アミューズメント

（ライブ・エンターテイメント EXPO 内）

6 ホール 出入口

各種スポーツチーム 、団体 など

190社 が出展

5ホール

eスポーツ

バス

スタジアム・アリーナ

先端テクノロジー
の 導入

●

EXPO

6ホール

電 車

アスリート

◆

下記を提供 する企業

EXPO

注目 の 新ゾーン を ご 紹介！

• レプリカユニフォーム

• 高機能ウェア・靴

地方創生

イベント
総合

幕 張 メッセ

経営、広報、監督

サービス・製品
の 選定

7ホール 出入口

• Tシャツ・タオル

…など

出展製品は
左記 拡大図参照

…など

第3回

第7回

海浜幕張

●

出展社

商談内容
◆

順不同、法人格略

マッピング

選手強化ソリューション

グッズ

2019年10月25日現在。

• 映像・照明機材
•プロジェクション

• スタジアムチェア、人工芝・天然芝、セキュリティ …など

…など

第3回

ライブ・
スポーツ
エンターテイメント ビジネス
産業展
EXPO
100社 が出展 125社 が出展

• 映像・照明・音響機器、撮影機材

日本野球機構、日本プロサッカーリーグ、日本女子サッカーリーグ、バスケットボール女子日本リーグ、日本バレーボールリーグ機構、
日本フットサルリーグ、日本ハンドボールリーグ機構、Tリーグ、大学スポーツ協会、全国大学体育連合、日本スポーツアナリスト協会

第7回

スタジアム・アリーナ設備

チーム運営ソリューション

で
関連 4 展 の 全体図 幕張メッセ 4〜7ホール（ 本招待券
全展 に 入場可） 出展社一覧 は 裏面へ

sample

出展社一覧
スポーツ ビジネス 産業展
アイリスオーヤマ（株）…スポーツ

下記の出展社一覧は 会期 約4カ月前（2019年10月10日現在）のものです。最新の出展社一覧は随時ホームページにて公開します。なお、開催時には増減する可能性があります。

品〜ノベルティ等の大口ロットまで
を、今よりも熱く。スポーツ施設の
お気軽にご相談ください!
課題解決はアイリスオーヤマにお
（株）山神
任せください。
（株）シー・アール・エム…オリジナ
（株）アピロス…スポーツブランドな
ルのアクリルグッズ・缶バッジを製
どのOEM製造実績があり、主な生
作！国内・自社工場生産！小ロット〜大
産地の中国で常駐の当社担当者が
ロットまで対応可能
製品の検品を行います。
重光商事（株）…スポーツタオル、
イイダ靴下（株）…オリジナル機能
クールタオル、タオルのことなら
ウェアを製作しませんか？着圧タイ
当社にお任せ下さい。
ツなど、幅広いアイテム展開でニー
国内在庫は常時10億円！
ズにお応えします！
静岡県庁…年間を通じて温暖、海と
IXPASS…NBA.MLB.NFL.
山が近くさまざまなスポーツが楽し
NCAAなどに愛用されていて、
めます。静岡でスポーツ合宿をしま
●シェアNO.1の折り畳みチェア
せんか！
●スポーツロッカーをご提供！
（株）いそのボデー…イベント会場 （株）白川ネーム店
シンク…アスリートとの開催実
に快適な「空間」を！
トラックが
【控室】（株）
績有！"楽しみながら防災を学ぶ"防
【救護室】
【物販ブース】
【授乳室】
災スポーツ®で協会、リーグ、チーム
に大変身。
の地域活動を！
（株）インボディ・ジャパン…筋肉量・
スイ インターナショナル（株）…
体水分量・体脂肪などを測定する体
ファッション性を必要とする販促物
成分分析装置InBodyを紹介します。
や物販商品などの企画提案から生
（株）SDクリエーション…「小さな
産まで行います。
スペースから街を面白くする」を掲
げ自由販売機を展開！無人で出来る
新しいモノとコトの販売手法！

NTTテクノクロス（株）
（株）NTTドコモ…5G時代のスポー
ツ映像ソリューションや、競技団体
と連携したデジタルマーケティング
の事例をご紹介！
エミリーズバルーン（株）…特殊効
果演出、会場装飾の企画・施工およ
び応援グッズ・ノベルティーの制作
はお任せください！

