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フィットネスマシン・プログラム・サービスの集まるフィットネス総合展

ヘルス＆フィットネスジャパン

27日（金）10:00〜18:00

西1・2・3・4ホール
東京ビッグサイト＋アトリウム

〜
日
（水）

SPORTEC実行委員会
ヘルス＆フィットネスジャパン実行委員会

WFJ

（株）
クラブビジネスジャパン
（一社）日本スポーツツーリズム推進機構
（公社）スポーツ健康産業団体連合会
（公財）日本体育施設協会
（一社）日本フィットネス産業協会 （50音順）
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（※最終予定数、同時開催展含む）

回
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Mail: info@sports-st.com

（最終日は17:00まで）

SPORTEC実行委員会
ヘルス＆フィットネスジャパン実行委員会

同 時 開 催
食と健康をつなぐ食品・飲料・素材専門展

ウェルネスフード
ジャパン

〒160-0007 東京都新宿区荒木町20-21 インテック88ビル9階
TEL: 03-6273-0403 Mail: info@sports-st.com

http://www.wfjapan.com

SPORTEC2018

SPORTEC

HFJ

で検索

で検索

SPORTECは日本のスポーツ・健康産業の拡大を推進する、アジア最大級のスポーツショーです。

1

スポーツビジネスを
成功させるための
最新製品・情報を発信

2

国内外からスポーツビジネスに関わる900社が出展、
200以上のセミナーを開催。SPORTECでは、15兆
円 産 業として拡 大 が 期 待されるスポーツビジネスの
最 先 端 製 品・サービス・情 報 が 手に入ります。売 上 拡
大、新規参入など今後のビジネス戦略を立てることが
できます。

健康な体づくりに
必要な運動・食事・休息の
全てが揃う3日間

3

最新のトレーニングプログラム、自宅でできる健康機器・
ダイエット機器、運動用品、健康食品、農産物、サプリメン
ト、飲料、リラクゼーショングッズ、ストレス対策など、健
康な体づくりを支えるためのあらゆる商材が30,000㎡
以上の会場に並びます。新たな売上げ拡大の商材・サー
ビス・パートナーとの仕入れ、出会いの場です。

スタジアム・アリーナ・
スポーツイベントに関する
情報が集結

ラグビーワールドカップ2019、東京オリンピック・パラリンピッ
ク、関西ワールドマスターズゲームズ2021と大規模な国際メガ
スポーツイベントを迎える日本は、全国にスタジアム・アリーナの
建設が進められています。スタジアム・アリーナなどの施設向け専
門エリア、スポーツイベント・興行・観戦サービス向け専門エリアを
設けています。日本のスポーツビジネスの未来が見渡せます。

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！
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。

事前登録
での
入場方法

1

サイトから
事前登録を行う

2

登録後、メールで
送られてくる
PDFバッジを
「カラー」で印刷

3

印刷した
用紙を持って、
受付の「事前登録」
レーンへ

4

受付で「ピッ」と
バーコードスキャン、
バッジホルダーをお受け
取り後、会場へご入場ください。

皆様のビジネスチャンスが大きく広がる3日間! 本展は1日では見切れません!
2日間・3日間のご来場をおすすめいたします。
関係各所をお誘いの上、
是非ご来場ください。
※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）が必要となります。

Q1：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

□D. スポーツ用品店・量販店・通販事業者
□F. スパ・宿泊施設・温浴施設
□I. 建築・設計・ゼネコン

□G. 問屋・卸

□H. トレーナー／インストラクター／コーチ

□J. 競技団体・スポーツイベント主催者・代理店

□L. 食品・飲料・製薬メーカー

□C. 教育機関・調査機関

□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）

□M. 介護機器・用品メーカー

□K. スポーツ用品・機器メーカー

□N. 自治体／政府機関／協会／団体

□O. 一般／学生

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。
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、下記にチェックを入れてください。

