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新設

会場レイアウト・出展製品は変更になる場合があります。

「クラブ・チームの経営、ファン獲得、トレーニング」に必要な全てが出展

日本最大！  関連4展合わせ計460社が出展
※1 ※2

業界の第一人者が毎日講演！

VIP（　　）をご紹介ください社長・役員
部長 など

基調・特別講演
への優先受付

スポーツテック、ファンサービス、設備、選手強化が一堂に！

来場対象者 出展社

…など …など

商談内容
◆サービス・製品の選定

◆先端テクノロジー
の導入

◆課題解決の相談

◆見積り・納期  の打合せ

●スポーツテック
●集客・ファン向けサービス
●グッズ
●スタジアム・アリーナ設備
● トレーニング機器
●コンディショニング機器

● プロ・トップリーグチーム
● 実業団・大学・高校
● 各種スポーツ団体
● スタジアム・アリーナ
● アスリート
● トレーニングジム

下記に所属する方々 下記を提供する企業

会  期：  2021年2月24日［水］～26日［金］ 10:00～17:00 会 場： 幕張メッセ
主  催： リード 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

本招待券で全展に入場可

出展社・製品一覧を見る

最新のセミナー情報を見る/参加を申込む

＜問合せ先＞ 主催者  リード エグジビション ジャパン（株）　Japan Sports Week 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:  03-5324-1260（土日祝休み）　E-mail: sportsexpo@reedexpo.co.jp

同時開催展の注目エリアをご紹介！

本招待券に掲載の出展社数は、同時開催展を含む2020年11月16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。 
※1 同種の展示会との出展社数および製品展示面積の比較。　※2 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。

本券を展示会受付にて【画面提示】または【印刷してご持参】ください

印刷画面はこちら

VIPを紹介するVIP特典詳細は
● 東京駅から  電車で最速23分
●東京駅･羽田空港から   高速バス

幕張メッセは近くて便利会場へのアクセス

2特長

1特長

3特長

4特長

このように座ってじっくり商談・比較検討ができます

本展では、徹底したコロナ対策を実施します
●全参加者へマスク着用を徹底 ●全ての出入口に消毒液を設置
●全参加者にサーモグラフィ等による体温測定 ● 扉の開放、空調設備による常時換気
●医師・看護師が医務室に常駐 ●セミナー会場での座席間隔の確保 …など

Japan Sports Week 2021はこうなります

本展は商談のための展示会です

リード主催 コロナ対策を実施
して開催した展示会の様子

動画を見る

（イベント 総合 EXPO 内）

スポーツイベントを安全に開催
するために必要な感染症対策
製品が一堂に出展。

新設 感染症対策
ゾーン

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。

招待券

最新情報はWebへ ▼www.sportsexpo.jp本券をお持ちでない場合、入場料 ¥5,000/人。 18歳未満の方の入場は固くお断りします。

後援団体

スポーツの総合展 2月幕張で開催！

日本野球機構、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、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、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、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、日本スポーツ協会、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、NESTA JAPAN、日本コンディショニング協会

2020年11月30日現在。順不同、法人格略 

4 産業展
Japan Sports Week 2021

1トレーニング機器展

プロ トップリーグ トレーニングジム 向けのアスリート

7ホール 出入口

Japan Sports Week 2021

スポーツ テック ゾーン一般 ゾーン スタジアム・アリーナ ゾーン

•集客支援 •演出サービス
•経営コンサルティング •引退後の就職斡旋
•スポーツツーリズム提案  …など

出展製品・サービス 出展製品・サービス 出展製品・サービス

出展製品・サービス

出展製品・サービス

出展製品・サービス

•「支える」
（データ分析 ・AI・映像解析 など）

•「観る」
（スマートスタジアム/スマートアリーナ など）

•「する」（ウェアラブル） …など

•映像・照明・音響機器
•撮影機材 •スタジアムチェア
•人工芝、天然芝 •サイネージ
•セキュリティ …など

•電子チケットサービス •ファンクラブ運営・管理 …など

グッズ ゾーン

•Ｔシャツ •タオル •キャップ
•応援グッズ •レプリカユニフォーム …など

チケッティング・ファンクラブ運営 ゾーン

第4回 スポーツ ビジネス 産業展第4回 スポーツ ビジネス 産業展

第1回 トレーニング機器展第1回 トレーニング機器展新設

•トレーニング・フィットネス機器 •コンディショニング機器
•リカバリー機器・用品（酸素カプセル、アイスバス など）

•リハビリ機器、医療機器
•高機能ウェア・シューズ •プロテイン、サプリメント …など

会場レイアウト図

8ホール  出入口 7ホール 6ホール 5ホール

第8回

イベント
総合
EXPO

第8回

ライブ・
エンターテイメント
EXPO

第4回

自治体・
公共
Week

第4回

Japan
Sports
Week

•映像・照明・音響機材
• グッズ・ノベルティ

…など

出展製品は
上記 拡大図参照
出展製品は
上記 拡大図参照

•集客、運営、警備
•テント、仮設ステージ、
トイレ …など

• インバウンド支援
•観光プロモーション

…など

幕張メッセ 5～8ホール全体レイアウト図

無料・事前申込制

eスポーツを販促・集客イベントに
活用するための企画・機材・各種
サービスなどが一堂に出展。

eスポーツ 
ビジネス ワールド
（ライブ・エンターテイメント EXPO 内）

リーグ運営産業化への取組 コンディショニングチーム経営 スタジアム・アリーナ

スポーツ庁

長官

福岡ソフトバンク
ホークス（株） 
代表取締役専務 
COO 兼 
事業統括本部長

（株）エスパルス 
代表取締役社長

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

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

（公社）ジャパン・
プロフェッショナル・
バスケットボールリーグ 
チェアマン

室伏 広治 太田 宏昭 山室 晋也 間野 義之 久木留 毅

トレーニング

日本トレーニング
指導者協会（JATI） 
名誉会長

長谷川 裕島田 慎二

https://www.sportsexpo.jp/ja-jp/visit/past_exhibitions.html
https://www.sportsexpo.jp/eguide/
https://www.sportsexpo.jp/seminar/
https://www.sportsexpo.jp/access/
https://www.sportsexpo.jp/VIP/
https://www.sportsexpo.jp/content/dam/sitebuilder/rxjp/sports/documents/jp/2021/JSW21_eINV_J_0216_print_Se1.pdf
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全国大学体育連合 会員の皆様