（株）LED光彩館
大分県佐伯市…海、山、川と三拍子
そろった温暖な気候！高速ICに近く

アクセス抜群！九州での合宿はお任
せください！
（株）大橋金属工芸…表彰品、記念
品、ノベルティ商品等オリジナル
で、打ち合わせ提案から企画、製
造、出荷まで致します。
（株）おみくじ工房…おみくじを陶
器製フィギュアに入れた商品の
OEM。おみくじの内容もオリジナル
で制作できます。
（株）ガウラ…健康と美を最大限追
求しモノづくりを展開しているフィッ
トネスクラブにおける水素水サー
バー設置数NO１企業
共同エフテック（株）…その場で高
品質な写真付きカードを発行しま
す。ファンサービスの強力なアイテ
ムとなります。
（株）クレアクト…圧力センサやマー
カーレスモーション、走運動分析
ツールなど、スポーツ科学向けのセ
ンサを取り揃えています
（株）計算力学研究センター…貴方
の筋力、100%発揮していますか？
動作中の筋力の活躍度を調べて、
最適なトレーニングメニューを策定！

（一社）健康情報連携機構

▼ 来場者登録欄

西尾レントオール（株）…総合レンタ （株）プラスワンエンタテイメント…

小西マーク（株）…応援する人を応
援します!全選手対応可能な受注商

ル業のパイオニア、ニシオの総合力
でスポーツエンタメ・仮設会場設備
をトータルサポート致します

応援グッズ制作ならお任せください！
ニーズに併せた商材、オンデマンド
物販サービスのご提案が可能です！

劇場等のシーティングシステムをお
客様のご要望にお応えしカスタマイ
ズしてご提供いたします。

チームへの商品提供実績有り！マー
キングに関する事なら弊社にご相
談下さい。

（有）
ＢＥＳＴＰＬＡＹ
西日本電信電話（株）
（株）ニッシンイクス…スタジアム、 （株）宝來社…プロチームやトップ

（株）日本SI研究所…シーズン終了 （有）まるもや刺繍
丸和（株）…野球に興味のない方に
を見据えた『財務のかじ取り』がで

も、触れてみたくなるようなグラブ
をご提案致します。
ミズノ
（株）…スポーツでの地域振
（一社）日本社会人アメリカンフッ
興、施設施工やメンテ、スポーツ品
トボール協会…「スタジアムをもっ
販売、健康経営について個別にご
と楽しく」。アメリカンフットボール
提案いたします
Xリーグは新たな観戦文化創出に取
村上パイル（株）…今治のタオルメー
り組んでいます。
カーで、今までのスポーツ・ライブ
（独）日本スポーツ振興センター…
グッズ関連の知識を活かしてご提
「国立スポーツ科学センター
案させていただきます。
（JISS）」で取り組んでいるハイパ （有）
メディアグロース…プロスポー
フォーマンススポーツを軸にした各
ツチームからの実績あり！お客様の
研究を紹介
ニーズに合わせたオリジナルアイ
ニューウェルブランズ・ジャパン（同） テムを作成致します！
… 選手、観客、会場が、感動を一つ （有）サンショウ
に 共有できる空間 、
（株）ユメロン黒川…厳選の天然鉱
（株）スリーエス…PLEADY 巻くか、
石による遠赤外線の温熱効果を活
そうなるためのサポートを！
！
負けるか。テーピングを、消耗品から
用した、岩盤浴ホットパック、濡れな
愛用品に変えていく。PLEADYの挑 野沢保育園…スピードUP！パワー
い足湯を出展いたします！
UP！体反応UP！フォーム形成UP！へ
戦にご期待ください。
ラブ・ラボ…私達はただのグッ
可能性を切開く、新小型運動サポー （株）
（一社）全国スポーツマーク品質
ズ制作会社ではなく、商品開発・企
ト器具の提案。
管理協会…ユーザー様の思い出
画・デザインの提案から商品生産ま
に残るマークを提供し、社会に貢献 パナソニック
（株）…Keep Fresh
でご対応します。