入場登録アンケートご回答者情報

8
（株）アースカラー
【共同出展社】
（一社）日本ラクナールライセンス協会
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ーーーーーーーーー
（株）アートレイ
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ーーーーーーーーー
（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ーーーーーーーーーーーーー
（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ーーーーーーーーー
（有）アイエッジ
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ーーーーーーーー
（株）アイガー
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ーーーーーーーーー
（株）アイサイト
【共同出展社】
（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ーーーーーーーーーーーーー
（株）アイシム医療器
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ーーーーーーーー
（株）アイセン
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ーーーーーーーーー
アイソン（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ーーーーーーーーー
IWF SHANGHAI Health,Wellness,Fitness Expo
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ーーーーーーーー
imok(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ーーーーーーーーー
Outride Works
【共同出展社】LOCK LACES
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ーーーーーーーー
（株）アクアパック
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ーーーーーーーーー
（株）アクティブ
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ーーーーーーーー
アクティブシニア「食と栄養」研究会
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ーーーーーーーーー
アクティブネットジャパン（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ーーーーーーーーー
（株）アクトファイブ
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ーーーーーーーー
（株）アサップシステム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（有）アジアスペース
【共同出展社】WUYI PANSHUN INDUSTRY & TRADE CO., LTD
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ーーーーーーーー
（有）味源
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ーーーーーーーー
（株）アスカ
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ーーーーーーーー
（株）梓設計
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ーーーーーーーーー
アズフィット
（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ーーーーーーーーー
（株）アソート
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ーーーーーーーーー
アダプトゲン製薬（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ーーーーーーーーー
adidas Training Academy
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ーーーーーーーー
（株）アドバンス
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ーーーーーーーーー
（株）アドプリント-アドサイン
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ーーーーーーーーーーーーー
アボット 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ーーーーーーーーー
（株）アマタケ
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ーーーーーーーー
Amrita Nutrition Limited
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ーーーーーーーー
アメア スポーツ ジャパン（株）プリコー
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ーーーーーーーーー
（株）アライアンス
【共同出展社】
（株）
ドリームス
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ーーーーーーーーー
（株）
ＡＬＩＧＨＴ
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ーーーーーーーー
（株）アルコイリスカンパニー
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ーーーーーーーーー
アルコインターナショナル（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ーーーーーーーーーーーーー
（株）アルファリンク
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ーーーーーーーーー
（株）アルプロン
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ーーーーーーーーー
（株）アルメディオ
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ーーーーーーーーー
（株）ANCHOR
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ーーーーーーーー
（株）EFG
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ーーーーーーーー
EMS BODY SALON（（株）MJIT）
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ーーーーーーーー
（株）イーグル
【共同出展社】
（株）泰山スポーツジャパン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
IXPASS
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ーーーーーーーー
（株）イケヒコ・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ーーーーーーーーー
（株）イサミ
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ーーーーーーーー
（株）医食同源ドットコム
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ーーーーーーーーー
YIXING GREAT PLASTIC PRODUCT CO.,LTD
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ーーーーーーーー
Yixing Top Plastic Products Co., Ltd.
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ーーーーーーーー
（有）伊藤鉉鋳工所
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ーーーーーーーーー
伊藤超短波（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ーーーーーーーーー
innocent coﬀee
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ーーーーーーーー
（株）イングリウッド
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ーーーーーーーーー
インステージ（株）
【共同出展社】
（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ーーーーーーーーーーーーー
インターリハ（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ーーーーーーーーー
インテックスソリューション（株）
【共同出展社】小島商事（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ーーーーーーーーー
インテンザフィットネスジャパン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
印南養鶏農業（協組）
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ーーーーーーーー
Informed-Choice
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ーーーーーーーー
INFOTRADE MEDIA CO., LTD.
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ーーーーーーーー
（株）インボディ・ジャパン
【共同出展社】
（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ーーーーーーーーー
VSスポーツ（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ーーーーーーーーー
VACUACTIVUS
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ーーーーーーーー
（株）vit
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ーーーーーーーー
VIVASPORTS.,LTD.
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ーーーーーーーー
（株）ウイングビート
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ーーーーーーーーー
Weifang Ronghui Import & Export Co., Ltd
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ーーーーーーーーーーーーー
（株）ウェルネスデベロップメント ライフキネティック日本支部
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ーーーーーーーー
（株）ウェルネスニュースグループ
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ーーーーーーーー
ウェルビー（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ーーーーーーーーー
（株）エイジェイカンパニー
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ーーーーーーーーー
Ｈ&Ａトレーディング（株）
【共同出展社】
（株）フジフレックス
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ーーーーーーーーーーーーー
A-Trade（同）
【共同出展社】
（株）Linkage／（株）Grow／（株）葉山社中
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ーーーーーーーー
江崎グリコ（株）パワープロダクション
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ーーーーーーーーー
エスパック（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ーーーーーーーーー
NEC
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ーーーーーーーー
NECソリューションイノベータ
（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ーーーーーーーーー
NSI（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ーーーーーーーーーーーーー
（特非）NSCA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ーーーーーーーーー
（株）
ＮＢＣ
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ーーーーーーーー

