本招待券とお名刺をご持参の上、ご入場登録欄を
必ずご記入いただき、受付へお並びください。

招待券1枚につき1名様のご入場ができます。
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。
本券で全展示会の入場が可能です。

スポーツ・ウェルネス産業総合展

Sports & Wellness Week 2021
本展を構成する７つの専門展

PBS
Pool & Bath & Sauna EXPO

HEALTHY LIFE

期

2021 年

会

場

ポートメッセなごや

生活習慣病予防展

熱 熱中症対策展

プール＆温浴産業展

６月１７日（木）〜１９日（土）10:00〜17:30

会

病気リスクの高い生活習慣病予防の為の食品・製品・サービス産業展

熱中症対策製品・技術・サービスに関する専門展

第１回

Outdoor Lifestyle Show

第１回

第１回

Outdoor Lifestyle Show

プール・温浴施設向け設備・備品・サービス専門展

感染症対策・予防・検査に関する日本唯一の専門展

第１回

第１回

ヘルス＆ビューティーショー

アウトドア・キャンプ関連設備・用品・サービス専門展

OLS

健康で理想の体づくりのための設備・用品・サービス専門展

第３回

日本最大のスポーツ・フィットネス産業の専門展

一般社団法人 日本距骨調整協会
〒231-0012
神奈川県横浜市中区相生町1-17-1 3F
TEL：050-5272-8943

お問合せ先 ： Sports & Wellness Week 運営事務局

TEL：03-6273-0403 E-mail：info@sports-st.com
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。 SPORTECウェブサイト

https://www.sports-st.com

SPORTEC

で検索

本展示会は、新型コロナウイルス感染拡大予防の為、完全登録制となります。招待券をお持ちいただくか事前登録が必要となります。
本展の感染症対策ガイドライン

事 前 登 録で の入 場 方 法

1

展示会
公式HPから
事前登録を
行う

2

登録後、
マイページから
入場バッジを
「カラー」
で印刷する

��������������
�����������������������������
�������������������������������������
����������������������������������

Ⓡ

�������������������������������������
���
���������������������

�����������������

�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������

�����
��������
�

�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������

�

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。
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印刷した
用紙、名刺、身分証を
お持ちの上、
受付の「事前登録」 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
レーンへ
ください。

事前登録サイト
事前登録QRコード

4

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。

①マスクの着用

②検温の実施

③消毒の実施

④ソーシャル
ディスタンス

⑤共有部分の除菌

⑥換気の徹底

※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。

https://www.sports-st.com
QRコードからでもアクセス可能

※ 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。
※ 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。

※下記アンケートを全てご記入後、名刺 2 枚をご用意の上、展示会場受付へお持ちください。
※本展は業界関係者を対象とした商談展のため、
一般の方・お名刺をお持ちでない方は、
入場料2,000円
（税込）
が必要となります。
本展は、個人情報の取扱いについて細心の注意を払っております。
プライバシーについては、
展示会ホームページをご覧ください。

あなたの業種は？ （複数回答可）
□A.
□B.
□C.
□D.
□E.
□F.
□G.
□H.
□I.
□J.
□K.
□L.
□N.

民間・公共スポ―ツ施設運営企業
介護・福祉施設・病院・医療機関
鍼灸・整体・治療院
理美容院・サロン
商業施設・ビル
スポーツ関連用品・機器メーカー
介護・健康用品・機器メーカー
食品・飲料・サプリメントメーカー
トレーナー・インストラクター・コーチ
スポーツレジャー（アウトドア・マリンスポーツ・アスレチック）
リーグ・競技団体・スポーツイベント主催者・代理店
問屋・卸・小売・流通
□M. 教育機関・調査機関
自治体・政府機関・協会・団体
□O. 一般・学生

次回、
本展示会
（12月東京開催）
について、
出展または来場のご希望は？
□出展したい（
小間）
□出展を検討する
（
小間） □出展検討のための資料が欲しい
□来場したいので招待券が欲しい
ご入場の際にご登録いただきましたお客様の情報は、本展示会の運営を始め、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。ご了承されない場合は、右記にチェックを入
れてください。

-１-

スポーツ・健康産業分野日本最大の650社※が出展！
（※最終予定数）

Sports & Wellness Week 会場レイアウト図

公式HPで毎日出展社一覧更新中
第3展示館
日本最大のスポーツ・フィットネス産業の専門展

SPORTEC

第3展示館
感染症対策・予防・検査に関する日本唯一の専門展

第3展示館
健康で理想の体づくりのための設備・用品・サービス専門展
第１回

第３回

70社が出展

150社が出展

150社が出展
トレーニング・フィットネス設備・備品
トレーニング・ダンスプログラム
スポーツ用品・備品
アパレル・機能性素材
CRM、
顧客管理・施設管理システム
スタジアム・アリーナ向け設備・機器
スタジオ向け照明、
音響システム
最新スポーツ関連ITシステム・EMS
計測器、
体重・体組成計
スポーツテクノロジー など

