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スポーツビジネスジャパン2020オンライン
開催概要について
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わが国のスポーツ産業の課題に対応した本格的な BtoB 展示会＆コンファレンス

 2016年 スタジアム＆アリーナ2016 （@横浜アリーナ）
スポーツ施設の設計・経営・マネジメントのイベントとして日本初開催

 2017年 スタジアム＆アリーナ2017／スポーツビジネスジャパン （@幕張メッセ）
日本のスポーツ産業の課題をテーマにしたイベントも同時開催

 2018年 スポーツビジネスジャパン2018 together with スタジアム＆アリーナ2018
（@コングレコンベンションセンター）

スポーツ産業全体にフォーカスしたものに進化

 2019年 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
（@さいたまスーパーアリーナ）

Jリーグ・Bリーグ横連携活性化企画実施・スポーツ×SDGsの取組みを推進

 2020年 スポーツビジネスジャパン2020 オンライン
新型コロナウイルス感染症の影響拡大・長期化を踏まえ、展示会の通常開催を中止し、
オンライン開催決定
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スポーツビジネスにおけるNew Normal な世界へ

デジタルトランスフォーメーションの可能性を再定義

全国からの参加者に広くアプローチ

開催趣旨
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全体概要

名 称
スポーツビジネスジャパン2020 オンライン
（ Sports Business Japan 2020 ONLINE ）

会 期

• オンライン展示会
10月6日（火） 10:00 - 30日（金） 17:00 予定

• コンファレンス
Live配信 10月6日（火）・ 7日（水）
アーカイブ配信 動画編集完了後公開 – 10月30日（金）

主 催 日本スポーツ産業学会 / 株式会社コングレ

後 援
（予定）

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) (昨年実績・順不同)

オフィシャル
メディアパートナー

スポーツビジネス・プラットフォーム 「HALF TIME」
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官庁／大使館／自治体

経済産業省
環境省
スポーツ庁
アメリカ大使館
英国大使館
オーストラリア大使館
フランス大使館
札幌市
北広島市
浦河町
秋田県
釜石市
天童市
宮城県
いわき市
茨城県
牛久市
下妻市
常総市

大阪市
東大阪市
和歌山県
安来市
美作市
福山市
香川県
愛媛県
今治市
福岡市
長崎県
長崎市
佐賀県
大分県
鹿児島市
奄美市
沖縄県
沖縄市

守谷市
栃木県
宇都宮市
千葉県
千葉市
柏市
埼玉県
さいたま市
川口市
草加市
熊谷市
加須市
東京都
足立区
渋谷区
杉並区
中野区
多摩市
八王子市

東大和市
川崎市
横浜市
相模原市
横須賀市
長岡市
十日町市
静岡県
静岡市
三重県
愛知県
名古屋市
安城市
豊田市
豊橋市
滋賀県
京都府
京都市
大阪府
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過去の主な来場者

順不同



過去の主な来場者

スポーツ団体／協会

(公財)日本オリンピック委員会
(公財)日本スポーツ協会
(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
(公財)ラグビーワールドカップ2019組織委員会
(公財)ワールドマスターズゲームズ2021関西

組織委員会
(公財)日本サッカー協会
(公財)日本バスケットボール協会
(公財)日本ラグビーフットボール協会
(公財)日本プロゴルフ協会
(公財)日本体育施設協会
(公財)日本財団パラリンピックサポートセンター
(公社)全国大学体育連合
(一社)日本プロサッカー選手会
(一社)ジャパンエスアール
(一社)大学スポーツ協会（UNIVAS）
(一社)日本eスポーツ連合
(一社)日本スポーツアナリスト協会
(独)日本スポーツ振興センター
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(公社)日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）
(株)Jリーグデジタル
(株)Jリーグマーケティング
(株)Jリーグメディアプロモーション
(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（B.LEAGUE)
B.MARKETING(株)
(公社)全国大学体育連合
(一社)日本プロサッカー選手会
(一社)日本女子サッカーリーグ
(一社)バスケットボール女子日本リーグ
(一社)ジャパンエスアール
(一社)日本バレーボールリーグ機構
(一社)Tリーグ
Tマーケティング(株)

リーグ

順不同



Jリーグ（J1・J2・J3）

J1・J2・J3 全50クラブ
※2019年は約130名が来場
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日本野球機構