パナソニックのスポーツ事業
できる仕事が私たちの誇りです！
（公社）全国大学体育連合…全国大 （株）ハンズオン・エンタテインメント （株）RuKoRaKo…ドクターが認め
る即効性。スポーツへ関わる全ての
学体育連合は、大学体育の諸課題、
…グッズの企画から製作管理、販
人へ短期間で美しく健康になる方
諸問題に関して、積極的な研究討論
売管理、商品管理に至るまでワンス
法を伝授します！
を進めております。
トップでご提案致します。
…化学発光、LED製品を
第一資料印刷（株）…たった1冊の （株）バンダイ…電子決済対応自販 （株）ルミカ
主に様々な応援グッズを製作。より
ノートがスポーツを熱くする。選手
機などカプセル自販機市場シェア
一体感を創出する参加型演出をご
（チーム）用もファン向けも。オリジ
NO1ならではの独自の技術でご提
提案いたします。
ナルノートで熱くなれ。
案致します！
江蘇不懶人紡織品<中国>…1.デ
（株）タキガワ・コーポレーション・ ビーエム長野（株）…サッカー、フッ
ザインを綺麗に細かく表現できる
ジャパン…「防水ジッパーポーチ」
トサルをはじめとする各種スポーツ
2.短納期で小ロットを対応できる
同サイズなら複数柄を一度に製造、
人工芝と、コート温度上昇を抑える
同時開催展にて、
選手一人毎の写真入りファンアイテ
充填材をご紹介します。
スポーツ ビジネス向けサービス・
ムが製造可能！
（株）ビジョナップ…パフォーマンス
製品を出展している企業
（株）丹青社…スポーツ施設、エン
向上の最終兵器、ビジョントレーニ
タメ施設ほか、様々な場にテクノロ
ングメガネVisionupと目と脳のコ （株）青山…ラッピングしたオリジナ
ジーとアイデアで、感動体験空間を
ルグッズが１個から作れます。チー
ンディショニングツール
つくりあげます。
ムの応援に一役買いますよ。名入れ
（株）フィールドワーク…トレンドを
（一社）Tリーグ…2018年秋にスター
もお任せあれ！
捉えたデザイン腕時計OEMの提
トした卓球リーグ。世界No.1の卓
（株）あミューズ…ガチャガチャを、
案。コストとロットを抑えた企画に自
球リーグを実現するべく、日本各地
最新のテクノロジーで拡張し、
信があります！
で熱戦を展開中！
新しい体験をお届けするブランド
富士通（株）…選手/チーム戦略強化
（株）テクノア…オリジナルウエ
「Techガチャ研究所 」
やスポーツ事業の拡大/発展にICT
アを３Dシミュレーションする
（株）アルファコード…初期費用無料
で貢献する富士通のスポーツICT
i-DESIGNERシリーズ、イメージを
で、誰でも簡単にVRコンテンツを
ソリューションをご紹介
ビジュアル化し購入サポート。
製作・配信・販売できる空間プラット
（株）
プラスワンインターナショナル
フォームSaaS「Blinky」
東洋紡（株）…スマートセンシング
®
…オリジナルアイテム制作の専門店 EMTG（株）…ファンクラブ、会員管
ウェア を実現するフィルム状導電
素材「COCOMI®」を用いたスポー 『プラスワン』42万件以上の取引
理、EC、アプリ、電子チケット、チ
実績、年間227万枚以上の販売実績
ツウェアを紹介!
ケット2次流通などワンストップで提
供します。
（有）内藤額縁店…スポーツアイテ （株）プラスワンエージェント…好き
なアーティストのグッズを買うよう （株）イシワタグラフィックス…★定
ム額装実績№1！日本で唯一のユニ
に、応援しているアスリートのグッ
フォームやスポーツアイテムの額装
番グッズのクリアファイルに自信あ
ズを買うことが彼らの活動支援に。
り！自社工場にて毎日製造中！
専門店
きる
『スポーツ業界に特化した収支
管理システム』
をご紹介！