（株）NBC International 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ーーーーーーーーー
Everise Fitness Co.,LTD
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ーーーーーーーー
Everrich Industries , Inc.
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ーーーーーーーー
（有）エフィ／（株）イー・エフ・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ーーーーーーーーーーーーー
（株）エムアイストーリー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ELITE international ltd
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ーーーーーーーー
（株）エル・ローズ
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ーーーーーーーーー
（株）エンジョイゴルフ＆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ーーーーーーーーーーーーー
遠赤青汁（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ーーーーーーーーー
Oxoga Sports
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ーーーーーーーー
（株）OSG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ーーーーーーーーーーーーー
（株）オーエルシージャパン（一級建築士事務所）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）オーシャン
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ーーーーーーーーー
Oceans（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ーーーーーーーーー
O2カプセル
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ーーーーーーーーー
大塚製薬（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ーーーーーーーーー
大豊町碁石茶（協組）
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ーーーーーーーー
（株）オービター
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
オービットブイユージャパン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）オール・スクエア
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ーーーーーーーー
（株）オールマーケットジャパン
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ーーーーーーーーー
オカ（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ーーーーーーーーー
オクムラ（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ーーーーーーーーーーーーー
おたふく手袋（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ーーーーーーーーー
オプテックス（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
オリザ油化（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ーーーーーーーーー
オルト
（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ーーーーーーーーー
（株）オルトメディコ
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ーーーーーーーー
オンキヨースポーツ（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ーーーーーーーーー
KAESUN SPORTS
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ーーーーーーーー
（国研）科学技術振興機構
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ーーーーーーーー
風の（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ーーーーーーーーー
（株）活亜興
【共同出展社】
（株）ケイロン・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ーーーーーーーーー
加藤貿易（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ーーーーーーーーー
金沢文化スポーツコミッション
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ーーーーーーーーー
（大）鹿屋体育大学
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ーーーーーーーー
カバヤ食品（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ーーーーーーーーー
Kiddi Taiwan Ltd
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ーーーーーーーー
（株）
きのした
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ーーーーーーーー
GALAXY（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ーーーーーーーーー
CANDEX DISPLAYS(CHINA)CO.,LTD
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ーーーーーーーー
キューオーエル・ラボラトリーズ（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ーーーーーーーーー
キユーピー（株）
【共同出展社】
（株）
ヒカリスポーツ／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ーーーーーーーーー
共同エフテック（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ーーーーーーーーー
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ーーーーーーーーーーーーー
共和ゴム（株）
【共同出展社】
（株）GLAB／美姿勢スペシャリストチーム『RRR』
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ーーーーーーーー
協和発酵バイオ（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ーーーーーーーーーーーーー
KING FOAM INDUSTRY CO., LTD.
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ーーーーーーーー
グアム政府観光局
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ーーーーーーーー
GUANGZHOU ANDI IMPORT AND EXPORT CO.,LTD
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ーーーーーーーー
Guangzhou Umicca Rubber Products Co.,Ltd.
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ーーーーーーーー
Guangzhou Hangbao Group Co.,Ltd
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ーーーーーーーー
（株）空調服
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ーーーーーーーー
（有）
クラブクリエイト
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ーーーーーーーーー
グランビアジャパン（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ーーーーーーーーー
グランメイト
（株）
【共同出展社】
（株）キロアルファ／（株）VIVER（ヴィヴェール）
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ーーーーーーーーー
（株）
クリオコリア
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ーーーーーーーー
（株）
グリスタ
【共同出展社】
（株）ザウルス
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ーーーーーーーーー
（株）
クレッセント
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ーーーーーーーーー
（株）Grow（BODYBOSS）
【共同出展社】
（株）Linkage／（株）葉山社中／（同）A-Trade
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ーーーーーーーー
（株）ケイ・シー・シー
【共同出展社】NTTスマートコネクト
（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ーーーーーーーーー
ケミカル産業（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ーーーーーーーーー
（株）げんき本舗
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ーーーーーーーー
（株）健康科学研究所
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ーーーーーーーーー
（株）健康体力研究所
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ーーーーーーーーー
研光通商（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ーーーーーーーーー
（株）健生
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ーーーーーーーー
ケンミン食品（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ーーーーーーーーー
（株）光健
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ーーーーーーーー
江蘇縦横優儀人造草坪有限公司
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ーーーーーーーー
（株）公知貿易
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ーーーーーーーー
コウフ・フィールド（株）
【共同出展社】
日本ジョーキーボール協会
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ーーーーーーーーー
広洋物産（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ーーーーーーーーー
（株）
ゴーダ水処理技研
【共同出展社】
（株）ジームス
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ーーーーーーーーー
コート
（同）
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ーーーーーーーー
COMEFLY OUTDOOR CO.,LTD
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ーーーーーーーー
（株）
コーワリミテッド
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ーーーーーーーーー
国際イベントニュース
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ーーーーーーーーーーーーー
（有）
こやま園
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ーーーーーーーー
Korea International Trade Association（KITA）
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ーーーーーーーー
（株）
コンダクト
【共同出展社】
（一社）ソーシャルアクション機構／
（株）ロボキュア／（株）イードクトル／（株）管理工学研究所
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ーーーーーーーーーーーーー