日本野球機構読売ジャイアンツ
東京ヤクルトスワローズ
横浜DeNAベイスターズ
北海道日本ハムファイターズ
東北楽天ゴールデンイーグルス
埼玉西武ライオンズ
千葉ロッテマリーンズ
オリックス・バファローズ
福岡ソフトバンクホークス

Bリーグ（B1・B2）

B1・B2 全36クラブ
※2019年は約70名が来場

スポーツ施設

札幌ドーム
Jヴィレッジ
さいたまスーパーアリーナ
埼玉スタジアム2002
東京ドーム
明治神宮野球場
横浜アリーナ
横浜スタジアム
エコパスタジアム
ナゴヤドーム
豊田スタジアム
ドルフィンズアリーナ
京セラドーム大阪
東大阪スタジアム

過去の主な来場者

順不同



ゼネコン／デベロッパー

(株)大林組
鹿島建設(株)
清水建設(株)
大成建設(株)
(株)竹中工務店
佐藤工業(株)
戸田建設(株)
(株)フジタ
(株)浅沼組
(株)安藤・間
(株)奥村組
イオンモール(株)
NTTアーバンソリューションズ(株)
オリックス(株)
(株)ケン・コーポレーション
住友不動産(株)
大和ハウス工業(株)
東急不動産(株)
野村不動産(株)
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過去の主な来場者

ヒューリック(株)
三井不動産(株)
三菱地所(株)
森ビル(株)

建築設計事務所

(株)梓設計
(株)NTTファシリティーズ
(株)久米設計
(株)佐藤総合計画
(株)大建設計
(株)東畑建築事務所
(株)日建設計
(株)日本設計
(株)日立建設設計
パシフィックコンサルタンツ(株)
(株)松田平田設計
(株)三菱地所設計
(株)安井建築設計事務所
(株)山下設計
(株)山下PMC

順不同



コンサル／シンクタンク

有限責任あずさ監査法人
アビームコンサルティング(株)
EY新日本有限責任監査法人
(株)インデックスコンサルティング
(株)NTTデータ経営研究所
(株)大和総研
デロイトトーマツコンサルティング(合)
有限責任監査法人トーマツ
(株)日本総合研究所
(株)野村総合研究所
PwCアドバイザリー(合)
PwCあらた有限責任監査法人
PwC総合研究所(合)
(株)三井住友トラスト基礎研究所
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング(株)
(株)スターツ総合研究所
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過去の主な来場者

(一社)コンサートプロモーターズ協会
(株)アミューズ
エイベックス(株)
エイベックス・エンタテインメント(株)
エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ(株)
(株)グリーンズコーポレーション
(株)キョードーファクトリー
(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント
(株)ソニー･ミュージックコミュニケーションズ
(株)ヤマハミュージックエンタテインメント

ホールディングス
(株)よしもとクリエイティブ・エージェンシー
(株)ワタナベエンターテインメント

プロモーター／イベント事業者

順不同



その他

(株)アスリート食堂
(株)インターナショナルスポーツマーケティング
インターナショナル・マネジメント・グループ（IMG）
(一社)Entertainment Committee for STADIUM・
ARENA（ECSA）
(株)サニーサイドアップ
(株)ジャパンフットボールマーチャンダイズ
スポーツブランディングジャパン(株)
(株)スポーツマーケティングラボラトリー
(株)タニタ
(株)DeNA
東京都競馬(株)
ニールセンスポーツジャパン(株)
Perform Investment Japan(株)
ぴあ(株)
(株)ミクシィ
RIZAP(株)
LINE(株)
(株)ルネサンス
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過去の主な来場者

順不同



オンライン展示会について
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チャット機能で参加者とストレスフリーなコミュニケーションを！

動画・資料を活用した効果的なプロモーション

参加者情報・ログの把握が可能

オンライン展示会 出展メリット
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出展者詳細ページ出展者一覧
SBJ2020ONLINE

