報道関係者各位

News Release

2019年10月16日
スポーツビジネスジャパン2019 together with
スタジアム＆アリーナ2019
広報事務局

スタジアム・アリーナ改革、地域活性、スポーツSDGsの今を学ぶ、濃厚な2日間

スポーツビジネスジャパン2019 together with スタジアム＆アリーナ2019
トップリーグやクラブの取り組み、顔認証等ICTの活用など、スポーツ産業のトレンド情報が満載。
ビジネスネットワーキングの機会となる専門展示会＆コンファレンス。
2019年11月19日（火）・11月20日（水）さいたまスーパーアリーナで開催
https://www.sportsbusiness.jp/
ゴールデン・スポーツイヤーズが始まり、ますます活性化するスポーツ産業界。 「スポーツビジネスジャパン together with スタ
ジアム＆アリーナ」は、スポーツ産業におけるイノベーション、地域活性、SDGsなどのトレンドから、マネジメントや仕組みづくり、
ICT活用など第一線で活躍する方々のメソッドを紹介。皆さまのビジネスマッチングに寄与するスポーツビジネスに特化した専
門展示会およびコンファレンスです。これまで横浜、千葉、大阪で開催し、第4回となる今年は、さいたまスーパーアリーナで開催
します。
国内外でスポーツビジネスに関わるプロフェッショナルによるスポーツビジネスの今をテーマにしたコンファレンスや最先端の技術、
サービスを紹介する展示会でスポーツビジネスの最前線を体感いただけます。また、サイドイベントとして、バックヤードから施設の
裏側を学ぶスタジアム・アリーナ視察ツアー（さいたまスーパーアリーナ・埼玉スタジアム2002）を開催。ネットワーキングレセプ
ションなど、ビジネスネットワーキングの機会もご用意しています。新たな試みとして、顔認証システムによるコンファレンスなどの
入退場管理や、スポーツの力を活用したSDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）も実施。
これからスポーツビジネスに参入する方にも有効な情報収集の場となっておりますので、ぜひご参加ください。
報道関係者の皆さまからのご意見やご協力を仰ぎ、より多くの皆さまにお伝えしてまいりたいと考えております。
お忙しいことと存じますが、ご取材のご検討および、広報へのご協力のほど、よろしくお願いいたします。
コンファレンスのみどころ

コンファレンスプログラムは、2日間で29セッション（事前登録制）。国内外のリーダーたちが一堂に会し、今話題のラグ
ビーのプロリーグ化や、異業種企業の参入、オープンイノベーション、地方創生、スタジアム・アリーナ改革など、スポーツビジ
ネスの最新動向を紹介します。
―セッション例：「ウエルカムスピーチ」＆「日本のラグビーを変える！～新しいプロリーグとは～」のご登壇者―





川淵
鈴木
大野
尾山

三郎 (一社)日本トップリーグ連携機構 代表理事 会長
大地 スポーツ庁 長官
元裕 埼玉県知事
基 日本スポーツ産業学会 会長/(株)アシックス代表取締役会長兼CEO

【開催概要】
会期
会場
主催
パートナー
特別顧問
企画委員会

 清宮 克幸 (公財)日本ラグビーフットボール協会 副会長
 境田 正樹 (公財)日本ラグビーフットボール協会 理事、弁護士、東京大学 理事
 廣瀬 俊朗 俳優、元ラグビー日本代表主将/(株)HiRAKU 代表取締役

2019年11月19日(火) ・11月20日(水)
※スタジアム・アリーナ視察ツアー：11月18日(月)／ネットワーキングレセプション：11月19日(火)
さいたまスーパーアリーナ
〒330-9111 埼玉県さいたま市中央区新都心8
日本スポーツ産業学会／株式会社コングレ／株式会社スペースメディアジャパン
Brintex Ltd. - part of Hemming Group (英国)
一般社団法人日本トップリーグ連携機構 川淵 三郎 代表理事 会長
委員長 早稲田大学 スポーツ科学学術院 間野 義之 教授