パーテーション、
カーテン
フェイスシールド、マウスシールド
マスク、マスク関連製品
エアシャワー、
換気扇、
空調機器
除菌・抗ウィルス用液剤・溶剤・シート
スタンド、ディスペンサー
接触防止製品、
密回避システム
体温計、密監視カメラ、
アプリ
PCR検査、抗源・抗体検査、他検査機器
感染対策サービス、コンサルティング など

プール設備（ろ過機、循環器、など）
シャワー、ジェットバス、浴槽
サウナ、岩盤浴設備、採暖設備
殺菌設備、滅菌装置、清掃サービス
波設備、スライダー
エア遊具、浮き輪、
マット
水景設備、噴水設備、滝設備
ロッカー、更衣室、アメニティ
運営・保守管理サービス、コンサルティング
アメニティグッズ など

第１回

熱 熱中症対策展
20社が出展
空調・除湿機器
冷風機、ファン
散水・ミストシステム
断熱・遮熱製品／紫外線対策製品
テント・オーニング・日よけ
冷却系アパレル・キャップ・日傘
熱中症対策食品・飲料
汗・ニオイ対策、デオドラント製品
冷却・保冷材
温度計・監視アプリ など

150社が出展

アウトドア・キャンプ関連設備・用品・サービス専門展

OLS
Outdoor Lifestyle Show

Outdoor Lifestyle Show

80社が出展

健康食品、サプリメント
肩こり・腰痛対策製品
姿勢改善・歩行サポート製品
肥満対策製品
体重計・体組成計
ストレス対策製品・リラックス機器
禁煙・禁酒・節酒サービス
睡眠改善製品・睡眠サポート用品
ウェアブル機器・健康アプリ
検診サービス など

キャンプ設備・用品・備品／テント
屋外公園向け遊具・設備・機器
スポーツアクティビティ
アウトドアウェア・用品・防寒用品
BBQ設備・調理器具
キャンピングカー／トレーラーハウス
屋外照明／非常用電源／充電設備
ログハウス／コンテナハウス
アウトドア施設予約システム
その他アウトドア向けサービス

遠 方の方、来 場 が出来ない方に朗 報！

第３回

熱中症対策製品・技術・サービスに関する専門展

HEALTHY LIFE

第1展示館
第１回

30社が出展

生活習慣病予防展

第１回

プール＆温浴産業展

病気リスクの高い生活習慣病予防の為の食品・製品・サービス産業展

第１回

PBS
Pool & Bath & Sauna EXPO

ボディメイク機器・EMS
ダイエット機器・用品
コスメティックス用品・化粧品
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
姿勢補正、機能性インナー
美容系食品、サプリメント
店舗備品・販促サービス など

第1展示館

第3展示館
プール・温浴施設向け設備・備品・サービス専門展

ヘルス＆ビューティーショー

新しい生活様式を提案する特別パビリオン
次世代フィットネスクラブ体験パビリオン

協力：日本フィットネス産業協会 デザイン：アイレクススポーツライフ株式会社
非接触・非対面、最新の換気システムや抗
ウイルスの安全に安心なフィットネスクラ
ブが出現。最新のトレーニングマシンとプ
ログラムを実際に体験できます。

次世代工場体験パビリオン
協力：パイオニア風力機、
他

工場内クラスターを防ぐためのウィルス対
策、導線設計の最新工場モデルを会場内
に設置。工場内での検査や抗ウィルスに向
けた取り組みを実体験いただけます。

安心できる飲食店舗パビリオン
協力：伍味酉
（株式会社テイスト）

マスクを外す機会の多い飲食店舗で、どの
ように、楽しく美味しい食事を両立してい
くのか。自動配膳、無人化、飛沫防止など、
実際に飲食にご利用いただけます。
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展示会場をLIVE中継「Zoomバスツアー」
Zoomバスツアー 視聴参加無料（最大500名・先着順）

Zoomウェビナーを活用し、
ブース内をZoomにて生
中継いたします。
会場内の出展社から注目の企業ブー
スを2〜3分間ずつご紹介するサービスです。
当日、
ご
来場できない方でも、
各出展社ブースによる臨場感の
あるPRを視聴できます！
Zoomバスツアー６月17日〜６月18日（予定）