オンライン開催WEBサイト

来場登録
ログイン

SBJ2020 ONLINE
公式webサイト

来場予約
チケット発行

ID：メールアドレス
PASS：チケット番号
を入力しログイン

各会場（機能）へ
誘導

スポンサーロゴ
出展者ロゴ

公式webサイトから
来場予約サイトへ

出展者一覧表示
出展者詳細
テキスト

PDF・動画
※公式webサイトは
7月末にリニューアル

予定です。

スポーツビジネスジャパン2020 オンライン ページ遷移

昨年イメージ
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企業ロゴ 企業ロゴ企業ロゴ 企業ロゴ

展示会場 TOP画面

スポンサーロゴ

↓以下出展者ロゴ・出展者一覧↓

TOPページ

開発中イメージ

展 示 会 場 コンファレンス会場
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スポンサーロゴ



出展者一覧画面

TOPページ ＞ 出展者一覧

開発中イメージ

企業ロゴ

企業ロゴ 企業ロゴ 企業ロゴ
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企業ロゴ 企業ロゴ 企業ロゴ



① ロゴ ai / jpg / png

②
企業・団体名

説明文
企業名：全角20文字程度
説明文：全角136文字程度

③ 写真データ Jpg / png

④
製品・サービス名

説明文
製品名：全角30文字程度
説明文：全角270文字程度

⑤ PDFデータ
WEBでダウンロードするため、
出来るだけ小さくすることを推奨

⑥ 動画データ 最大10分まで

⑦ PDFデータ
WEBでダウンロードするため、
出来るだけ小さくすることを推奨

⑧ チャット機能 詳細別ページ参照

オンライン出展ブースの機能について

基本機能

２

４

５
６

７

８

開発中イメージ

※背景画像は事務局のフォーマットをご利用ください。
（出展者任意のものに変更可能もです。）
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３



来場者とのコミュニケーションを高めるために

参加者情報

チャット機能

ログ把握
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来場者がチャットへ入力をすると、チャット開始

の通知メールを担当者へ自動送信！

その時点から来場者と直接やり取りすることが

可能になります。

機能紹介①

チャット機能について

参加者とリアルタイムでのやりとりが可能！

同一IDにて複数ログイン可能

複数の端末から同時ログインが可能です。チーム内で共有すれば、お客様からのチャットを逃しません！

SAMPLE
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チャット機能について

具体的な商談に進めるために、「zoom」や「Teams」などへ誘導し、

リアルタイムでミーティングを実施することも可能です！

※WEB会議ツールは、今回のブース料金に含まれておりませんので、出展者側で

ご準備ください。
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チャット中に
WEB会議へ誘導

URLをチャット内で
お知らせ

活用アイデア

WEB会議システムを活用することで、より具体的な商談へ



チャット開始時や担当者不在時には、「bot」が対応

します。

事務局があらかじめ設定した、回答シナリオに沿っ

て会話が展開しますので、深夜や早朝、休日の急

な問い合わせにも対応可能です。

担当者が常時PC前で

待機していなくてOK！

日常業務と並行して対応出来ます。 SAMPLE

機能紹介②

チャット機能について

チャット開始時（or 不在時）には、「bot」が対応 チャット開始ボタンをクリック

質問を選択しチャットを開始

来場者の操作方法

24時間いつでもbotが対応！

チャット履歴にて

不在時の確認も可能です。
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参加者情報について

参加登録する際に入力した以下の項目を把

握出来ます。

※各出展者ごとに項目を指定することは

出来ません。

把握可能なデータ
（例）イベントレジスト登録データ

氏 名
勤務先
団体名

部署
所属

役 職

勤務先
電話番号

勤務先
メールアドレス
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ログ把握について

各出展者のブースに来訪した参加者の来場ログや、

ブース内でのアクション履歴も把握することが可能です。

把握可能なログ
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各出展者ブースに

来訪した履歴

PDFデータを

ダウンロードした履歴

各ブース内の

動画再生履歴



参加者情報・ログ把握について

各出展者ごとに付与される、WEB上の管理ペー

ジからダウンロードすることが可能です。

日々の来場ログチェックにお役立てください。

ログ取得方法

出展者管理画面イメージ

開発段階のため
画像はイメージです。

いつでも どこでも

開催期間中なら何度でも

※ダウンロード形式： csv形式・tsv形式

ファイル形式を選択することが可能です。
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各種料金について
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追加オプション