本ニュースリリースは、国土交通記者会、文部科学記者会、日本スポーツ協会、さいたま市政記者会にお送りしております。
==================== 【本リリースに関するお問合せ】 ====================
株式会社フルハウス 有賀 TEL：03-5413-0212 / FAX： 03-3401-8085 E-mail：t.ariga@fullhouse.jp
スポーツビジネスジャパン2019 together with スタジアム＆アリーナ2019運営事務局
〒102-8481 東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル
TEL : 03-5216-5307
FAX : 03-3263-4032 E-mail : sportsbusiness@congre.co.jp
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スポーツビジネスジャパン2019 together with スタジアム＆アリーナ2019 概要

会期

2019年11月19日(火) ・11月20日(水)
※スタジアム・アリーナ視察ツアー：11月18日(月)
※ネットワーキングレセプション：11月19日(火)

会場

さいたまスーパーアリーナ
〒330-9111 埼玉県さいたま市中央区新都心8

主催

日本スポーツ産業学会／株式会社コングレ／株式会社スペースメディアジャパン

パートナー

Brintex Ltd. - part of Hemming Group (英国)

特別協力

コトブキシーティング(株)／(株)スポーツビズ

特別後援

(一社)日本トップリーグ連携機構／（一社）Entertainment Committee for STADIUM・
ARENA （ECSA/エクサ）

後援

スポーツ庁／(公財)日本サッカー協会／(公社)日本プロサッカーリーグ／(公財)日本バスケットボー
ル協会／(一社)バスケットボール女子日本リーグ／(一社)日本バレーボールリーグ機構／(一社)Ｔ
リーグ／(一社)日本eスポーツ連合／(公財)日本体育施設協会／(公社)全国大学体育連合／
(一社)大学スポーツ協会(UNIVAS)／(一社)日本スポーツアナリスト協会／(公社)日本建築家
協会／埼玉県 ／ さいたま市 ／(一社)さいたまスポーツコミッション／(一社)新経済連盟／(特非)
日本PFI・PPP協会／(一財)自治体国際化協会(CLAIR) (順不同）

オフィシャルスポンサー

株式会社竹中工務店／大成建設株式会社／パナソニック株式会社

ネットワーキングレセプション協賛

コトブキシーティング株式会社

コンファレンス協賛

株式会社山下ＰＭＣ

特別顧問：

川淵 三郎 一般社団法人日本トップリーグ連携機構 代表理事 会長

日本トップリーグ連携機構の川淵代表理事 会長に、前回に引き続いて本イベントの特別顧問にご就任いただきました。 日本の
スポーツ産業の発展と活性化に寄与するイベントとしてのあり方についてアドバイスをいただきます。

企画委員会：スポーツ界を代表する有識者から構成される企画委員の皆様にコンファレンスをプロデュースいただきました
委員長

間野 義之

早稲田大学 スポーツ科学学術院 教授

委 員

遠藤 秀一

一般社団法人さいたまスポーツコミッション 副会長兼専務理事

境田 正樹

弁護士、東京大学 理事

ヨーコ・ゼッターランド 公益財団法人日本スポーツ協会 常務理事
矢端 謙介

株式会社日本政策投資銀行 地域企画部担当部長

田口 禎則

一般社団法人日本トップリーグ連携機構 理事 事務局長

田嶋 幸三

公益財団法人日本オリンピック委員会 常務理事

藤沢 久美

シンクタンク・ソフィアバンク 代表

堀部 定男

公益財団法人日本体育施設協会 専務理事

Sam Wiblew Head of Stadia Portfolio, Brintex Ltd.