詳しいスケジュール、紹介企業は後日発表いたします。
ホームページまたはFacebookより最新情報を
ご確認ください。

コロナ禍を乗り切るための特別な展示会＆セミナー
Sports & Wellness Week 注 目の 特 設 パビリオン

本展ではコロナ禍で注目される製品・サービスにフォーカスしたパビリオンを設置しております。
ゴルフパビリオン

フレイル対策パビリオン

機能性スポーツアパレル・
素材パビリオン

ゴルフパフォーマンス向上のための製品・サービ
スが一堂に集まり、全て会場で試せます。

コロナ自粛で増え続けているサルコペニア・フレ
イル。この対策に向けた製品を一挙展示します。

高機能・高性能なスポーツウェアから最新素材ま
で、次世代の繊維技術が一堂に集まります。

日本ホームヘルス機器協会パビリオン

キャンピングカー＆
トレーラーハウスパビリオン

キャンプワーケーションパビリオン

在宅時代に必要な、協会認定のセルフケア向け家
庭用医療・健康管理機器が一堂に展示します。

キャンプにも移動オフィスにも可能な、最新のキ
ャンピングカー40台に乗って体験できます。

自然と共生し、ストレスフリーで仕事をする、そん
なキャンプ場でのワーケーションを提案します。

本展では90セッション以上のセミナーイベントを
同時開催しています。他 セミナー情報は4P〜6Pへ

B-1

美容・
ダイエット
基調講演

C-1

左列からの続き

EV-6

感染症対策強化型エンタテイメントショー
マサキ ザ・イリュージョンショー

11:00~12:30
6月17日
（木）

人生100年時代における
VITAL LIFEの実現

松下 剛氏 （株）MTG 代表取締役社長
渡邊 航平氏 中京大学スポーツ科学部

EV-7

教授

主催：
（公社）
日本ボディビル・フィットネス連盟
（JBBF）
国内最高峰のフィットネスコンテスト”SPORTEC CUP”が戻ってきます！
ビキニフィットネス／ボディフィットネス／メンズフィジーク、
そして、新カテゴリー／マスキュラーフィジーク
優勝を飾るのは誰か、その感動の瞬間を共にしましょう！

11:00~12:30
6月17日
（木）

EV-8

岡部 友氏 SPICE UP FITNESS 代表
ゆりやんレトリィバァ
マイナス45ｋｇの減量に成功したゆりやんレトリィバァ氏とその身
体をつくりあげた美尻トレーナー岡部友氏によるここでしか聞け
ない減量エピソードや成功の秘訣、そしてトレーニングを体験！

小沼 宏治氏 スポーツ庁健康スポーツ課長

スポーツによる
地方創生

J-1

15:30~17:00
6月19日
（土）

岡部友＆ゆりやんレトリィバァ ＰＯＷＥＲＨＩＰＮＥＳＳトークＬＩＶＥ
＠スポルテックin 名古屋

13:00~14:30
6月17日
（木）

スポーツ産業 日本人の健康増進とスポーツ／身体活動
基調講演 牧原 秀樹氏 衆議院議員、健康・スポーツ産業推進議員連盟 事務局長

C-7

13:00~15:15
6月19日
（土）

SPORTEC CUP2021

コロナ対策 新型コロナウイルスとは何か？
感染症予防 最新の情報から掴む対策最前線
基調講演 長谷川 好規氏 国立病院機構名古屋医療センター 院長

D-2

11:00~12:00
6月19日
（土）

11:00~12:30
6月19日
（土）

アイコンの説明

“稼ぐ”地域づくりに向けたスポーツコミッションの可能性

ポートメッセなごやまでのアクセス

原田 宗彦氏 （一社）日本スポーツツーリズム推進機構 代表理事
榎木谷 達人氏 大阪市経済戦略局 スポーツ部 スポーツ課 スポーツ事業担当課長代理
杉﨑 正美氏 （公財）名古屋観光コンベンションビューロー 理事長
名古屋市副市長

13:00~16:25
6月17日
（木）

第7回 日本スポーツパフォーマンス学会大会

第1展示館

■総合司会：前田 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
■開会挨拶：福永 哲夫氏 SPORTEC実行委員長、鹿屋体育大学 名誉教授
■【第1部】
シンポジウム・座談会
『スポーツパフォーマンス研究 論文投稿・掲載促進のための作戦会議』第2弾
〜SP研究ならではの論文を大切にするために：若手会員編〜
（進行）栫 ちか子氏 鹿屋体育大学 講師
■【第2部】一般発表 ■【第3部】一般発表 ■ポスター発表
■閉会 【詳細・申込】 http://sports-performance.jp/symposium.php

J-2

実技セッション

事前申込価格 4,000円/当日券価格5,000円
事前申込価格 6,000円 全て税込価格

第3展示館

公共交通機関でお越しの方

13:00~16:00
6月18日
（金）

（一社）
日本ホームヘルス機器協会 コンプライアンスセミナー
■カリキュラム ※下記終了後にテスト
（10問）があります。
第1章 ホームヘルス機器販売員の役割 第2章 販売に係る違反事例と法規制
第3章 機器を安全にご使用いただくために
第4章 ホームヘルス機器の未来のビジョン
受講料：自社製品を自ら販売している会員企業または
会員企業の製品販売者 3,000円/非会員 5,000円※共に税込
申込・問い合わせ方法：
（弊会HP） ※申込手続き完了後、当日はセミナー会場へ直接お越しください。
https://www.hapi.or.jp/hanbai̲shikaku/index.html