出展プラン

出展料金 300,000 円（税別）

PDF掲載数 2点まで

チャット機能利用 無制限

動画掲載（最大10分） 1点まで

トップページへのバナー掲載 ○（中サイズ）

来場者データ取得 ○

追加PDF掲載 5,000 円（税別） / 点

追加動画掲載（最大10分） 20,000 円（税別） / 点

追加動画掲載（10分以上） 事務局までお問い合わせください。

出展メニュー
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協賛メニュー

コンファレンス時間 45分間

テーマ / 登壇人数 自由 / モデレーター含め4名まで

Live配信日時 10月6日（火）・7日（水）予定

聴講料 無料セッションとしてすべての参加者が聴講可能

特 典
協賛セッション開始前の5分間および、終了後の最大15分間を貴社広告枠
としてご利用いただけます。
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コンファレンス協賛 600,000 円（税別）

開始前

開始

終了

終了後

協賛セッション

特典イメージ

開始前の5分間

終了後の最大15分間

次のセッション開始まで
広告枠として活用いただけます。

（動画再生・スライド投影・URL/QRコード掲載）



14:00

14:45

15:00

15:45

16:00

16:45

17:00

17:45

広告枠（15:45～16:00）

広告枠（16:45～17:00）

A-3 見放題

A-4 見放題

A-1 見放題

A-2 見放題

広告枠（14:45～15:00）

協賛メニュー

セッション開始前・終了後の最大15分間を
広告枠としてご活用いただけます。

枠は自由に選択いただけます。
※協賛セッション前後の時間帯は選択不可
※動画・スライドデータは事前提出となります。

募 集 数
先着順（どのセッション間にするかご指定いただけます。）

※協賛セッション開始前・終了後の枠についてはご指定できません。

ご提供時間 5分間 or 10分間

ご利用方法 動画再生・スライド投影・URL/QRコード掲載

30,000 円/5分枠・ 50,000 円/10分枠（税別）セッション間広告協賛（Live配信時のみ）

セッション間広告イメージ
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特 典

１．出展ブース （データ掲載数など特別仕様でご提供します。）

２．コンファレンスセッション１枠 （1枠45分）
※協賛セッション開始前の5分間および、終了後の最大15分間を
貴社広告枠としてご利用いただけます。

※無料セッションとしてすべての参加者が聴講可能です。

３．オンラインイベント会場へロゴ掲載 （大サイズ）

４．コンファレンス聴講券 （3名まで、Live配信＋アーカイブ配信）

1,000,000 円（税別）

PDF掲載数 5点まで

チャット機能利用 無制限

動画掲載（最大10分） 2点まで

トップページへのバナー掲載 ○（大サイズ）

ブース来場者データ取得 ○

■出展ブース特別仕様詳細

ゴールドスポンサー

協賛メニュー
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特 典

１．出展ブース （データ掲載数など特別仕様でご提供します。）

２．コンファレンスセッション１枠 （1枠45分）
※協賛セッション開始前の5分間および、終了後の最大15分間を
貴社広告枠としてご利用いただけます。

※無料セッションとしてすべての参加者が聴講可能です。

３．オンラインイベント会場へロゴ掲載 （特大サイズ）

４．コンファレンス聴講券 （15名まで、Live配信＋アーカイブ配信）

５．オフィシャルメディアパートナー「HALF TIME」へのメディア記事掲載 （1回分）

1,500,000 円（税別）

PDF掲載数 15点まで

チャット機能利用 無制限

動画掲載（最大10分） 5点まで

トップページへのバナー掲載 ○（特大サイズ）

ブース来場者データ取得 ○

■出展ブース特別仕様詳細

プラチナスポンサー

協賛メニュー
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HALF TIME のご紹介

30

スポーツビジネス・プラットフォーム 「HALF TIME」

HALF TIME（ハーフタイム）は、スポーツビジネスの専門メディアと、スポーツ関連の求人掲載・
採用サービスを統合した、スポーツビジネス・プラットフォームです。

プラチナスポンサー特典として、
記事掲載することが出来ます。
（費用は協賛料金に含む、内容や構成は自由）

月間 20万PV



コンファレンスのご説明
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スポーツ界を代表する有識者から構成される企画委員会がコンファレンスをプロデュース

間野 義之 早稲田大学 スポーツ科学学術院 教授

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

公益財団法人日本ラグビーフットボール協会 理事、東京大学 理事

公益財団法人日本スポーツ協会 常務理事

一般社団法人日本トップリーグ連携機構 理事 事務局長

公益財団法人日本サッカー協会 会長

横浜市市民局 理事 スポーツ統括室長

シンクタンク・ソフィアバンク 代表

株式会社日本政策投資銀行 地域企画部 担当部長

岡部 恭英

境田 正樹

ヨーコ・ゼッターランド

田口 禎則

田嶋 幸三

西山 雄二

藤沢 久美

矢端 謙介

敬称略/順不同

委員長

委 員
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：2日間で約20セッションを予定 （1日あたり 10セッション）