SPOEV

SWG

SPORTS EVENT SERVICE EXPO

Surf Fit studio by LIFE CREATE
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ーーーーーーーー
さいたまスポーツコミッション・大宮けんぽグラウンドＳフィールド
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ーーーーーーーーー
（有）埼玉通商
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ーーーーーーーー
（株）ザウルス
【共同出展社】
（株）
グリスタ
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ーーーーーーーーー
酒井医療（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ーーーーーーーーー
相模ゴム工業（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ーーーーーーーーー
ザッツ（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ーーーーーーーーー
（有）サポートマーケティングサービス
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ーーーーーーーーーーーーー
（株）サラダコスモ
【共同出展社】
（一社）日本摂食障害協会
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ーーーーーーーーー
（株）三英
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ーーーーーーーーーーーーー
サンスウィート イングリーディエンツ
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ーーーーーーーー
（株）サンテック／（株）ヴィオーラ
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ーーーーーーーーー
（株）サンドストーン
【共同出展社】Head Rush Technologies／（株）ゼロクライム
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ーーーーーーーーー
サンフォード（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ーーーーーーーーー
（株）サンワ
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ーーーーーーーーー
（株）シー・エヌ・シー
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ーーーーーーーーー
（株）
ＣＳＥ
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ーーーーーーーー
CO-UNION INDUSTRY CO., LTD.
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ーーーーーーーー
（株）ジェイアイグループ
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ーーーーーーーー
（株）ジェイエスエス
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ーーーーーーーーー
Shenzhen Rayfall Technology Co.,ltd
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ーーーーーーーー
静岡製機（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ーーーーーーーーー
（株）sisty
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ーーーーーーーー
（株）システムグラフィ
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ーーーーーーーーーーーーー
（株）島田製薬
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ーーーーーーーー
ZHEJIANG GREEN SPORT MANUFACTORY CO.,LTD
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ーーーーーーーー
XIAMEN HUAZHI IMPORT&EXPORT CO.,LTD
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ーーーーーーーー
（株）ジャパンフィットネス
【共同出展社】
（株）JAPAN WELLNESS INNOVATION（JWI）
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ーーーーーーーー
（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
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ーーーーーーーー
（株）ジャパンマーケットプレイス
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ーーーーーーーーー
XIAMEN EFIT SPORTS CO. LTD
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ーーーーーーーー
Xiamen Renhe Sports Equipment Co., Ltd.
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ーーーーーーーーー
Jiangsu Yaozhang Sport Articles Co., Ltd
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ーーーーーーーー
JIANGSU SAINTEK IMP&EXP CO.,LTD
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ーーーーーーーー
Jiangsu Xinlong Packing CO.,LTD
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ーーーーーーーー
Jumping Fitness
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ーーーーーーーー
JUNLONG SPORTS CO.,LTD
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ーーーーーーーー
（株）ショウエイ
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ーーーーーーーーーーーーー
シリカジャパン（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ーーーーーーーーー
新創企業（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ーーーーーーーーー
進和ラベル印刷（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ーーーーーーーーー
（株）SUW
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ーーーーーーーー
SUZHOU FON DA YU SPORTINGS GOODS CO.,LTD
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ーーーーーーーー
（株）スーパーリージョナル
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ーーーーーーーーー
Suzhou Youheng Rubber and Plastic Products Co.,Ltd.
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ーーーーーーーー
（株）スズキトミー
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ーーーーーーーーー
スターコミュニケーションズ（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ーーーーーーーーー
スタミナ・スポーツ（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ーーーーーーーーー
SPIRIT DIGITECH CO.,LTD
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ーーーーーーーー
スポーツ合宿所〜夢・
ドリーム〜
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ーーーーーーーーー
（有）スポーツゲイト
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ーーーーーーーーー
（株）スポーツセンシング／BEE DANCING（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ーーーーーーーーー
（株）スポーツモチベーション
【共同出展社】
（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ーーーーーーーーー
SPORTING KING CO.,LTD.
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ーーーーーーーーーーーーー
（株）3D Body Lab
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ーーーーーーーー
精英堂印刷（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ーーーーーーーーー
ゼット
（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ーーーーーーーーー
（有）セットバック
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ーーーーーーーーー
セティ
（株）
【共同出展社】Arjuna Natural Extracts Ltd
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ーーーーーーーー
セノー（株）
【共同出展社】
ミズノ
（株）／（株）ティーネットジャパン
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ーーーーーーーーー
ゼビオグループ（クロススポーツマーケティング（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ーーーーーーーーー
（株）セルバスヘルスケア・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ーーーーーーーーーーーーー
Sony Payment Services
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ーーーーーーーー
（株）染野屋
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ーーーーーーーー
ソライナ（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ーーーーーーーーーーーーー
SOLEHRE BROTHERS INDUSTRIES
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ーーーーーーーー
（株）
ダートフィッシュ・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ーーーーーーーーー
（株）第一学習社
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ーーーーーーーーー
（株）大王製作所
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ーーーーーーーーー
大広（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ーーーーーーーーー
（株）泰山スポーツジャパン
【共同出展社】
（株）イーグル
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ーーーーーーーーー
（株）大丸プランニング
【共同出展社】
（株）わらわら／（株）アライブ・ビー
（株）ウィズ・アス／（株）博栄開発
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ーーーーーーーー
（株）
ダイヤコジャパン
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ーーーーーーーーー
太陽薬品（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ーーーーーーーーー

