日本最大のスポーツ・フィットネス・健康産業総合展示会
いよいよ明日、8 月 2 日（火）より東京ビッグサイトにて開催
初日 2 日、AM10：00 よりオープニングセレモニー（テープカット）を行います。業界団体代表、
各省庁などの代表者が参列致します。記念すべきオープニングセレモニーに、ぜひご参加ください。
SPORTEC2016／第 25 回 ヘルス＆フィットネスジャパン（HFJ）
開会式ご列席者・テープカッター 参列依頼一覧
2016 年８月１日現在（順不同）

ＳＰＯＲＴＥＣ実行委員会 委員長 福永 哲夫 様
東京都議会議員 鈴木 隆道 様
厚生労働省健康局健康課 課長補佐 栗本 景介 様
経済産業省 製造産業局 生活製品課 企画官 中内 重則 様
観光庁 観光地域振興課地域競争力強化支援室長兼観光資源課観光資源活用推進室長
東京都 オリンピック・パラリンピック準備局 総合調整部 調整課長 齋藤 幸昌 様
公益財団法人 日本健康スポーツ連盟 会長
一般社団法人 日本体力医学会

玉利 齊 様

理事長 鈴木 政登 様

公益財団法人 日本障がい者スポーツ協会 常務理事 山田 登志夫 様
公益財団法人 健康・体力づくり事業財団 常務理事 増田 和茂 様
公益財団法人 笹川スポーツ財団 研究調査グループ長 主任研究員 澁谷 茂樹 様
公益社団法人 日本プールアメニティ協会 理事長 長島 弘典 様
公益財団法人 日本スポーツクラブ協会 理事長 野川 春夫 様
一般社団法人 日本体育学会 会長 阿江 道良 様

伊藤 嘉規 様

一般社団法人 アリーナスポーツ協議会 代表理事 村林 裕 様
公益社団法人 日本フィットネス協会 業務執行理事 永岡 裕昭 様
公益社団法人 全日本ゴルフ練習場連盟 会長 石井 信成 様
一般社団法人 日本運動施設建設業協会 代表理事 奥 洋彦 様
独立行政法人 日本貿易振興機構 サービス産業部 部長 北川 浩伸 様
一般社団法人 全国旅行業協会 経営調査部 部長 菊池 辰弥 様
公益財団法人 日本サイクリング協会 副会長 加藤 元彦 様
一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会 専務理事 水島 忍 様
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 理事 古野 純典 様
International Health and Racquet Sports Association (IHRSA) Asia Pacific Director John W. Holsinger 様
公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会 会長 斎藤 敏一 様
一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構 会長 原田 宗彦 様
日本を健康にする！研究会 会長、早稲田大学 教授 矢澤 一良 様
日本を健康にする！研究会 副会長、愛知学院大学 教授 大澤 俊彦 様
一般社団法人日本フィットネス産業協会 会長 吉田 正昭 様
テクノジム ジャパン株式会社 代表取締役社長、HFJ 実行委員会 実行委員長 清水 慎一郎 様
ジョンソンヘルステックジャパン株式会社 代表取締役社長、HFJ 実行委員会 副委員長 安永 誠司 様
株式会社 THINK フィットネス 代表取締役社長、SPORTEC 実行委員会 副委員長 手塚 栄司 様
株式会社クラブビジネスジャパン 代表取締役、SPORTEC 実行委員 古屋 武範 様
特定非営利活動法人日本トレーニング指導者協会 理事長、SPORTEC 実行委員 長谷川 裕 様
東京スポーツ用品工業協同組合 理事長、SPORTEC 実行委員 岩井 大輔 様
株式会社ブラボーグループ 代表取締役、SPORTEC 実行委員 ジョン・ボードマン 様

★ 展示会 開催要項
名称

：

SPORTEC(スポルテック)2016

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

第 25 回

http://www.hfj.jp/

ヘルス＆フィットネスジャパン

第1回

REーCARE

JAPAN(リハビリ介護産業展)

第1回

ウエルネスフードジャパン

http://www.re-care.jp
http://www.wfjapan.com

会期

：

2016 年 8 月 2 日(火)・3 日(水)・4 日(木) 10：00～18：00 (最終日は 16：00 まで)

会場

：

東京ビッグサイト

主催

：

SPORTEC 実行委員会/ヘルス＆フィットネスジャパン実行委員会/(一社)日本ゴルフ

東 4・5・6・ホール（東京都江東区有明 3-11-1）

フィットネス協会/(一社)日本スポーツツーリズム推進機構
ウエルネスフードジャパン実行委員会
RE－CARE
共催

：

JAPAN 実行委員会

（株）クラブビジネスジャパン/(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/「日本を健康にする！」研究会

入場

：

2,000 円

(事前登録者・招待券持参者は無料)

本リリース・展示会に関するお問合せ先
展示会運営事務局・広報 (担当：富永 真由実)
〒160‐0007

TEL：090－4953－1633

東京都新宿区荒木町 18-7 四谷長岡ビル７F Mail：tominaga@tso-int.co.jp