(part of Hemming Group)
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スポーツビジネスジャパン2019 together with スタジアム＆アリーナ2019 概要

本展示会の特徴：
●最先端の技術・サービスを提供する100以上の企業・団体が出展
スポーツ市場の規模拡大に向けて、真に稼げるビジネスへの変革と新たな機会創出を目指し、スポーツビジネス全般に関
する最先端の技術とサービスを展示します。
●スポーツビジネスの最前線のトピックをテーマにした20以上のコンファレンス
スポーツ界の有識者で構成される企画委員会が、スポーツ関係者必聴のテーマと注目の講演者を選定しました。今話題
のラグビープロリーグ化や異業種企業のスポーツビジネスへの参入など、日本のスポーツビジネスの最新動向をお聴きいただ
けるまたとない機会です。
●スポーツビジネスジャパン参加者限定！スタジアム・アリーナ視察ツアー
先進的なスタジアム・アリーナの裏側を見られるスポーツビジネスジャパン参加者限定のスポーツ施設視察ツアーです。今回
はさいたまスーパーアリーナと埼玉スタジアム2002の視察を行います。
（2019年開催の視察ツアー：さいたまスーパーアリーナ・埼玉スタジアム2002）
●多彩なネットワーキング機会がビジネスチャンスを拡大
出展者、講演者、来場者を対象としたネットワーキングレセプションを開催。国内外のスポーツ関係者が一堂に会するレセ
プションは、より広範なネットワークの構築にご活用いただけます。

出展社（2019年10月時点）
埼玉県
舞洲プロジェクト (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)
( 一社 ) さいたまスポーツコミッション
( 株 ) さいたまアリーナ
ウォータースタンド ( 株 )
さいたま市
(株)久米設計
(株)モルテン
佐藤工業(株)
N-SEATING CO.,LTD.
日本スポーツ産業学会
ブリッド(株)
( 株 ) ニッシンイクス
NEC ネッツエスアイ ( 株 )
(株)チュウブ
( 株 ) ヤマハミュージックジャパン
NEXO
ヤマハサウンドシステム ( 株 )
( 一財 ) グリーンスポーツアライアンス
清水建設(株)
( 特非 )Being ALIVE Japan
パナソニック(株)
(株)山下PMC
(株)エヌジーシー
(株)タニタ
ピーエス(株)
( 株 ) 東畑建築事務所
( 株 )CSI ソリューションズ

(株)イトーキ
Axess Japan( 株 )
( 株 ) フアモサライフ（IXPASS）
(株)竹中工務店
コトブキシーティング ( 株 )
大成建設(株)
(株)日建設計
(株) MLJ
( 株 ) ケッズトリニティ
(株)共立電照
東洋グリーン(株)
( 株 ) 近畿日本ツーリスト首都圏
戸田建設(株)
Terraplas
elan inventa / stand works
Signature Systems Group, LLC
Natural Grass
d&b audiotechnik Japan K.K.
(株)大林組
(株)梓設計
AGC(株)
codience
playground( 株 )
(株)Sportip
タイムカプセル(株)
(株)KAGO食スポーツ
※順不同
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スポーツビジネスジャパン2019 together with スタジアム＆アリーナ2019 概要
トピックス

コンファレンスプログラム 注目のセッション

スポーツビジネスジャパンだからこそ実現した、スポーツ界のキーマンによる講演
「ウェルカムスピーチ」＆「日本のラグビーを変える！～新しいプロリーグとは～」

無料講演

日 時：11月19日（火）10:15〜11:45

10:15～10:45 「ウェルカムスピーチ」
川淵
鈴木
大野
尾山

三郎 (一社)日本トップリーグ連携機構 代表理事 会長
大地 スポーツ庁 長官
元裕 埼玉県知事
基
日本スポーツ産業学会 会長／(株)アシックス代表取締役会長兼CEO