セントレア
中部国際空港

右列に続く

▶

金城ふ頭駅
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名鉄常滑線 名古屋空港特急

ミュースカイ
28分

徒歩
5分

名古屋駅

ポートメッセ
なごや

名古屋臨海高速鉄道

あおなみ線
24分

90以上のセミナー・イベントが開催される充実の3日間！
・掲載情報は2021年4月10日現在のものとなります。セミナー内容、講師、スケジュールは変更となる場合がございます。
3ページからの続き

左列からの6月18日からの続き
▶

スポーツ・フィットネス・トレーニング

F-5

6月17日
（木）

A-1

11:00~12:30

「コロナ禍を機会に変え、
さらに成長して
いくための戦略と組織づくり」

濱田 将士氏 （株）アドバンスシフト 代表取締役

A-2

五十苅 知博氏

A-3

15:00~16:30

B-3

24時間セルフ型ジムの行方ー
これからどうなる？どう備える？
市場・顧客の動きと効果的な対応方法

F-1

13:00~14:30

「コロナ禍という危機を機会に変え、
さらに成長していくための戦略と組織づくり」

田中 満氏 NESTA JAPAN理事、
（有）
LOHAS 代表取締役

IT補助金利用可能
13:00~14:30 社員が自発的に運営改善！次世代管理
アプリによる人材強化システムの導入法
川口 優子氏 （株）
cocoraise 代表取締役
新田 大貴氏 （株）MS&Consulting コンサルタント

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

F-7

11:00~12:30

F-9

アフターコロナに向けた
スタジオ経営

HITOMI氏 全国トップレベルのカリスマトレーナー／BEST BODY JAPAN 2020
日本代表選手／日本大会 モデル部門準グランプリ 東日本大会 グランプリ獲得

H-7

齊藤 邦秀氏 NESTA JAPAN副代表（有）ウエルネススポーツ 代表取締役
大久保 裕美氏 NESTA JAPANアシスタントディレクター、
（株）グローバルプランニング 代表取締役

オンラインフィットネスの将来、
インスト
ラクター・トレーナーがつくる新時代

H-8

吉田 康治氏

郡 勝比呂氏

NESTA JAPANアシスタントディレクター
（株）ジムフィールド代表取締役

I-10 ボディメイクのトレーニング／コンテストとアンチ・ドーピング

10:30~12:00

運動の生活カルチャー化により活力ある未来をつくる
〜立命館大学アクティブ・フォー・オール拠点〜

青田 正順氏 (公社)日本ボディビル・フィットネス連盟
鈴木 雅氏 2010〜2018年男子ボディビル日本選手権大会優勝者、
2016年男子ボディビル世界選手権80kg級優勝者
安井 友梨氏 愛知県ボディビル・フィットネス連盟 理事
（司会）辻本 俊子氏 (公社)日本ボディビル・フィットネス連盟 常務理事

I-12 本当に“効果的な”ウェイトトレーニングとは

15:30~16:30

鈴木 雅氏 2010〜2018年男子ボディビル日本選手権大会優勝者
2016年男子ボディビル世界選手権80kg級優勝者

体改善・生活習慣病予防
6月17日
（木）

B-2

フィットネスビジネスを支える人財育成セミナー
人材定着のカギとなる評価制度と採用の方向性

メディカルフィットネス事業の
本質と施設運営

13:00~14:30

藤本 浩也氏 日本メディカルフィットネス研究会 副会長、
（株）
プロティア・ジャパン パワープレート営業＆研修部門 ディレクター
田中 尚子氏（公財）
日本健康スポーツ連盟 理事 事務局長、
日本メディカルフィットネス研究会 事務局

D-1

FIAマネジメントセミナーポストコロナ期に

生活習慣病の予防／改善を実現する
運動・栄養プログラム

11:00~12:30

田中 喜代次氏

H-2

13:00~14:30

ウィズコロナを抜けアフターコロナに向けてのマイクロ
ジムのビジネスチャンスとマネタイズの方法を探る

高橋 順彦氏 （株）
ｎａｎｏ 代表取締役

ビジネスマインド 最大収益に向けて
すべきことは？

15:00~16:30

右列に続く

▶

E-6

NESTA JAPANアシスタントディレクター、鍼灸・マッサージ
治療院ACU代表

H-9

6月18日
（金）

15:00~17:00 於けるフィットネス産業〜成長の鍵と経営の方向性〜
（パネリスト）
有坂 順一氏 コナミスポーツ（株）代表取締役社長、FIA理事
小林 利彦氏 野村不動産ライフ＆スポーツ（株）代表取締役社長、FIA理事
岡本 利治氏 （株）ルネサンス 代表取締役社長
粟辻 稔泰氏 （株）東急スポーツオアシス代表取締役社長、FIA理事
（ファシリテーター）吉田 正昭氏 （一社）日本フィットネス産業協会 会長
15:00~16:30

治療家がお伝えします。
機能解剖学をトレーニングに活かす方法！

13:00~14:30

相原 雄介氏 スポーツクラブNAS
（株）人事部長
藤井 一安氏 （株）
ティップネス 人事総務部長
長島 拓也氏 （株）
フージャースウェルネス＆スポーツ 取締役管理部長