井関産業（株）…SDGｓをテーマに

佐川印刷（株）…佐川印刷の「パネル （同）DMM.com…地方の新しい未 プロダクトリング（株）…自治体実績
来を、DMMと共に。DMMならでは
あり。海外設置済みのAI顔認証カメ
した地方創生メディア「ツナカル」
マン」と「ファブリック製品」をご紹
の、地域に合った持続可能な事業提
ラ搭載ハイテク自動販売機で地方
は企業や自治体を動画、媒体制作、
介します。小ロット、多品種の製品が
案をいたします！
特産品の輸出サポート！
PR支援で応援します！
ズラリ。
エイム電子（株）…4K8K伝送でトッ （株）サン・プロンプト…ムービーDM！ （同）テン・ファイブ…オリジナル販 （株）堀商店…子ども・お祭りイベント
売物の製作。品質の良い商品の提
商材・販促景品は堀商店にお任せ！
プを走る100ｍケーブルをご紹介！
表紙を開くと音と映像が流れます。
供を目指しております。
常時1万点超の取扱商品から最適
（株）オールテクノソリューションズ
大手企業、自治体など実績多数。
な提案を致します
豊島（株）…SDGsに対して繊維商材
…乗りものイベントの企画・運営・広
感動をお手にとってご覧ください
でアプローチ。創業から180年の繊 （株）丸玉屋…花火は、国境を越え
告制作までトータルサポート！オリジ （株）サンワ…「モノづくりを通して喜
られる演目である。丸玉屋は花火
維専門商社が、豊富なラインナップ
ナルミニトレインの製作、常設も可！
びや感動を創造する」OEMにて缶
ショー制作のパイオニアとして未来
をご紹介致します。
（株）オンザウェイ…無線機でチーム
バッジ・アクリルや雑貨を中心に展
の花火を創造します。
（株）
トランス…POPUPストアや、イ
ワークをサポート！55,000件以上の
開しています！
ベントの実施。コンサート物販品の （株）友愛玩具…オリジナルグッズや
イベント経験を活かし、最適な通信 （株）
シエンアート…「フォトセラ」は
ディスプレイ、おもちゃメーカーなら
企画、販売などエンタメ関連の総合
方法をご提案します。
新しい合成写真撮影サービスです。
ではの実績とアイディアでご提案さ
商社です
（株）華陽テクノ・プラザ…グッズの
その場で写真とデータを手渡しす
せていただきます
中川装身具工業（株）…創業1930
定番「缶バッジ」を特殊メッキ技術
る体験型撮影サービス。
年。国産自社工場製ｼﾞｭｴﾘｰ、ｱｸｾｻﾘｰ ユニファースト
（株）…つくりたい を
で究極進化！
四国商事（株）…企業の記念品やノ
形にする会社
用ﾁｪｰﾝ・ﾊﾟｰﾂ製造販売ﾒｰｶｰです。
関西美術印刷（株）…アクリル・布も
ベルティ関連のタオル等ご相談く
（株）パートナーズ…スポーツ観戦 （株）ラディックス…センサー技術と
の・紙製品など様々なグッズあり！タ
ださい。今治ブランドタオルも取り
やライブシーンなど盛り上げる、オ
プロジェクションマッピング技術を
レント・舞台・イベントの商品につい
扱っております。
リジナル性の高いグッズや施策で
使った次世代体感型アトラクション
てご相談ください。
（株）ジャパンエニックス…イベン
ご提案します。
のプラットフォームです
（株）キャステム…アイドルやスポー
ト業では必須の無線機・
トランシー
（株）パール…メガネクリーナー・メガ （有）
リペアー…スカジャンを中心と
ツ選手（あのパッキャオも！）の実績
バー！販売・レンタル、何でもご要望
ネケース・ワイピングクロス（メガネ
して、さまざまなキャラクター製品
多数有。ストーリー性のあるグッズ
下さい！
！
やオリジナル製品を展開。OEM生
拭き）など展開。小ロット可、ご相談
はお任せください！
（株）シルキー・アクト…新商品の【マ
産も積極的に展開！
！
ください。
（株）キュー…小ロットから革小物、幅
ルチパスケース】
【マルチウォレット （株）博展…展示会やイベントを中心 （株）
リボンシンジケート…アクセサ
広いオリジナルグッズを制作致しま
ケース】
を展示します！もちろんサン
に企業・団体の体験型マーケティン
リーを中心としたオリジナルグッズ
す。帆布、ナイロン、合皮など幅広く
プル配布もあります！
グ活動を支援しています。
を小ロットから作製いたします。
可能です。
（株）スイデン…スポットエアコンや （株）ハレガケ…ハレガケはリアル
（株）ルイファン・ジャパン…キンブ
（株）京都大和…自社在庫商品の取
大型扇風機など暑気対策品を中心
謎解きゲームを中心とした体験型
レでお馴染みの「King Blade」の
り扱いが多数あり、小ロットでオリ
に、快適な環境を実現する製品づく
製造・販売。ペンライト・光物各種
ゲームの制作・プロデュースをする
ジナルノベルティが製作可能です。
りを行っております。
会社です。
OEM製作。業界一の品質と実績。
（株）グッドスポーツ…市民マラソ
（株）STUN…累計10億再生、チャ
テクプラパーク powered by
（有）