川淵 三郎

鈴木 大地

大野 元裕

尾山 基

(一社)日本トップリーグ連携機構
代表理事 会長

スポーツ庁 長官

埼玉県知事

日本スポーツ産業学会 会長
(株)アシックス代表取締役会長兼CEO

10:50～11:45 「日本のラグビーを変える！～新しいプロリーグとは～」
川淵
清宮
境田
廣瀬
【司会】 須黒

川淵 三郎
(一社)日本トップリーグ連携機構
代表理事 会長

無料講演

三郎 (一社)日本トップリーグ連携機構 代表理事 会長
克幸 (公財)日本ラグビーフットボール協会 副会長
正樹 (公財)日本ラグビーフットボール協会 理事、弁護士、東京大学 理事
俊朗 俳優、元ラグビー日本代表主将／ (株)HiRAKU 代表取締役
清華 テレビ東京アナウンサー

清宮 克幸
(公財)日本ラグビーフットボール協会
副会長

境田 正樹

廣瀬 俊朗

(公財)日本ラグビーフットボール協会 理事
弁護士、東京大学 理事

俳優、元ラグビー日本代表主将
(株)HiRAKU 代表取締役
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スポーツビジネスジャパン2019 together with スタジアム＆アリーナ2019 概要
トピックス
顔認証システムによるコンファレンスなどの入退場管理・スマートチェックイン体験
スポーツビジネスジャパン2019 together with スタジアム＆アリーナ2019では、
入場登録時、コンファレンス聴講受付時の混雑解消を目的とした入場管理および
ICT技術の実証の場として、顔認証システム（サービス提供：パナソニック株式会
社）を導入します。
スポーツ界で日常的な活用が見込まれる顔認証システムを、いち早く体験してい
ただけます。ICT活用により運営人員を削減し、正確でスピーディーな認証でイベン
トのクオリティーを向上するとともに、早期実装の実現へ貢献してまいります。
一般参加型の展示会※1としては国内初の試みとなります。（2019年10月15日現在㈱コングレ調べ）
受付顔登録

パナソニックの顔認証ソリューション https://sol.panasonic.biz/solution/face-recognition/

※１ 企業主催のプライベート展示会を除く展示会

Sports×SDGs スポーツの力でSDGsへの取り組みを加速させる！
登壇者、出展者、来場者が参加する持続可能な展示会に。スポーツの持つ力
をドライブに、以下の取り組みを通じて、SDGsに取り組むきっかけを提供します。

■持続可能な展示会運営を目指します
可能な限り、環境負荷を低減させる資材・機材の調達や、地産地消の推進、紙・
消費電力の削減など、環境に配慮した調達を実施します。

マイボトルの推奨
会場内各所に無料の給水スポットを用意します。来場者には、マイボトルの持
参を推奨し、コンファレンススピーカーの皆様にも、マイボトルでご登壇いただきま
す。ペットボトルゴミ削減により、マイクロプラスチック問題の解決に貢献します。
（会場内の無料給水スポットのご提供：ウォータースタンド株式会社）

■出展者様の取り組みを統一的に訴求
各出展者様の17のゴールへ向けた取り組みを、ブースでのアイコンの掲示により統一
的に訴求します。来場者へ、出展者の活動をより深く認識していただくとともに、
SDGsそのものへの理解を深めていただきます。

■来場者にも関⼼を持つ契機に
SPORTS×SDGsスペシャルコンファレンスを2セッションご用意。映像コンテンツなど
も活用し、SDGsを身近に感じていただきます。

ブースイメージ

SDGsスペシャルコンファレンス
「スポーツ×SDGs 新潮流」

11月19日15:00－15:45 無料講演
日本での、スポーツをコアとした持続可能な新規ビジネス開発の現状とは。すでに始動しているプロジェクトの
事例を、参画する多様な企業の視点を交えながら紹介する中で、海外事例や日本における問題点、今後
の展望などを検討していく。

「スポーツの力で社会貢献
～長期療養児のスポーツチーム入団事業TEAMMATES～」

11月19日16:00－16:45 無料講演

長期病気療養中の子供をプロスポーツチームのチームメイトとして迎え入れてもらい、子供や家族、地域にネットワークを構築
することを目的とした活動「TEAMMATES」。モデレーターに朝日新聞記者後藤氏を迎え、実施した各チームにおける効果、
問題点などの事例の紹介を通じて、日本の社会貢献活動の現状と問題点、今後の課題等を明らかにしていく。

