2020年9月16日（水）

News Release

報道関係者各位

スポーツビジネスジャパン事務局

スポーツビジネスの最先端が集結！第5回目の本年は完全オンライン開催

スポーツビジネスの専門展＆コンファレンス

「スポーツビジネスジャパン2020オンライン」

コロナ禍で進むDX、イノベーション、SDGsなどのトレンドから、スポーツを通じた地域活性化、マネジメントや仕組みづくりなど
ウィズコロナ・アフターコロナの世界の課題解決のヒント満載！
会期：2020年10月6日（火）～10月30日（金）/コンファレンス配信・オンライン展示
LIVE配信は2020年10月6日（火）・7日（水）

https://www.sportsbusiness.jp/

日本スポーツ産業学会、株式会社コングレ（東京都中央区、代表取締役社長
武内 紀子）は、2020年10月6日（火）より、「スポーツビジネスジャパン2020
オンライン」を開催します。オンライン展示会は10月6日（火）～30日（金）の
25日間。6日（火）・7日（水）はコンファレンスのLIVE配信（有料・無料）を
実施。セッションは10月30日（金）までオンデマンド配信※でお楽しみいただけま
ラグビープロリーグ化のセッションが話題になった2019年
す。（※LIVE配信のみのセッションを除きます）

開催テーマ「スポーツビジネスにおけるニューノーマル・ネクストノーマル」
●オンライン展示は、チャット機能などで商談・交流を促進。今後スポーツ産業への参入、スポーツビジネスへの取
組をご検討されている皆さまは、スポーツビジネスの商談・情報収集・情報交換の場として、ご活用ください。
●コンファレンスは、スポーツ産業のニューノーマル、ネクストノーマルについて国内外のリーダーたちが一堂に会し、
コロナ禍でさらに進むスポーツビジネス界のデジタルトランスフォーメーション、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。

■無料で学べるスポーツビジネスの最先端コンファレンス
LIVE配信：

●特別講演「コロナショックを契機とした、これからのスポーツビジネス」
10月6日（火）13:00
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
パネリスト 村井 満
公益社団法人日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ） チェアマン
島田 慎二
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ チェアマン
（代表理事CEO）

上記のほか、株式会社梓設計、株式会社竹中工務店※、大成建設株式会社、駐日英国大使館 国
際通商部によるセッションも無料で視聴可能。 （※LIVE配信のみ）

スポーツ産業活性化のため、広報へのご協力のほど、よろしくお願いいたします。

■注目のセッション
●スポーツ界で加速するデジタルトランスフォーメーション（DX）
～DXを活用したWithコロナ時代の観戦体験とスポーツビジネス
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TEAMマーケティング Head of APAC Sales、Jリーグアドバイザー
公益社団法人日本フェンシング協会 会長
株式会社NTTドコモ スポーツ＆ライブビジネス推進室長
パナソニック株式会社 コーポレートイノベーション担当 参与

●注目される女性スポーツ～更なる飛躍のきっかけとは～
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パネリスト

菅原
永里
小野
田口

政規
優季
真由美
禎則

LIVE配信：10月6日（火）14:00

LIVE配信：10月7日（水）13:00

PwCコンサルティング合同会社 シニアマネージャー
シカゴ・レッドスターズ/National Women‘s Soccer League
SOMPOケア株式会社/女子ホッケー日本代表候補
一般社団法人日本トップリーグ連携機構 理事・事務局長

トピックス：永里選手は国内の“男子リーグ”「はやぶさイレブン」に入団を表明されました
※コンファレンスの一覧は、右記よりご覧いただけます。 https://bit.ly/32sFvU8

【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事務局 広報 高橋
〒103-8276 東京都中央区日本橋3-10-5 オンワードパークビルディング 株式会社コングレ
TEL：03-3510-3727 / FAX：03-3510-3728 E-mail : sportsbusiness@congre.co.jp
本ニュースリリースは、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会、文部科学記者会、日本スポーツ協会にお送りしております。

補足資料①

開催テーマ「スポーツビジネスにおけるニューノーマル・ネクストノーマル」
 スポーツビジネスの最先端が集結する展示会

最新の製品／サービスの展示＝稼げるビジネスへの進化との出会いを。
出展者と商談＝「チャット機能」＋Web会議で個別対話を。（滞在時間は無制限）

 スポーツ界の「いま」「未来」を読み解くコンファレンス

スポーツ界を代表する有識者がプロデュース。第一線で活躍する登壇者が「現在」「未来」を語りつくします。
コロナ禍で一変するスポーツビジネスにおけるニューノーマル、加速するDX（デジタルトランスフォーメーション）など。

 オンライン参加の機会は無限「いつでも」「どこでも」「何度でも」

オンライン最大のメリット。お好きな時間にお好きな場所から何度でも参加いただくことが可能です。

■オンラインコンファレンス （※一部ご紹介）
コンファレンスプログラムは2日間で計24セッション。国内外で、多角的にスポーツビジネスに携わるプロフェッショナルが、
さまざまなテーマで講演やパネルディスカッションを展開します。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。