レーザーショーウェア…最善
ン大会の企画から当日の運営まで
ンネル登録者計100万人の現役
のレーザーシステム・サービスをご
ビービーメディア（株）…AR・VR
一貫して行います。及び企業イベント
などの最先端コンテンツをリーズナ
提案致します。
YouTuberのクリエイター陣が利
や、タイム計測も受注実績多数
ブルに！集客イベントに簡単導入で （株）若松屋…イベントを盛り上げる
益度外視でお手伝いします！
…性
（株）クリエイティブスペース
きるコンテンツの実績多数！
ために必要な雑貨から演出機材ま
（株）ステラキャスティング…タレン
能！価格！良いとこどり！
！ツアーでも
で取り扱いしています。
（株）ピュアトーン…スポーツ・イベン
トのキャスティング、コンサート制
使用実績のある
【現場で使える機
トなどのオリジナルグッズを製作い 自由度ロボット＜トルコ＞…遊園
作や企業の販促イベント、ディナー
材】
を集めました。
たします！
Ｊリーグ・Ｂリーグクラブ様
地、テーマパーク、遊具施設、ショッ
ショー等を企画・実行致します。
（株）グローカルシグナル…ファッ
への納品実績あり
ピングモールへシミュレーション
…●省ス
ション業界でのOEMの経験を活か （株）SPECIAL EVENT
ゲームを提供
廣川（株）…アーティストやスポーツ
ペースから大型開催まで、お得な
しファッション性と機能性の両面か
チームそれぞれのテーマに合わせ
Game Time International
パッケージを生かしてオリジナル性
らアプローチしたものをご提案！
たグッズをOEMを前提にご提案さ
＜中国＞…GTI magazineは最新
の高いイベントをご提供致します。
（株）ケイ・シー・シー…「いまどこ+」
せていただきます！
のアミューズメント製品情報を発信
ジャパン（株）…
は位置情報（GPS）を活用し、効率 スワロフスキー・
します！
スワロフスキー®・クリスタルを使った Pinmicro（株）…ビーコンデバイス
的なイベント運営や参加者の満足
からプラットフォーム、Webアプリ
Guangzhou Hi-LTTE
オリジナルグッズから名入れグッズ
度向上に貢献します！
まで位置情報ベースのトータルソ
Electronics Technology
まで、幅広くご注文頂けます。
（株）こうじばん…大きなブロック
リューションプロバイダ
＜中国＞…秀逸と革新さを合わせ
…ミス
トインスタレー
（株）
星光技研
を重ねるだけでインスタ映えする
もつ魅力的でエキサイティングな照
（株）フクヤ…出張アミューズメント
ションで、全く新しい演出効果を提
ウォールを短時間で設営。強化型軽
で物販にワクワクをプラス！グッズの
明器具を開発・製造します。
供。
お客様の想いをミス
トで
「カタ
量部材マイ・ブロック！
企画・生産・搬入も全てお任せくださ Power Distribution Systems
チ」にします。
コーエィ
（株）…会場の設営から運
い！
LTD.＜香港＞…大小全ての
営、管理、撤収まで豊富な経験を持 大器（株）…ボルダリングはお任せく （株）
イベントのサポートをします。
フジヤ…株式会社フジヤは「印
ださい！出張イベント・ウォールの施
つ専門スタッフが、お客様の「夢」を
象（こころ）に残るいい空間（とこ
1. 電気技術 2. 高度な設営
工・ボルダリングジムの運営請負が
カタチに致します。
ろ）」を創ります。
3. コミュニケーション
可能です。
（株）ゴーゴープロダクション… 唯
（有）puray…個性的なランニングイ S.E.P.＜フランス＞…遊園地、イベ
…業界ナンバーワ
（株）
タカラッシュ
一無二の着ぐるみ専門カンパニー。
ベントの企画・運営を行っています。
ント、フェス、モールなどでのライブ
ンを目指す企業様に、無限の可能
国内トップクラスの着ぐるみ製作技
参加賞などの製作も。自治体、大手
エンターテイメントの設計、企画、運
性を提供します！大手企業、自治体
術とパフォーマンスを誇る。
企業実績あり。
営はお任せください！
などの実績多数！
コシオカ産業（株）…・集客や販促な
（株）ブレイブソフト…「いつも通り
WORLD SHOW＜中国＞…中国
ど目的に応じたグッズの企画力・企 （有）田中刺繍…イベント、記念品
の１日を、歴史を変えた１日に。」新
のWORLD SHOWは、プロオー
グッズの刺繍加工承ります。スパン
画デザインから設計生産までワンス
ディオや照明、映像技術を13年間
しいイベント体験！イベント公式アプ
コール、コード刺繍などオリジナル
トップで行える生産体制
提供し続けています。
リをスピード構築！
商品のご紹介です。
サイタス（株）…有名プロゲーミング
チーム向製作実績多数！最短1週間 （株）DNPフォトイメージング
最新の出展社・製品などの詳しい情報は
でのユニフォーム・ジャージ等チー
ジャパン…写真で拡がるコミュニ
▶▶▶
ケーション！
ムオーダーに対応！

