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スポーツ・健康産業総合展
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※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。

※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。

健康増進・体力づくりに関するビジネスの場です。関係各所をお誘いの上、是非ご来場ください！！

SPORTEC WESTでは、日本の成長戦略である、スポーツ・健康ビジネスが集まる商談展です。

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
OEM・ODMの受注

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
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
● 健康食品素材・原料

来 場 対 象 者
● スポーツ関連企業
● スポーツ施設運営企業
● 小売・流通事業者
● 問屋・卸
● スポーツ団体・学校
● 食品メーカー
● 高齢者向け施設・
　サービス事業者など など

株式会社プライムエデュケーション
ラディカルフィットネスフィットネス・ジャパン本部

展示 会へのご来場は、ホームページからの事前登 録がお 勧めです！

サイトから
事前登録を行う

事前登録
での

入場方法
1

登録後、
マイページから
来場票を印刷する

2
印刷した
用紙を持って、
受付の「事前登録」
レーンへ

3
受付でバッジと
引き換えて、
会場へご入場
ください。

4

入場登録アンケートご回答者情報

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。

Q2：次回（2019 年）の本展示会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。

Q1-1：あなたの業種は？（複数回答可。当てはまるもの全てをお選びください。）
□A. 民間・公共スポーツ施設運営企業　　□B. 介護・福祉施設／病院・医療機関
□C. 学校（大学・専門・高校・中学校・小学校）・スポーツスクール
□D. スポーツ用品店・量販店・通販事業者
□E. 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）　　□F. スパ・宿泊施設・温浴施設
□G. 問屋・卸　　□H.トレーナー／インストラクター／コーチ　　□I. 建築・設計・ゼネコン
□J. スポーツ用品・機器メーカー　　□K. 食品・飲料・製薬メーカー　　□L. 栄養士・管理栄養士
□M. ドラッグストア・小売・流通・通販 □N. 自治体／政府機関／協会／団体
□O. 競技団体・スポーツイベント主催者・代理店　　□P. 一般／学生

Q1-2：業種を複数回答した方にお聞きします。メインとなる業種は？
アルファベットでお答えください。（　　　　　）

会場受付は最大で30分ほどお待ちいただくことがあるほど、大変混雑いたします。事前登録をしていただければ、スムーズに受付を通ることができますので、是非、事前登録をご利用ください。



西日本最大! 有力企業300社  が出展!

※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。

高速道路
一般道路

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
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3分

14分
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飛行機ご利用の場合
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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
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関西 ウェルネスフードジャパン
ホームページ

http://www.wfjapan.com/kansai/ SPORTEC WEST
ホームページ

事前アポイントシステムから問合せのあった
来場者へアポイント調整の連絡。

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

（株）RDサポート／（株）アイメックRD
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
（株）アグレックス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アシックスジャパン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（有）アトワ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アメアスポーツジャパン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）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
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
（株）イモト
　【共同出展社】トレンドジャパン（株）／
（株）ベネクス／（株）ツータイムズユージャパン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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
（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
（株）ウエサカ ティー・イー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）エーエフシー
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
（株）エヌエスイー
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
（一社）MOA自然農法文化事業団
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）エム・ディ・シー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）OSU Health Support  Academy
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
（株）おさるの森
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
（株）かるなぁ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）九櫻
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（有）熊野鼓動
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
グレイシー柔術 Osaka
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（一社）グローバルアスリートサポート協会
（GASA）
　【共同出展社】（株）BeWings
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）KSN
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）コニサーオイル
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）コンフォートジャパン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（有）サウスフィットネスクラブ
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
（株）ザナックス
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
（株）サンオート
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
（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
（株）サンフローラ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）サンラッキー
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
（株）シナジー
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
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
（株）ＴＨＩＮＫフィットネス
　【共同出展社】（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

（株）スパイス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
住友生命保険（相）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
セノー（株）
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
（株）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
（株）ソリマチ技研
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
ツカサ電工（株）
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
（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
（株）東急スポーツオアシス
　【共同出展社】ウイングアーク1st（株）
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
（株）ナチュラルクリエイト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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
ニチニチ製薬（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（一社）日本スポーツアナリスト協会
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本卓球（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（特非）日本トレー二ング指導者協会
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
「日本を健康にする！」研究会
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ぬちまーす
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
NESTA JAPAN
（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
（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
（株）バイオエステート
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
バイオセル（株）　BIOLEAP
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
秦運動具工業（株）
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
（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
（株）万雄
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ピーエムティー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
B.C Lab（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ビーレジェンド
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
（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
ヒロウン（株）
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
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
（有）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
（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
（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
（株）ブラザースポーツジャパン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
PREMIUM WATER
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
　【共同出展社】（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
（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
Barefootinc Japan（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ベンゼネラル（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ホーマーイオン研究所
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ボディプラス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
（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
舞洲プロジェクト
　【共同出展社】大阪市／大阪エヴェッサ／
オリックス・バファローズ／セレッソ大阪
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
MYLAPS Sports Timing
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（有）MAKIスポーツ
　【共同出展社】（特非）日本ウェーブストレッチ協会
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
マリンライセンスロイヤル大阪
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）Milk Lab.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
メイトー　協同乳業（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）メダリスト・ジャパン長野支店
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）MOGU
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ユニオンアルファ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ユニオンビズ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
4-3-3 Co.,Ltd.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
リアルワークス（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）両備システムソリューションズ
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
レズミルズジャパン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ロート製薬（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（有）ROVEX
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（公財）ワールドマスターズゲームズ
2021関西組織委員会
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ワンワールド