SPORTS WEAR &
SPORTING GOODS
EXPO

H&D
EXPO

RELEX
Relaxation EXPO

RE

-CARE
JAPAN

大和製罐（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ーーーーーーーーー
Taiwan Sporting Goods Manufacturers Association
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ーーーーーーーー
タオルショップ・ジェイピー
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ーーーーーーーーー
たかはし整骨院
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ーーーーーーーー
（株）
タキガワ・コーポレーション・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ーーーーーーーーー
(株)タクセイ
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ーーーーーーーーー
タジマ工業（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ーーーーーーーーー
（株）田島屋
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ーーーーーーーー
DAS Lab LLC and Orange Belt Distribution
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ーーーーーーーーー
DANKEN ENTERPRISE CO., LTD
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ーーーーーーーー
（一社）
ダンス教育振興連盟ＪＤＡＣ
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ーーーーーーーーー
Zhejiang Leader Fitness Equipment Co.,Ltd
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ーーーーーーーー
ZHEJIANG STAR LEISURE UTENSIL CO.,LTD
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ーーーーーーーー
Zhejiang Qiaodeng Industry and Trade Co.,Ltd.
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ーーーーーーーー
CHINA MEDILIFE PRODUCTS CO.,LTD
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ーーーーーーーー
CHALLENGE SKATEBOARD CORP.,LTD
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ーーーーーーーー
CHANGZHOU JIANHAO PLASTIC CO.,LTD
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ーーーーーーーー
Changzhou Sensse IMP&EXP CO.,LTD
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ーーーーーーーー
CHANGZHOU TIANSHENG IMP&EXP CO.,LTD
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ーーーーーーーー
（株）中旺ヘルス
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ーーーーーーーーー
QINGDAO SANHONG PLASTIC CO.,LTD
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ーーーーーーーー
（株）ツインズ
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ーーーーーーーーー
ツカサ電工（株）／リス興業（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ーーーーーーーーー
（株）蔦屋家電エンタープライズ
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ーーーーーーーーー
TRX Training Japan（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ーーーーーーーーー
（株）ティー・ツリー・コミュニケーションズ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（株）ティーネットジャパン
【共同出展社】
セノー（株）／ミズノ
（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ーーーーーーーーー
DM PEGASUS INTERNATIONAL(NANJING)CO.,LTD
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ーーーーーーーー
（株）ディテクト
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ーーーーーーーーー
DEXSHELL／Metropolice
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ーーーーーーーー
テクタイト
（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ーーーーーーーーー
テクノサイエンス（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ーーーーーーーーー
（株）東急スポーツオアシス
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ーーーーーーーーー
東京サラヤ（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ーーーーーーーーー
（地独）東京都健康長寿医療センター研究所
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ーーーーーーーーー
東商アソシエート
（株）
【共同出展社】
（株）アクアリング／Walltopia／PERFECT DESCENT
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ーーーーーーーー
東洋メディック（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ーーーーーーーーー
東洋レヂン（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ーーーーーーーーー
トーエイライト
（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ーーーーーーーーー
（株）
ドクターズ・マン
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ーーーーーーーーー