www.sportsexpo.jp/eguide/
最新情報は

ご来場前に下記アンケート全てにご記入のうえ、名刺2枚を添えて展示会受付にご提出ください。引換えに入場者バッジをお渡しいたします。

www.sportsexpo.jp

来場された方には、今後、DMや電子メールなどにより、弊社の展示会・セミナーの開催案内をさせていただきます。また、報告書などに本展の来場者として氏名を伏せた上で社名、所属、役職を掲載することがあります。掲載を希望されない場合は次の□に
チェックを入れてください。□
展示会来場者数の認証のため、来場確認のお電話をさせていただく場合があります。
弊社は個人情報について細心の注意を払っています。弊社の方針はホームページ（https://www.reedexpo.co.jp）をご覧くださ
い。
本展は商談のための展示会ですので、18歳未満の方のご入場はお断りします。
一度登録されますと、会期中3日間有効ですので、入場者バッジの提示で何度でも展示会場にご入場いただけます。

▶

1. あなたの職業は？（あてはまるものに１つだけþ印を付けてください。）

お問合せ

●プロスポーツ・トップリーグ

□ 1．
プロスポーツクラブ・チーム

● スポーツ団体・協会

□ 6.スポーツ団体・協会

● スタジアム・アリーナ

□ 8.スタジアム、アリーナ、ホール

□ 9.ゼネコン、設計事務所

● 官庁・自治体

□

12.官庁

□

13.自治体

● イベント企画・運営会社

□

16.イベント企画・制作・運営会社

□

17.広告代理店・ＳＰエージェント

□ 2．
トップリーグクラブ・チーム

● 実業団・大学・高校
● 専門家・教授
● スポーツ用品・グッズ
● メディア
● サービス

□ 3.実業団チーム

□ 4.大学

□ 5.高校

□ 7.専門家、教授
□

□

□

10.スポーツ用品
14.メディア（TV・ラジオ局、新聞社など）
□ 18.IT・通信会社
□ 20.スタジアム・アリーナ向け機材・サービス販売会社

□

11.グッズ
15.動画制作・配信会社
□ 19.プロ・
トップリーグ向けサービス会社
□ 21.その他 スポーツ関連

2. 次回（2021年）の「スポーツ ビジネス 産業展」の出展について
□ 1．
次回の出展を検討したいので、展示会出展案内資料を送付してほしい。

□ 2．
次回の出展の申込みをしたいので、連絡がほしい。

S1

主催者 リード エグジビション ジャパン（株）
スポーツ ビジネス 産業展 事務局
〒163-0570
東京都新宿区西新宿1-26-2
新宿野村ビル18階

TEL： 03-6362-6785（土日祝休み）
E-mail：sportsexpo@reedexpo.co.jp

業界第一人者によるセミナーを毎日開催！
1 スポーツ ビジネス 発展のための 特別講演
アドバイザリーコミッティ委員（法人格略、順不同）

2019年10月16日時点。敬称略。セッションの録音、写真・動画撮影などは一切禁止させていただきます。

都合により講師、プログラムが変更になる場合、およびテキスト配付の無い場合もございます。
なお、掲載枠上 講師の所属・役職を省略させていただいている場合もございます。

2 同時開催 関連講演（一部抜粋）

無料・事前申込制

K-2 地方創生 EXPO 基調講演

特別講演は、本展の主旨に賛同いただいた下記の方々によって構築されています。

無料・事前申込制
2月6日［木］9：30〜10：00

日本が目指すべき地方創生とスーパーシティ構想
前内閣府特命担当大臣（地方創生担当）／
参議院議員
片山 さつき

日本トップリーグ
連携機構

日本プロサッカー
リーグ

ジャパン・
プロフェッショナル・
バスケットボールリーグ

ジャパンラグビー
トップリーグ

日本バレーボール
リーグ機構

代表理事会長
川淵 三郎

チェアマン
村井 満

チェアマン
大河 正明

チェアマン
太田 治

代表理事会長
嶋岡 健治

日本社会人
日本ソフトボール
早稲田大学
アメリカン
協会
フットボール協会
スポーツ科学学術院
理事長
深堀 理一郎

副会長
宇津木 妙子

教授
間野 義之

江戸川大学
社会学部
教授
小林 至

K-1 ライブエンターテイメント・スポーツ・地方創生 合同基調講演
「長崎スタジアムシティ構想」から考える、スポーツ、ライブエンターテインメントを軸とした地域創生の未来