SDGsの取り組みはウェブサイトで随時更新します。 https://www.sportsbusiness.jp/SDGs/
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コンファレンスプログラム①
イノベーション

「スポーツ×オープンイノベーションの可能性」(仮)

有料講演

日 時
登壇者

11月19日13:00〜13:45
川合 現
スポーツ庁参事官（民間スポーツ担当）
小泉 文明
(株)メルカリ 取締役会長 兼 /
(株)鹿島アントラーズ・エフ・シー 代表取締役社長
岡部 恭英
TEAMマーケティング/Head of APAC Sales、Jリーグアドバイザー
【モデレーター】 藤沢 久美
シンクタンク・ソフィアバンク 代表

川合 現

小泉 文明

岡部 恭英

藤沢 久美

スポーツ庁参事官
民間スポーツ担当

(株)メルカリ 取締役会長 兼
(株)鹿島アントラーズ・エフ・シー
代表取締役社長

TEAMマーケティング
Head of APAC Sales
Jリーグアドバイザー

シンクタンク・ソフィアバンク 代表

「スポーツとメディアの素敵な関係」(仮)

有料講演

日 時
登壇者

11月20日14:15〜15:00
平田 正俊
Perform Investment Japan(株)(DAZN)
ヴァイスプレジデント アクティベーション
黒飛 功二朗 (株)運動通信社（スポーツブル）代表取締役社長
【モデレーター】 藤沢 久美
シンクタンク・ソフィアバンク 代表

平田 正俊
Perform Investment Japan(株)(DAZN)
ヴァイスプレジデント アクティベーション

黒飛 功二朗
(株)運動通信社（スポーツブル）
代表取締役社長

藤沢 久美
シンクタンク・ソフィアバンク 代表

「東京オリンピック・パラリンピックを契機としたこれからのスポーツ大会の楽しみ方」
日 時
登壇者

11月19日15:00〜15:45
三木 泰雄
(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
チーフ・テクノロジー・イノベーション・オフィサー

「大学スポーツはどこへ行くのか？ ～UNIVASの誕生と将来～」
日 時
登壇者

無料講演

11月20日11:15〜12:00
池田 敦司
（一社）大学スポーツ協会（UNIVAS)
専務理事

詳細はウェブサイトで随時更新します。https://www.sportsbusiness.jp/conference-programme/

無料講演
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スポーツビジネスジャパン2019 together with スタジアム＆アリーナ2019 概要
コンファレンスプログラム②
イノベーション

「若手経営者からみたプロクラブ経営の魅力」

有料講演

日 時
登壇者

11月20日10:15〜11:00
高田 旭人
(株)ジャパネットホールディングス 代表取締役社長 兼 CEO /
(株)V・ファーレン長崎 取締役
青井 茂
(株)アトム 代表取締役社長 / コートヤードHIROOオーナー /
(株)富山グラウジーズ取締役
【モデレーター】 間野 義之
早稲田大学 スポーツ科学学術院 教授

高田 旭人

青井 茂

間野 義之

(株)ジャパネットホールディングス
代表取締役社長 兼 CEO
(株)V・ファーレン長崎 取締役

(株)アトム 代表取締役社長
コートヤードHIROOオーナー
(株)富山グラウジーズ取締役

早稲田大学
スポーツ科学学術院 教授

地方創生
無料講演

「スポーツ×ベンチャー×地方創生の可能性について

～埼玉イノベーションリーダーズ育成プログラム（Saitama Sports Start-up）の取り組み～ 」
日 時
11月19日12:00〜12:45
登壇者
間野 義之
早稲田大学 スポーツ科学学術院 教授
忰田 康征
スポーツ庁参事官（民間スポーツ担当 ）付参事官補佐
新里 英男
埼玉県 産業労働部副部長
【モデレーター】 里崎 慎
デロイトトーマツ ファイナンシヤルアドバイザリー(合)
シニアヴァイスプレジデント