トムス（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ーーーーーーーーー
豊田通商（株）
【共同出展社】
（株）
ヒカリスポーツ／キユーピー（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ーーーーーーーーー
トライスポーツ
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ーーーーーーーー
（株）
ドリームオンライン
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ーーーーーーーーー
（株）
ドリームゲート
【共同出展社】
ジードジャパン（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ーーーーーーーーー
トレミーフィット
（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ーーーーーーーーー
DONG A SPORTS
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ーーーーーーーー
DONGGUAN SIBOASI SPORTING GOODS
TECHNOLOGY CO., LTD
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ーーーーーーーー
DONGGUAN XINDA SPORTS GOODS CO., LTD
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ーーーーーーーー
ナカキ食品（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ーーーーーーーーー
（株）長良園
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ーーーーーーーー
NANJING SHOUXIU TRADING CO.,LTD
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ーーーーーーーー
Nanjing Superﬁt I & E Co.,Ltd
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ーーーーーーーー
NANJING BAILI SHOES CO.,LTD
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ーーーーーーーー
NANJING HANDAS SPORTING GOODS CO.,LTD
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ーーーーーーーー
NANJING FOREIGN TRADE CO.,LTD
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ーーーーーーーー
NANTONG WOHLSTAND COMPANY LIMITED
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ーーーーーーーー
NanTong Enjoy Sports And Homeﬁtness Co.,Ltd
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ーーーーーーーー
NANTONG SANGYI CLOTHING CO., LTD
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ーーーーーーーー
NANTONG D & B SPORTING INDUSTRIAL CO.,LTD
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ーーーーーーーー
NANTONG DEAN TRADE CO.,LTD
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ーーーーーーーー
NANTONG TONGJIANG RUBBER PRODUCTS CO.,LTD
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ーーーーーーーー
NANTONG HONGHUA FASHION GARMENT CO.,LTD
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ーーーーーーーーー
西巻印刷（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ーーーーーーーーー
（株）日直商会
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ーーーーーーーーーーーーー
（株）ニッシンイクス
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ーーーーーーーーー
日綜産業（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ーーーーーーーーー
日本水産（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ーーーーーーーーー
日本気圧バルク工業（株）
【共同出展社】
スリーピングハウス
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ーーーーーーーーー
日本クリニック（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ーーーーーーーーー
（一財）日本食品分析センター
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本スポーツ産業学会
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ーーーーーーーーー
（一社）日本スポーツツーリズム推進機構（JSTA）
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ーーーーーーーー
（一社）日本スポーツビジョン協会
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ーーーーーーーーー
（株）日本創作
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ーーーーーーーー
日本曹達（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ーーーーーーーーー
JTTMA（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ーーーーーーーーー
（株）日本トリム
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ーーーーーーーーー
日本分子状水素セラピー協会
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（一社）日本ホームヘルス機器協会
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ーーーーーーーーー
（公社）日本ボディビル・フィットネス連盟
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ーーーーーーーー
（一社）日本リラクゼーション業協会
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ーーーーーーーーー