B-6

トレーナーの未来図

11:00~12:30

田中 孝英氏 オムロンヘルスケア（株）執行役員専務 開発統括本部長、
COI STREAM アクティブ・フォー・オール拠点プロジェクトリーダー
塩澤 成弘氏 立命館大学 スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 教授
西浦 敬信氏 立命館大学 情報理工学部 情報理工学科 教授
町田 修一氏 順天堂大学大学院 スポーツ健康科学研究科 教授
伊坂 忠夫氏 学校法人立命館 副総長、COI STREAM
アクティブ・フォー・オール拠点リサーチリーダー
花内 誠氏 （株）電通 スポーツ事業局 シニアディレクター

B-5

カリスマトレーナーHITOMIによる、
HIITを超える
スタジオWIN式超限界プログラム体験

15:00~16:30

野村 誠太郎氏 （株）東急スポーツオアシス CX推進部 フィットネス
デザイングループゼネラルマネージャー
脇谷 正二氏 （株）ラストウェルネス 取締役 営業部/人事部統括責任者
家田 昇悟氏 （株）ZEN PLACE 中国事業室長 兼 DX推進部門長
関 駿輔氏 （株）豊通オールライフ ヘルスケア事業部
夏井 大輝氏 （株）Aesta 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

13:00~14:30

「年齢に関係なく！身体活動パフォーマンス
を高めるための、
RFDトレーニング」

菅野 昌明氏 博士（学術）、日本トレーニング指導者協会 副理事長・研究国際委員長

「フィットネス事業者が目指すデジタルトランスフォーメーション
11:00~12:30 ーアフターデジタル時代のフィットネスサービス」

A-6

6月19日
（土）

C-8

尾陰 由美子氏（有）
アクトスペース企画 代表取締役
森 俊憲氏（株）
ボディクエスト 代表取締役
郡 勝比呂氏（株）
ジムフィールド 代表取締役
ファシリテーター：岩井 智子氏 月刊ネクスト編集長

15:00~17:00

クライアントからの絶大な信頼を
得る本物のパーソナル
フィットネス トレーナー

H-6

五十苅知博事務所 代表

A-4

売上拡大のチャンス！【モビリティアナリスト】がこれからの社
会に求められる！これからのトレンド
「モビリティ」Z世代・ミ
レニアム世代・団塊の世代それぞれに提案するモビリティプ
ログラムで収益力アップ

15:00~16:30

板倉 健人氏（株）ZEN PLACE ヨガ事業部長 兼 マーケティング室長
久保 沙織氏（株）LIFE CREATE ピラティス事業部ゼネラルマネージャー
櫻井 淳子氏 ピラティスメソッドジャパン
（株）
ファシリテーター：岩井 智子氏 月刊ネクスト編集長

F-2

H-5

齊藤 邦秀氏 NESTA JAPAN副代表、
（有）
ウエルネススポーツ 代表取締役

（パネリスト）
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推進部次長 / 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長
（進行）松村 剛氏 （一社）日本フィットネス産業協会 事務局長
11:00~12:30

SPORTEC BUSINESS ACADEMY 経営改革発表会

13:00~14:30

小宮 克巳氏 （株）
ティップネス 取締役執行役員
伊藤 友紀氏 （株）
フィットネスビズ 代表取締役社長
下鳥 洋樹氏 （株）
ディーズ 取締役専務
幕田 純氏 RIZAP
（株）
教育開発部 部長
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
15:00~16:30

F-6

15:00~17:00

笠原 盛泰氏 アイレクススポーツライフ
（株）代表取締役
清水 俊宏氏 （株）アクトス 代表取締役
山崎 充浩氏 （株）エイム 代表取締役
里村 佳行氏 （株）
ビッグツリー 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
13:00~14:30

コロナによる打撃をチャンスに！総合型、
ジムスタ型、小規模型、パーソナルジム、
オンラインジムの経営戦略について成功事例公開セミナー

13:00~14:30
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筑波大学名誉教授、
日本体力医学会理事、
（株）THF代表取締役社長

「姿勢改善シンポジウム」
〜２名の柔道整復師が姿勢と身体
パフォーマンスの関係性を紐解く〜

山本優子氏 （一社）
日本脱力関節調律協会 代表理事、
脱力関節調律®サロン
『naturaca』
代表
小林 篤史氏 猫背矯正専門治療院V-Style代表、
猫背矯正マイスター ®
小林 靖氏 (株)メディウェイズ 代表取締役