コンファレンス配信について

セッション数

配信方法

Live配信 アーカイブ配信

［配信日時（予定）］
10/6（火）-7（水）

10/6（火）13:00～19:00
10/7（水）14:00～19:00

［聴講料金］
現在調整中

［チケット券種］
1日券（10/6 or 10/7）
2日券

［配信日時（予定）］
編集完了後配信～

10/30（金）17:00

［聴講料金］
・Live配信チケット購入者は
期間中聴講無料（該当日のみ）

・アーカイブ配信チケット購入者

［チケット券種］
1日券・2日券
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昨年のコンファレンス抜粋
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コンファレンス（一部）紹介

IT企業がプロスポーツチームを持つ意義 （仮）

登壇者

日 程 10月6日（火） 時間未定

株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー
代表取締役社長
小泉 文明 氏

株式会社ミクシィ
代表取締役社長
木村 弘毅 氏

35

横浜スポーツタウン構想 （仮）

登壇者

日 程 未定

株式会社横浜DeNAベイスターズ 代表取締役社長
株式会社ディー・エヌ・エー 取締役 兼 COO
岡村 信悟 氏



その他

36



広報計画（事前）

 ダイレクトメール
開催概要・コンファレンスプログラム・出展者情報などの最新情報を、
Emaiにて9月初旬から順次配信していきます。

 Webサイトプロモーション
7月末にサイトリニューアル予定。
その後コンファレンス等のアップデート情報を随時更新していきます。

 SNS展開
Twitter・Facebookのスポーツビジネスジャパン専用アカウントを
活用し、最新情報など随時情報発信を行っていきます。

 メディアリレーション
メディア各社とのコラボによる、訴求機会を増大。
事前インタビューなどの企画記事や、プレスリリースを適時配信します。
一般誌、通信社、建設関連メディア等への多様な広告活動を展開。

37

「＃スポーツビジネスジャパン 」で拡散にご協力ください!!



広報計画（事後）

 ダイレクトメール
コンファレンスLive配信終了後（10/7～）も定期的にオンデマンド
配信の呼び込みのために情報発信。展示会場へ来場も促進します。

 アーカイブ配信限定 特別コンテンツの配信
7/11-12に開催された、日本スポーツ産業学会 第29回大会の基調講演
と座談会を、アーカイブ配信限定コンテンツとして配信します。

基調講演 びわこ成蹊スポーツ大学 副学長
大阪成蹊大学スポーツイノベーション研究所 所長
前 Bリーグチェアマン・ 元 Jリーグ常務理事 大河 正明 氏

プロスポーツの経営と今後のスポーツイノベーション研究の方向性

日本スポーツ産業学会30年を振り返る

座談会 日本スポーツ産業学会 会長
株式会社アシックス 代表取締役社長CEO 尾山 基 氏

日本スポーツ産業学会 会長
内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会
推進本部事務局長 平田 竹男 氏

日本スポーツ産業学会 理事長
順天堂大学 名誉教授 北村 薫 氏 38



出展に関わる経費の一部について、補助の対象になる可能性があります。
各機関より補助金が交付されますので、活用をご検討ください。（審査有）
詳細は各補助金の所管官庁・団体に直接お問い合わせください。

出展経費に関する補助金のご案内

小規模事業者持続化補助金（一般型）
［対象者］
常時使用する従業員が２０人

（商業・サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）の場合は５人）
以下の法人・個人事業主の方

［補助金額］
補助率：2/3、補助上限額：50万円

［URL］

https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/supports/38?utm_date=20200721

令和2年度販路拡大助成事業～展示会への出展等に関する助成～
［対象者］
要件を満たす都内中小企業者（詳細はHP参照ください）

［助成金額］
助成上限額：150万円

［URL］

https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/supports/38?utm_date=20200721
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8月21日（金）まで

申込書は公式WEBサイトより
ダウンロードください

出展・協賛のお申し込み

お申し込みお待ちしております！
40

受付：