WFJ
（株）ニュートリション・アクト
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ーーーーーーーーー
（株）ニューレックス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
NEW LONG CHING INDUSTRIAL CO., LTD
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ーーーーーーーー
NINGHAI HENGTONG METAL PRODUCTS CO.,LTD
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ーーーーーーーー
Ningbo Kangruida Sports Equipment Co.,Ltd.
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ーーーーーーーー
NINGBO JIA YING SPORTS PRODUCTS CO.,LTD.
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ーーーーーーーー
Ningbo Beyond Electronic Technology Co.,Ltd
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ーーーーーーーー
NINGBO BIYISHENG SPORTING GOODS CO., LTD.
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ーーーーーーーーーーーーー
（同）NEXT HAGIO
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ーーーーーーーーー
VERTEX INTERNATIONAL CO.,LTD.
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ーーーーーーーー
ハイデルベルグ・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ーーーーーーーーー
（株）ハイビックス
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ーーーーーーーーー
HAIYANG LIBENLI BODY-BUILDING APPARATUS CO.,LTD
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ーーーーーーーー
HILABO（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ーーーーーーーーー
（株）ハコビースポーツ
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ーーーーーーーー
（株）バスコフーズ
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ーーーーーーーーー
パナソニック（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ーーーーーーーーー
（株）葉山社中
【共同出展社】PIU
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ーーーーーーーー
（株）バランスワン・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ーーーーーーーーー
（株）バリュープランニング
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ーーーーーーーー
パルシステム生活協同組合連合会
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ーーーーーーーーー
（株）パワーフラッシュ
【共同出展社】
日本ハイインテンシティートレーニング協会
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ーーーーーーーーー
（株）BANDEL
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ーーーーーーーーーーーーー
B＆Sパートナーズ（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ーーーーーーーーー
（株）BMZ
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ーーーーーーーーーーーーー
（株）
ビースタイル
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ーーーーーーーーー
ピープルソフトウェア（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ーーーーーーーーー
B.LEAGUE
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ーーーーーーーーーーーーー
（株）
ヒカリスポーツ
【共同出展社】豊田通商（株）／キユーピー（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ーーーーーーーーー
美コア／トロロックス
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ーーーーーーーーー
飛行船ネットワーク（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ーーーーーーーーー
（株）美粧ケミカル
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ーーーーーーーーー
（株）
ビジョナップ
【共同出展社】
マークスライフサポート
（株）／Je respiere（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ーーーーーーーーー
VisionBody 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ーーーーーーーーー
（株）美と健康社
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ーーーーーーーーー
（株）
ヒューネット
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ーーーーーーーーー
（株）
ヒューマンワークス
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ーーーーーーーーー
ピラティスメソッドジャパン（株）
【共同出展社】Stretch-eze Japan Team
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ーーーーーーーー
BUILD RAY ENTERPRISE CO., LTD.
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ーーーーーーーー
（有）
ヒロテック
【共同出展社】
（株）スポーツモチベーション
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ーーーーーーーーー
PINKION JAPAN（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ーーーーーーーーー
（株）ファイブワン
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ーーーーーーーーー
Huadong Holding Group Wenzhou Sports Equipment Co Ltd
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ーーーーーーーー
（株）フィッツコーポレーション
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ーーーーーーーーー
（株）フィット・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ーーーーーーーーー
（有）フィットネスアポロ社
【共同出展社】
（株）パフォームベタージャパン
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ーーーーーーーーー
（株）フィットネススポーツ
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ーーーーーーーー
（株）フィットネスリンクジャパン
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ーーーーーーーーー
（株）フィリップス・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ーーーーーーーーー
（株）フージャース ウェルネス＆スポーツ
【共同出展社】
（一社）美立健康協会
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ーーーーーーーーー
Hebei Silver Aroow Sports Goods, Co., Ltd China
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ーーーーーーーー
（株）福居製餡所
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ーーーーーーーーー
（株）フジ医療器
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ーーーーーーーー
FUJIAN ALLIANCE PLASTIC SCI-TECH CO., LTD.
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ーーーーーーーー
富士ゴム産業（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ーーーーーーーーー
（株）藤高
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ーーーーーーーー
（株）
Ｆｕｊ
ｉ
ｔａｋａ
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ーーーーーーーーー
不双産業（株）
【共同出展社】友和産業（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ーーーーーーーーー
（有）ブックハウス・エイチディ
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ーーーーーーーーー
物産フードサイエンス（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ーーーーーーーーー
フューコム（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ーーーーーーーーー
（株）フラックス
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ーーーーーーーーー
（株）フラット・クラフト
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ーーーーーーーーー
（株）BRAVO
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ーーーーーーーー
（株）ブラボーグループ Bravo Group
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ーーーーーーーー
フレスコ（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ーーーーーーーーー
プレミアムウォーター
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ーーーーーーーーー
ProCircle Fitness Training Products (Suzhou) Co.,Ltd
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ーーーーーーーーー
（株）プロフィットジャパン
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ーーーーーーーーー
（株）プロフェッショナルトレーナーズチーム
【共同出展社】
クライブルグ リラスティック社
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ーーーーーーーーー
（株）プロラボ ソリューション
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ーーーーーーーーー
（株）プロラボ ホールディングス
【共同出展社】
（株）プロラボ ソリューション
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ーーーーーーーーー
フロンティアフーズ（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ーーーーーーーーー