アーチャー（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アイダン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アイボックス（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）アヴェイル
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アクリサンデー（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）あつまる
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アピデ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）アンカレッジ
　【共同出展社】宿坊研究会　お寺の窓口
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ANNA SAKAMOTO
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）イー・ライフ
　【共同出展社】（株）Le-Ciel/（株）竹花
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
いずみ産業（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（有）和泉屋
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）いつでもコール24
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
イワトー（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）インターコスモス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ヴァルオージャパン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ウィズハート（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）内田洋行ＩＴソリューションズ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）エイ・アイ・エス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

（株）HDフラワーホールディングス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（有）エスケー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）エスビー・イトー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
遠誠（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）近江兄弟社
スマイルリップカンパニー事業部
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）オーピーエス
　【共同出展社】内外典具帖紙（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）冲セキ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）おくりびと®アカデミー
　【共同出展社】8 infinity（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）お茶の紫香園
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
家樹（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）鎌倉新書
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）カミカワ服飾
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
カメヤマ（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）カワキタ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（有）川本商店　みんてら事業部
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）神戸珠数店
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）木村鋳造所
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
共栄工業（株）
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
（株）くぼた
　【共同出展社】BioSeal Systems / 
ESCO
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）グリーネイチャー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）クレア
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）くろちく
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）亘德
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
（株）こもりコーポレーション
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）サンセキ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ジールハウス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（一社）シニアらいふサポートセンター
　【共同出展社】江本誠公認会計士・税理士事務所
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

SHIMANTO DOMEKI  COMPANY
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ジャパンエニックス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（一社）ジャパンフューネラルフラワー協会/
お供え花コンテスト実行委員会
　【共同出展社】ラムズイヤー（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（一社）終活カウンセラー協会
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）神宮館
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
瀬尾製作所（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ダイフク
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
TAKI PRODUCTS
　【共同出展社】（株）大入
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ダスキン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
DULTON CO., LTD.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
彫刻アイデア社
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）つえ屋
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ツボイ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）テンマック
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）東京音楽センター
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ドウシシャ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）トータルインターハート
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）杜若園芸
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
トモエ陶業（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
豊国ヌードル（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
中田産業（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）鳴門のいも屋
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日栄無線（株）
　【共同出展社】アイコム（株）／
ユニペックス（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）日本コフィン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本葬送文化学会
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）日本ソフトウエアサービス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ぬの清信仏壇店
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ノイス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
PIEM（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）萩原
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

（有）バサラ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ピーロート・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
（株）東山
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）日之本蝋燭
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
藤井博章　司法書士・行政書士　事務所
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（一社）フューネラル・フラワー技能検定協会
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ベーシック（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ヘルムス貿易（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）マイプレシャス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）マスターマインド
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（有）松本商店
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
松本仏壇製造所
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
創業宝永五年（株）丸叶むらた
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）光岡自動車　特販課
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（有）宮川洋蘭
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
メイリークリスタル（有）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）メモリア倶楽部
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
（有）谷治新太郎商店
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（資）安井商店
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ヤマト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ヤマト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）夢ふぉと
　【共同出展社】（一社）日本アルバムセラピー協会
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（有）吉田商店
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ライズエモーション
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（一社）ライフエンディング・ステージ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ライフデザイン研究所
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ラ・ルークス（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）レイセキ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）レーザーコネクト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ローランド ディー.ジー.（株）

同日開催展出展社一覧
セレモニージャパン2018

同 日 開 催

今話題の終活・相続相談・
空き家対策・将来への
備えの相談を無料で
行えます。
同日開催の展示会も無料で入場できます

社名50音順（2018年8月31日現在） ※上記の他にも現在多数の企業が出展を予定しており、最終的な出展社数予想となります。

セレモニージャパン2018
冠婚葬祭総合展

WEPEX
Wedding & Party
Industry EXPO ウェディング＆パーティー産業展

ウェディング・パーティー向け設備・商品・サービス専門展ウェディング・パーティー向け設備・商品・サービス専門展
ENDEX

Li fe  Ending Industry  EXPO 関西 エンディング産業展 寺社設備産業展
葬儀・埋葬・供養などのライフエンディング産業専門展葬儀・埋葬・供養などのライフエンディング産業専門展 神社・寺院向け設備・用品・サービス専門展神社・寺院向け設備・用品・サービス専門展
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