スポーツ＆フィットネス・健康産業の最新情報を発信
4ページからの続き

左列からの6月18日からの続き

H-3

F-4

直営4店舗で3.5億円！1店舗出店分の
15:00~16:30 新たな利益を生み出す高単価・高生産性を
可能にした自費施術×栄養の物販戦略

11:00~12:30

関野 健太郎氏 （株）
Ｋ＆Ｊ 葉山一色接骨院グループ 代表
松山 幸亮氏 （株）
プロラボ ホールディングス

橋本 大祐氏 （株）Melon 代表取締役
小林 孝徳氏 （株）ニューロスペース 代表取締役社長CEO
角谷 リョウ氏 Lifree（株）共同創業／開発
ファシリテーター：岩井 智子氏 月刊ネクスト編集長

6月18日
（金）

コロナ禍における生活習慣病予防／
改善プログラムのマネジメント

D-4

11:00~12:30

近藤 尚己氏
藤岡 雅美氏
渡辺 敏成氏
三宅 美佳氏

京都大学大学院医学研究科 社会疫学分野 教授、
（一社）日本老年学的評価研究機構 理事
厚生労働省 健康局 健康課 課長補佐
（株）リンクアンドコミュニケーション 代表取締役社長
ガーミンジャパン（株）Garmin Health（ガーミンヘルス）ビジネスデベロップメント マネージャー

EV-5

15:00~16:30

渡辺 氏

健康づくりに求められる運動とその在り方
フィットネス産業と医療の連携を考える

D-6

15:00~16:30

15:00~16:30

E-9

15:00~16:30

「体の痛みを限りなくゼロに！
〜ピラティスで正しい体の使い方を習得〜」

13:00~14:30

G-13

13:00~14:30

東郷 史治氏

東京大学大学院 教育学研究科 准教授

E-7

11:00~12:30

トレーニングとは

美容・ダイエット
6月17日
（木）

F-3

15:00~16:30

「ポストコロナ時代におけるcure（キュア）
とcare（ケア）
のハイブリット治療院」

山崎 瞬氏 理学療法士、
地域疼痛ケア協会 会長
近藤 慎也氏 理学療法士、
（株）
リハサク 代表取締役
小林 靖氏（株）
メディウェイズ 代表取締役

I-11

13:00~14:30

未来のトップアスリートを育てるセミナー
〜カイロプラクティック・ケアを活用した
効率的なパフォーマンス向上メソッド〜

コロナ禍で売上倍増指名されるブランディングと
集客の新常識〜世界に届くオンライン戦略〜

川上 拓人氏 （一社）
インターナショナルセラピー協会 代表理事

H-1

11:00~12:30

競合に勝つ独自の複合サロンの
マーケティング戦略とは？

三宅 竜司氏 （株）
ネイルセレクト 代表取締役社長

E-5

木村 昌嗣氏 Studio WIN 代表
庵原 崇氏 庵原 崇カイロプラクティックオフィス 代表

13:00~14:30

介護予防・健康経営・健康食品

6月18日
（金）

減量と美容の真実！美容医療と美容鍼
〜減量と美しさを同時実現するために〜

幸田 マオ氏 びはりネット
（鍼灸師）
とみ たかし氏 びはりネット
（監修医）

6月17日
（木）

C-3

フレイル／介護予防プログラムの処方と実践

大渕 修一氏 東京都健康長寿医療センター研究所 高齢者健康増進支援室
研究部長
ほか

6月19日
（土）

心身の健康・パフォーマンス向上と睡眠習慣
〜100%のパフォーマンス発揮に向けて

今後痛みやコリの治療に必須となる
皮膚
（真皮）
・筋膜に対するアプローチ
“「ハイドロリリース』VS「メディセルリリース」”

11:00~12:30 〜postコロナに向けた高齢者の体力評価と筋力

亀谷 なおみ氏 ピラティススタジオnano代表、Peak Pilates認定
Comprehensive
谷田部 くるみ氏 理学療法士、nano認定ピラティストレーナー

D-8

「加齢」
と
「老化」の違いと
「食事」の影響

渋谷 智也氏 （株）MJカンパニー 代表取締役、
PU環太平洋大学 スポーツ科学センター
客員研究員
山根 悟D.C 山根悟骨格LABO 代表、GAPアカデミー 会長