間野 義之
早稲田大学
スポーツ科学学術院 教授

忰田 康征

新里 英男

スポーツ庁参事官（民間スポーツ担当 ） 埼玉県 産業労働部副部長
付参事官補佐

里崎 慎
デロイトトーマツ ファイナンシヤルアドバイザリー(合)
シニアヴァイスプレジデント

無料講演
「スポーツを活用した地域活性化・地方創生 ～さいたま市から考える～」
日 時
11月19日13:00 - 13:45
登壇者
池田 純
(一社)さいたまスポーツコミッション会長
高橋 伸一郎 さいたま市 スポーツ文化局 スポーツ部 スポーツ政策室 参事 兼 室長
岡田 明
日本アイ・ビー・エム(株) GBS事業本部 iX シニアマネージングコンサルタント
松田 雄史 (株)NTTデータ経営研究所 エグゼクティブシニアスペシャリスト
【モデレーター】 桂田 隆行 (株)日本政策投資銀行 地域企画部課長

詳細はウェブサイトで随時更新します。https://www.sportsbusiness.jp/conference-programme/
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スポーツビジネスジャパン2019 together with スタジアム＆アリーナ2019 概要
コンファレンスプログラム③
スポーツSDGs

「スポーツ×SDGs 新潮流」
日時
登壇者

11月19日15:00〜15:45
小林 哲也
三菱ケミカル(株) 高機能ポリマー部門 サステナブルリソース本部
サステナブルポリマーズ事業部 企画管理グループ マネージャー
岡本 昭史
(株)Don Don up 代表取締役社長
井口 洋平
(一社)Meister 理事
【モデレーター】 澤田 陽樹
(一財)グリーンスポーツアライアンス 代表理事
「スポーツの力で社会貢献 ～長期療養児のスポーツチーム入団事業TEAMMATES～」
日時
11月19日16:00〜16:45
登壇者
北野 華子
(特非)Being ALIVE Japan 理事長
横田 陽
(株)レバンガ北海道 代表取締役
水谷 尚人
(株)湘南ベルマーレ 代表取締役社長
【モデレーター】 後藤 太輔
朝日新聞 オピニオン編集部記者

無料講演

無料講演

スタジアム・アリーナ

「新国立競技場と日本におけるスタジアム＆アリーナの未来」
日 時
登壇者

無料講演

11月20日12:15〜13:00
永廣 正邦
(株)梓設計 常務執行役員 プリンシパルアーキテクト
スポーツ・エンターテインメントドメイン長
川野 久雄
大成建設(株) 設計本部 特定プロジェクト部 部長

「つかわれ続けるスタジアム・アリーナ～魅力と事業性を高めるために～」

無料講演

日 時
登壇者

11月20日13:15〜14:00
五十嵐 信哉
(株)竹中工務店 先進構造エンジニアリング本部長
三木 重人
(株)竹中工務店 エンジニアリング本部 空間技術グループ 専門役
中村 慎
(株)竹中工務店 環境エンジニアリング本部
エネルギーソリューション企画グループ長
【モデレーター】 髙根 一晃
(株)竹中工務店 情報エンジニアリング本部 課長
有料講演

「Jリーグが考える未来のスタジアム」
日時
登壇者

11月20日13:15〜14:00
村井 満 (公社)日本プロサッカーリーグ（Jリーグ） チェアマン
千葉 昭浩 コトブキシーティンググループ CSO／コトブキシーティング アジアパシフィック CEO
【モデレーター】 間野 義之 早稲田大学 スポーツ科学学術院 教授

村井 満

千葉 昭浩

(公社)日本プロサッカーリーグ（Jリーグ） コトブキシーティンググループ CSO
チェアマン
コトブキシーティング アジアパシフィック CEO

間野 義之
早稲田大学
スポーツ科学学術院 教授

詳細はウェブサイトで随時更新します。https://www.sportsbusiness.jp/conference-programme/
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