S-S1 グッズで稼ぐ！スポーツチームのMD戦略

浦和レッドダイヤモンズ（株）
本部長
パートナー・
マーチャンダイジング担当
戸苅 淳

S-S3 スポーツチーム経営と戦略

2月5日［水］14：00〜15：00 S-S4 大学スポーツの未来

（株）栃木ブレックス
マーチャンダイジンググループ
企画・制作
田代 智子

（株）千葉ジェッツ
ふなばし
代表取締役会長
島田 慎二

2月5日［水］12：00〜13：00

協力：
（一社）Entertainment Committee for STADIUM・ARENA

【パネリスト】
ECSA 事務局長／
（一社）日本トップリーグ連携機構
理事・事務局長
田口 禎則
他 パネリスト登壇予定

S-S7 スタジアム・アリーナの最前線

【モデレーター】
ECSA プロデューサー／
（一社）コンサートプロモーターズ協会
理事
長井 延裕

【モデレーター】
江戸川大学
社会学部 教授
小林 至

1試合に40,000人を集客する、
名古屋グランパスの
デジタルマーケティング戦略

（株）名古屋グランパスエイト
専務取締役 事業統括 マーケティング部長
清水 克洋

スポーツビジネス新時代

～アマチュアスポーツ観戦を変える
映像自動化とビジネスの可能性～

富士通（株）執行役員常務／
東京オリンピック・パラリンピック
推進本部
スポーツ・文化イベントビジネス
推進本部担当
阪井 洋之

早稲田大学
スポーツ科学学術院 教授／
スポーツビジネス研究所 所長
間野 義之

2月6日［木］14：00〜15：00 S-S10 最先端データ活用事例

AIカメラが創り出す新たな価値

～革新をもたらすスポーツICT～

NTT西日本（株）

ビジネスデザイン部
X-CREATE室長
中村 正敏

S-S11 最新フィジカル・コンディショニング

JUDO INTELLIGENCE

～日本柔道の躍進を支えるITサポート～

全日本柔道連盟 科学研究部 ／
了德寺大学 准教授／
了德寺学園医療専門学校 校長
石井 孝法

（独）日本スポーツ
振興センター
国立スポーツ科学センター
センター長 ／
ハイパフォーマンス戦略部
部長
久木留 毅

（公財）日本バスケット
ボール協会
技術委員会
スポーツパフォーマンス部会
部会長
佐藤 晃一

筑波大学大学院
人間総合科学研究科
准教授
谷川 聡

L-S5 最新チケッティングとファンクラブ運営

2月6日［木］14：00〜15：00

ファンクラブとチケット・グッズ販売等の一貫した運営がもたらす
効果的なファンエンゲージメントとは？
EMTG（株）代表取締役社長
佐藤 元

AIがもたらすライブ・スポーツエンターテイメントの未来

～ダイナミックプライシングによる価格革命～

ダイナミックプラス（株）代表取締役社長
平田 英人

2月5日［水］10：00〜10：45

～イベント戦略に見るファンを巻き込むブランディング～
（一社）渋谷未来デザイン 理事・事務局次長
長田 新子

E-S4 SNS活用術①

2月5日［水］16：00〜16：45

顧客基点のソーシャルメディアマーケティング
（株）メンバーズ
ソーシャルメディアマーケティングチーム マネージャー 兼 戦略プランナー
福島 享之

E-S11 SNS活用術②

2月7日［金］14：00〜14：45

集客力を確実にアップさせる Facebook、Twitter、LINEの活用
トランスコスモス（株）DEC統括 DX本部 執行役員
所 年雄

3 出展社PRセミナー

（株）日本政策投資銀行
地域企画部 課長
桂田 隆行

2月6日［木］16：00〜17：00
協力：
（一社）日本スポーツアナリスト協会

スポーツ×テクノロジーが導く
新しいスポーツのあり方
SAPジャパン（株）
ソリューション統括本部
エンタープライズ・アーキテクト 兼
スポーツ & エンターテイメント・
イノベーション推進 エバンジェリスト
佐宗 龍