関野 健太郎氏 （株）
Ｋ＆Ｊ 葉山一色接骨院グループ 代表

EV-4

6月19日
（土）

新屋 信明氏 （株）
プロラボホールディングス 総合教育グループ 部長

治療院が自費施術で売上3倍
ジムでもサロンでも導入可能な施術×運動×栄養を
組み合わせた最強マネジメントを学ぶ

11:00~12:30

K-1・RIZINなどの格闘技イベントで
活躍する総合格闘技道場 ALIVEが
取り組む闘争本能で攻める企業の健康経営

鈴木 陽一氏 ALIVE 代表

D-9

津下 一代氏 女子栄養大学特任教授
日本医師会 運動・健康スポーツ 医学委員会 委員長
ほか

H-4

テレワーク時代のストレスを克服する
メンタルコンディショニングビジネスの
可能性

ヘルスケア産業を健全に拡大させる
「健康増進認定制度」
とは

I-7

ヨガスクールの現状と
将来性について

15:00~16:30

11:00~12:00

山本 富造氏 （一社）
日本ホームヘルス機器協会 会長

南代 鮎美氏 ＪＹＩＡ日本ヨガインストラクター協会 理事長
松下 里佳氏 ＪＹＩＡ日本ヨガインストラクター協会 本部講師

D-3

15:00~16:30

認知機能向上に期待される
ブレインフード開発

I-8

13:00~14:30

大澤 俊彦氏 愛知学院大学 特任教授、人間総合科学大学 特任教授、
名古屋大学名誉教授

辛川 知美氏 （一社）
アスリートネイル協会 代表理事
大塚 裕司氏 アスリートネイル協会認定アドバイザー

6月19日
（土）

6月18日
（金）
13:00~14:30

腸内環境と免疫力の関係性、
最先端研究のご紹介

内藤 裕二氏

京都府立医科大学大学院 医学研究科 消化器内科学 准教授

D-5

健康長寿社会に向けた健康経営
の普及と促進

C-5

13:00~14:30

D-7

11:00~12:30

F-8

13:00~14:30

コロナ対策・感染症予防

次世代ユニコーンを担う健康産業系
有望ベンチャーの企業戦略と将来展望

ノーニューフォークスタジオ 代表取締役
菊川 裕也氏 （株）
福谷 直人氏 （株）バックテック 代表取締役社長
瀧本 陽介氏 （株）ヘルスケアシステムズ 代表取締役
（ファシリテーター）藤田 豪氏 （株）MTG Ventures 代表取締役

バストから理想的な身体を作る健康法
『ミラクルバスト 』

浅野 かなえ氏 ミラクルバスト アカデミー、
（一社）
ミラクルバスト倶楽部 校長

6月17日
（木）

13:00~14:30

最新データを元に新型コロナウイルス
感染症とその対策を考える

八木 哲也氏

名古屋大学 臨床感染統御学 教授

C-2

右列に続く

▶

11:00~12:30

お客様から信頼を勝ち取る接客&
カウンセリング！

小野 浩二氏 （一社）
日本スキンケア協会 代表理事

樋口 毅氏 （株）ルネサンス 健康経営企画部長、NPO法人健康経営研究会
ほか

E-4

スポーツトレーナーが今知っておく
べき話題のアスリートネイルとは？
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美容ビジネス・感染症対策など話題のテーマも多数の講演が決定
5ページからの続き

E-1

11:00~12:30

森下 竜一氏

I-1

11:00~12:30

セミ ナ ー 情 報 は 一 部 抜 粋 し て い ま す 。詳 細 は H P へ！

withコロナで注目される免疫力・
ワクチンの最新情報Update

G-1

11:00~11:30

大阪大学大学院 医学系研究科 臨床遺伝子治療学 教授

G-2

12:00~12:30

斉藤 繭子氏

I-9

15:00~16:30

G-3

13:00~13:45

最新の疫学研究における世界の
感染症対応とこれからの
COVID-19の感染拡大予測

G-4

14:10~14:40

東北大学大学院 微生物学分野 准教授

G-5

15:00~15:30

6
月
17
日

導入の最前線

障害者の働き方改革〜人財開発・障害者
IoT・ロボティクス教育モデルの視点から〜

I-3

13:45~14:15

I-4

14:30~15:00

I-5

15:15~15:45

I-6

16:00~16:30

G-7

11:00~11:30

乳酸菌は取るよりも育てる時代！
？
加熱処理乳酸菌
『 FK-23 』
１万人以上が効果を実感！
耳輪ゴム１本で身体の不調を改善

佐藤 青児氏 さとう式リンパケア考案者

G-8

山﨑 隆司氏 クラブサクセスジャパン
（株）代表取締役 CEO
宇垣 国男氏 クラブサクセスジャパン
（株）執行役員

12:00~12:30

東京では教えられない！
コロナ禍に必要不可欠な集客戦略

三好 律紀氏 （株）
シーズコア 集客コンサルタント

6月18日
（金）

6
月
18
日

指定管理者制度からPFIのコンセッション
方式まで、今後予想される公募の内容、
ど
う対応するか。定借方式、パークPFI、
コン
セッションまで幅広いPFI事例から本質に
迫る実例セミナー