（株）HELIO 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ーーーーーーーーー
（株）ヘリックスジャパン
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ーーーーーーーーー
（株）ポート 記憶する香り。
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ーーーーーーーー
（株）ボーネルンド
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ーーーーーーーーー
Body Sculpture 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ーーーーーーーーーーーーー
BODYMAKER（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ーーーーーーーーー
ポラール・エレクトロ・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ーーーーーーーーー
（株）ボンヌコーポレーション
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ーーーーーーーーー
MaoFong Science&Technology Safety Co.,Ltd
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ーーーーーーーー
（有）MAKIスポーツ
【共同出展社】NPO法人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ーーーーーーーーーーーーー
増成織ネーム（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ーーーーーーーーー
（株）マックスヒルズ
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ーーーーーーーーー
まつや（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ーーーーーーーーー
（株）丸善
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ーーーーーーーー
（株）マルタカ・パルス
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ーーーーーーーーー
（弁）丸の内ソレイユ法律事務所
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ーーーーーーーーー
丸光産業（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ーーーーーーーーー
マルヤマエクセル（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ーーーーーーーーー
（株）三笠
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ーーーーーーーー
ミズノ
（株）
【共同出展社】
セノー（株）／（株）ティーネットジャパン
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ーーーーーーーーー
三井化学東セロ（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ーーーーーーーーー
三井製糖（株）
【共同出展社】
ゴールドジム／エクスプロージョン
プロテインスイーツ教室アリエス
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ーーーーーーーーー
（株）
ミマキエンジニアリング
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ーーーーーーーー
ミューラージャパン（株）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
MUSASHI［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ーーーーーーーーー
（株）村井
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ーーーーーーーー
メソッド（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ーーーーーーーーー
MEDIFOAM
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ーーーーーーーーーーーーー
メロディアン（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ーーーーーーーーーーーーー
（株）モノ・ウェルビーイング
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ーーーーーーーー
森川健康堂（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ーーーーーーーーー
もりや産業（株）
【共同出展社】
クライミングスペースBOLD
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ーーーーーーーー
MAURTEN
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ーーーーーーーー
MONJU CORPORATION LTD.
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ーーーーーーーー
ヤーマン（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ーーーーーーーーー
（株）八神製作所
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ーーーーーーーーー
（有）山形工房
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ーーーーーーーー
（株）山城物産
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ーーーーーーーー
ヤマツネ（株）“YAMAtune”
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ーーーーーーーーーーーーー
ヤマハ発動機（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ーーーーーーーーー
ヤムナジャパン（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ーーーーーーーーー
ヤング・ケア（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ーーーーーーーーー
Yangzhou Jiwei Sports Products CO.,LTD
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ーーーーーーーー
（株）ユーキ・
トレーディング
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ーーーーーーーー
Union Looper Co., Ltd.
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ーーーーーーーーーーーーー
（株）ユニマットリケン
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ーーーーーーーーー
（株）ユメロン黒川
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ーーーーーーーー
（株）吉田養真堂
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ーーーーーーーー
YONGKANG DABANG SPORTS EQUIPMENT CO.,LTD
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ーーーーーーーー
Yongkang Tianxin Industry & Trade Co., Ltd
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ーーーーーーーーーーーーー
ライオン菓子（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ーーーーーーーーー
Lifegear Taiwan Ltd
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ーーーーーーーー
（株）life park.biz
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ーーーーーーーー
ライフ・フィットネス・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ーーーーーーーーーーーーー
（株）ラディックス
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ーーーーーーーーー
（株）ラメール
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ーーーーーーーーー
ラングスジャパン
【共同出展社】
（株）SUW
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ーーーーーーーー
Lan Song Industrial Co.,Ltd
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ーーーーーーーー
（株）Real Style
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ーーーーーーーー
LIEN（株）
【共同出展社】
（株）
ピクスフォーマンス・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ーーーーーーーーー
Rizhao Iron Bull Fitness Inc.CO. LTD
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ーーーーーーーー
リーフ（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ーーーーーーーーー
Liyang Zhongtian Weaving & Commodity Co., Ltd
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ーーーーーーーー
（株）
リプロ
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ーーーーーーーーーーーーー
（株）LinKage
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ーーーーーーーー
（株）嶺幸
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ーーーーーーーー
レズミルズジャパン（同）
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ーーーーーーーー
LEXCO CO.,LTD.
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ーーーーーーーー
（株）
レバレッジ
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ーーーーーーーー
ロート製薬（株）
【共同出展社】エムジーファーマ（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ーーーーーーーーー
ロケットジャパン（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ーーーーーーーーー
ワールドジャパン（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ーーーーーーーーー
（株）ワールドフィット
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ーーーーーーーーー
（株）YKC
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ーーーーーーーー
（株）YKG
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ーーーーーーーー
和光機械工業（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ーーーーーーーーー
Wattbike 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ーーーーーーーーー
（株）ワム
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ーーーーーーーーー
（株）ワンワールド
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ーーーーーーーーー

（社名50音順、一部抜粋。2018年5月2日現在）