●IT企業のプロスポーツチームへの関わり方
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LIVE配信：10月6日（火）15:00

日本スポーツ産業学会 理事・運営委員長
株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー 代表取締役社長
株式会社ミクシィ 代表取締役社長
LIVE配信：10月6日（火）17:00

シンクタンク・ソフィアバンク 代表
元ラグビー日本代表キャプテン/株式会社HiRAKU 代表取締役
株式会社ミスタートゥエルブ 代表取締役（元サッカー日本代表選手、日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）特任理事）
一般社団法人アスリートデュアルキャリア推進機構 代表理事/株式会社スポカチ 代表取締役

●最先端デバイスとAIを活用した テコンドー強化プログラム（仮）
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LIVE配信：10月6日（火）18:00
一般社団法人全日本テコンドー協会専務理事
東京大学 名誉教授/一般社団法人全日本テコンドー協会アドバイザー
株式会社Xenoma Co-Founder & 代表取締役CEO
東京大学講師/医師/一般社団法人全日本テコンドー協会 医科学委員長
一般社団法人全日本テコンドー協会 強化委員長

●withコロナとスポーツイノベーション
（デジタルデータ利活用とeスポーツによるスポーツイノベーション）
モデレーター
パネリスト

二宮 清純
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藤田 俊哉
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LIVE配信：10月7日（水）17:00

スポーツジャーナリスト
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 会長代行
JFA 技術委員会 強化部会員 （在海外）
［元サッカー日本代表、第4代JPFA会長(日本プロサッカー選手会)］
東京大学 理事 / 弁護士

※コンファレンスの一覧は、右記よりご覧いただけます。 https://bit.ly/32sFvU8

※「スポーツビジネスジャパン2020オンライン」の詳細情報や、コンファレンスの講演テーマは、随時ホームページで公開します。
https://www.sportsbusiness.jp/
※報道関係者の皆さまには、視聴および取材のご案内状を別途ご案内いたします。下記までお問合せください。
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

補足資料②

■オンライン展示会 出展者一覧
スポーツコンテンツホルダーの求める課題解決からスタジアム・アリーナ建設構想やまちづくりまで、スポーツビジネス全般
にわたる情報が集結。オンライン開催のメリットを享受しながら、チャット機能やweb会議ツールなどを活用し、24時間
どこからでも、商談が行えます。
（2020年9月15日現在 五十音順）

【出展社】
(株)梓設計
佐藤工業(株)
(株)イーアクセス
清水建設(株)
(株)イトーキ
(株)CSIソリューションズ
ＡＧＣ(株)
大成建設(株)
協立工業(株)
(株)竹中工務店
コトブキシーティング（株）(株)東畑建築事務所

ニールセン スポーツ ジャパン(株)
パナソニック(株)
（公社）日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）
（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）
（特非）Being ALIVE Japan

■特別企画ーSDGs×SBJ2020 「SDGs達成に向けた本展示会での取り組み」
スポーツビジネスジャパン2020オンラインでは、オンラインという新しい開催
形式の試行・実証を通じて、スポーツビジネスの振興に寄与するとともに、
「スポーツ×SDGs」の各種企画を実施します。「スポーツの力でよりよい
社会を」、を合言葉に、スペシャルコンファレンスやオンライン展示を開催。
SDGsに取り組むきっかけを提供し、社会課題の解決に寄与します。
【Sports×SDGsスペシャルコンファレンス】

●スポーツを通じた持続可能なSocial Goodの創出 ～企業・チーム・NPOによる協働～
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朝日新聞 オピニオン編集部 記者
LIVE配信：10月6日（火）16:00
株式会社湘南ベルマーレ マーケティング室長
株式会社千葉ジェッツふなばし 広報 / イベント / STAR JETS・ジャンボくん マネージャー
NPO法人 Being ALIVE Japan 代表理事

【開催概要】
スポーツビジネスジャパン2020オンライン
https://www.sportsbusiness.jp/

会期

2020年10月6日(火) ～30日(金)/コンファレンス配信・オンライン展示
オンラインLIVE配信は10月6日（火）、7日（水）
主催
日本スポーツ産業学会／株式会社コングレ
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
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／
(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／(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・申請中含む）
プラチナスポンサー （株）梓設計 / 清水建設（株）/ 大成建設（株）/（株）竹中工務店 （五十音順）
コンファレンス協賛 駐日英国大使館 国際通商部

※「スポーツビジネスジャパン2020オンライン」の詳細情報や、コンファレンスの講演テーマは、随時ホームページで公開します。
https://www.sportsbusiness.jp/
※報道関係者の皆さまには、視聴および取材のご案内状を別途ご案内いたします。下記までお問合せください。
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