G-9

13:00~13:45

ポストコロナのフィットネスクラブの在り方とは？
〜DXによる会員の行動変容モデルの構築〜

関 駿輔氏 （株）豊通オールライフ ヘルスケア事業部

G-10

（金） 14:15~14:45

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〜

塚谷 治氏 （株）
ジ・アイ 営業マネージャー

山﨑 隆司氏 クラブサクセスジャパン(株) 代表取締役 CEO

B-4

飽きずに美味しく飲める無添加青汁
ベジプレッソ

岡森 万理子氏 ニチニチ製薬
（株）中央研究所 課長

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

計画書の書き方」

13:00~14:30

食事内容や摂取栄養素をAIが
可視化―画像解析・食事データベース
APIを活用したヘルスケア事業例の紹介―

北林 広巳氏 （株）
ぷらんつ 代表取締役

生涯現役社会の実現に向けた
ヘルスケア産業政策について

E-3 「採用されるパブリック事業
15:00~16:30

A-5

未病状態の可視化による生活習慣
予防・スポーツ・健康・美容事業の可能性

棚橋 繁行氏 ライフログテクノロジー
（株）代表取締役

6月17日
（木）

丸山 晴生氏

会員継続率日本一のスポーツクラブによる
企業の労働生産性を上げる真の健康経営の
実践のポイントをご案内

加藤 俊也氏 （株）
ミルテル 取締役COO

ダイヤモンド・プリンセス号の128人を受け
入れた病院院長が語る危機管理対策の
オペレーションについて
国家戦略・公共ビジネス

13:00~14:30

コロナウィルスから大切な命を守る感染症
対策ドローンの活用方法について

脇谷 正二氏 （株）
ラストウェルネス 取締役

湯澤 由紀夫氏 学校法人藤田学園 常務理事、藤田医科大学病院 病院長

E-2

G-6

15:50~16:20

I-2

ロボットビジネス支援機構
阿部 友和氏 理学療法士・工学修士、
（RobiZy）アドバイザー
13:00~14:30

紫茶エキスの運動パフォーマンスに
及ぼす影響(米国臨床データ)の紹介と
SDGsの取り組みを大公開

清水 稔仁氏 オリザ油化
（株）食品開発部・課長

13:00~13:30

6月19日
（土）

E-8

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〜

ＷＥＳ−ＶＩドローンパイロット
（木） 正宗 友祐氏 （株）

Ｚｙ）
ｉ
ロボットビジネス支援機構（Ｒｏｂ
ＴＡＴｅ 代表者、
北河 博康氏 ＭＯＧＩ
創設者

C-9

ポストコロナのフィットネスクラブの在り方とは？
〜DXによる会員の行動変容モデルの構築〜

塚谷 治氏 （株）
ジ・アイ 営業マネージャー

日本で生まれたMA-T（要時生成型
亜塩素酸イオン水溶液）で感染症対策

EV-3 コロナ禍で加速！サービスロボット
: ~ :

15:00~16:30

水素×スポーツ〜持続的な身体づくり〜

関 駿輔氏 （株）豊通オールライフ ヘルスケア事業部

安達 宏昭氏 （一社）日本 MA-T工業会 専務理事兼事務局長、
（株）dotAqua 代表取締役社長
MA-T認証取得企業：アース製薬（株）、
（株）マンダム、
（株）リミックスポイント、エーツーケア（株）
11 00 12 30

データで実証された練習で選手の足を
速くする。すぐに使える基本をお伝えします。

待鳥 麻衣子氏 （株）
ストリ 水素アドバイザー
上角 壮司氏 （株）JOKAKU 代表取締役 ヘッドトレーナー

6月18日
（金）

C-6

全て聴 講 無 料

百成 俊男氏 （一社）
日本スプリント協会 理事

日本で生まれたMA-T（要時生成型
亜塩素酸イオン水溶液）で感染症対策

安達 宏昭氏 （一社）日本 MA-T工業会 専務理事兼事務局長、
（株）dotAqua 代表取締役社長
MA-T認証取得企業：アース製薬（株）、
（株）マンダム、
（株）リミックスポイント、エーツーケア（株）

15:00~16:30

PR セミナー

G-11

11:00~12:30

公共施設整備とまちづくり、
PPP/PFIの先進
事例と今後の展開〜学校や公園という公有資産
を如何に活用していくか〜

15:15~16:00

大竹 弘和氏

神奈川大学 人間科学部教授、
スポルテック実行委員

16:20~16:50

幼少期に習得すべきスキルについて

高島 友幸氏 （一社）GODAIスポーツライフ ゴールデンキッズ事業部 部長

G-12

デジタル時代のスクール事業のある
べき姿とhacomonoの挑戦

川原田 晋也氏 （株）
hacomono SALESDiv.
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。
【セミナー申込方法】
https://sports-st.c
om/seminar/
または右の QR コードにアクセス

▶

▶

展示会 HP にて
セミナー情報確認

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。
6月11日（金）までにお申込みと事前受講料の決済をお済ませ
ください。以降は会場にて、当日受講料で承ります。

セミナーに関する
お問い合わせ

▶

展示会
事前登録

▶

セミナー申込

展示会運営事務局（TSO International 株式会社内）

6
月
19
日

G-14

14:00~14:30

塚谷 治氏 （株）
ジ・アイ 営業マネージャー

G-16

（土） 16:00~16:30

・TEL：03-6273-0403（月〜金 10:00〜18:00）

・E-mail：seminar@sports-st.com（セミナー専用）
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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〜
〜フィットネスと介護予防の新たな事業モデル〜
小規模ジム併設混合介護型デイサービスのご提案

伊藤 亘氏 （株）
サロンオールディーズ 常務取締役