2月7日［金］12：00〜13：00 S-S12 チームのマーケティング戦略② 2月7日［金］14：00〜14：45

アスリートを支えるフィジカル・コンディショニング ～日本が世界で勝つために～

2月6日［木］12：00〜13：00

（株）アミューズ 執行役員 MD事業部担当
高橋 由香里
（株）ソニー・ミュージックアーティスツ マーケティング本部 マーチャンダイジング事業部 次長
菊地 圭介
（株）WONDER STYLE 執行役員
藤井 都

2月6日［木］12：00〜13：00

から何を創造するのか～

S-S9 最新技術でスポーツ観戦はこう変わる！

L-S4 グッズで稼ぐ！売れるグッズとは？

E-S1 企業のブランディング①

スタジアム・アリーナにおけるデザインの 世界のスタジアム・アリーナの最新事例について
可能性 ～非日常を求めるファンとの接点 ～今後日本のスタジアム・アリーナの進むべき道とは～

（株）NTTドコモ
スポーツ＆ライブビジネス推進室
室長
馬場 浩史

（株）RIZeST 代表取締役
古澤 明仁

レッドブルの経験から改めて考える

2月5日［水］16：00〜17：00 S-S8 最新のスタジアム・アリーナ事例

（株）丹青社
デザインセンター
カルチャー＆コミュニケーションデザイン局
デザインディレクター
小岩井 淳雄

2月5日［水］14：00〜14：45

急成長するeスポーツ
～eスポーツ専門事業会社から見える「今」と「これから」～

協力：
（一社）大学スポーツ協会

2月5日［水］16：00〜17：00 S-S6 チームのマーケティング戦略① 2月6日［木］9：30〜10：15

コンテンツ・人・街をつなぐスタジアム・アリーナ

5Gで変わるスポーツビジネス

日英同時通訳

Rubén González

【パネリスト】
日本女子体育大学
体育学部スポーツ健康学科
准教授／
（公財）日本スポーツ協会
常務理事
ヨーコ ゼッターランド

【パネリスト】
（一社）大学スポーツ協会
専務理事
池田 敦司

S-S5 スタジアム・アリーナによるまちづくり

2月5日［水］12：00〜12：45

ラ・リーガ
事業開発
日本代表

大学スポーツは新しいステージへ ～UNIVASの取り組み～

スポーツチームの経営ビジョンと
スポーツビジネスの可能性
（株）メルカリ
取締役社長 兼 COO／
鹿島アントラーズFC
代表取締役社長
小泉 文明

【モデレーター】
早稲田大学
スポーツ科学学術院 教授／
スポーツビジネス研究所 所長
間野 義之

スペイン・サッカーリーグの
デジタルマーケティングとSNS戦略

福岡ソフトバンクホークス（株）
事業統括本部
マーケティング本部
商品部 部長
西川 正記

L-S2 eスポーツの発展と展望

成功するグッズ戦略 ～大手３社が語る成功の舞台裏～

2月5日［水］9：30〜10：30 S-S2 デジタルマーケティング

成功するグッズ戦略 ～制作から売り方まで３チームが成功の舞台裏を語る～

代表理事
渡辺 啓太

2月5日［水］9：30〜10：30

【パネリスト】
（株）ディスクガレージホールディングス
グループ代表
中西 健夫

【パネリスト】
（株）ジャパネットホールディングス
代表取締役社長 兼 CEO
髙田 旭人

日本スポーツ
アナリスト協会

プロ野球での成功ノウハウを活かした
Bリーグでの挑戦！
～横浜DeNAベイスターズ方式で
来場者前年比121％を実現した戦略とは～
（株）DeNA川崎ブレイブサンダース
代表取締役社長
元沢 伸夫

※無料・申込不要。直接会場にお越しください。

2月6日［木］14：30〜15：30

シーズン終了を見据えた「財務のかじ取り」
スポーツ業界に特化した収支管理システムのご紹介
お問合せ：
（株）日本SI研究所

下記コードより
アクセスください▼

（株）日本SI研究所 営業部 部長

潤間 洋平

TEL：03-6659-3242

■ 受講申込み

1 、 2 のセミナー受講のお申込みは
www.sportsexpo.jp/seminar/

▶

■ 受講料金
1 、2

無料

● 電話によるお申込みは、承っておりません。
問合せ先 スポーツ ビジネス 産業展 セミナー事務局
E-mail：sports-con@reedexpo.co.jp
TEL： 03-5259-9056（ 10:00〜18：00 土日祝休み） FAX： 03-3295-7007
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