報道関係者各位

2020年9月30日（水）

取材のご案内

スポーツビジネスジャパン事務局

国内外のトップランナーによる「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」の情報発信

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」

2020年10月6日（火）～10月30日（金）
コンファレンスLIVE配信： 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。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す
る。（※LIVE配信のみのセッションを除きます）
有識者らから成る企画委員会が設計したコンファレンスプログラムは2日間で計24セッション。幅広いテーマで講演やパネルディスカッ
ションを展開する。オンライン展示には、DX、イノベーション、スタジアム＆アリーナ構想や地域活性など、関連する最先端の技術・製
品・サービスを17社・団体が展示。Jリーグ、B.LEAGUEも参加します。 日本スポーツ産業学会主催のアイディアコンテストとも連動
し、イノベーションの創造や、ニューノーマル・ネクストノーマルに関する様々な情報発信を行います。

お忙しいこと存じますが、視聴取材のご検討および、広報にもご協力いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

本イベントのトピックスー スポーツビジネスにおける新情報満載！

■Jリーグ × Bリーグ チェアマン対談が実現（特別講演/聴講無料）

LIVE配信：10月6日 13:00

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」
新型コロナウィルスの感染拡大により、大きな影響を受けている
両リーグ。リーグ運営、クラブ経営を取り巻く環境が大きく変わる
中、両リーグのこれまでの経験や知見を活かした対応や今後の
方針など、ウィズコロナ・アフターコロナ時代のスポーツビジネスの
ニューノーマル・ネクストノーマルが議論される。

新発表

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

島田 慎二

モデレーター：間野 義之

（公社）ジャパン・プロフェッショナ 早稲田大学 スポーツ科学
ル・バスケットボールリーグ チェアマン 学術院 教授
(代表理事 CEO)

全日本テコンドー協会と東京大学先端科学研究拠点の新事業！

LIVE配信：10月6日 18:00

A-5 「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」
全日本テコンドー協会が、新たなプログラムを始動！東京大学スポーツ先端科学研究拠点と連携し、最新のテクノロジーを活用した最先
端デバイスとAIで競技力強化を目指します。全日本テコンドー協会と東京大学の取り組みとは。
セッション終了後別途記者発表あり。
※セッション終了後の記者発表は、（一社）全日本テコンドー協会が主催となります。記者発表の詳細・申し込みは同事務局までご連絡くだ
さい。
（一社）全日本テコンドー協会事務局 メール： japan2020pr@ajta.or.jp TEL:03-6812-9023
※代表メールとは異なりますのでご注意下さい
新発表

女性スポーツの飛躍の鍵。日本トップリーグ連携機構の新事業！

LIVE配信：10月7日 13:00

A-6 「注目される女性スポーツ～更なる飛躍のきっかけとは～」
ますます高まる女子プロスポーツの機運。サッカーの永里優季選手、ホッケーの小野真由美選手、一般社団法人日本トップリーグ連携機
構 理事・事務局長の田口禎則氏を迎え、同機構が女性アスリートの声に基づき推進する女性スポーツの新事業を紹介する。セッション
終了後別途記者会見あり。

※セッション終了後の記者会見は、（一社）日本トップリーグ連携機構が主催となります。記者会見の詳細・お申し込みは、
以下の連絡先までお願いいたします。
（一社）日本トップリーグ連携機構 事務局 メール：wap@japantopleague.jp

■日本スポーツ産業学会 【スポーツ庁長官賞】アイデアコンペ 決勝プレゼンテーション
LIVE配信のみ：10月6日 10:00-12:15
「ポスト・オリパラにむけたビジネスプラン」および「スポーツ界が
審査員： スポーツ庁 スポーツ総括官 牛尾 則文
新型コロナウイルス感染症に対応するためのアイデア」をテー
日本スポーツ産業学会 理事長 北村 薫 / 理事 中村 好男
マとしたビジネスコンペティション。事前審査を通過した５チー
オーディエンス投票
ム（業界関係者、研究者、学生）が決勝プレゼンテーショ 決勝プレゼンテーション参加者： 萩原悟一 氏(九州産業大学) / 久保 雄一郎 氏 /
中京大学草薙ゼミA /轟 翔太(日経BPコンサルティング) / 中京大学草薙ゼミB
ン実施。審査のうえ、「スポーツ庁長官賞」を決定する。

視聴無料 ※イベントレジスト登録されたメールアドレスに参加のご案内が送付されます。
【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。

充実のコンファレンス―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
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

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

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

注目のセッション
●Jリーグ × Bリーグ チェアマン対談
特別講演 10/6 13:00 「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」
●加速するDXと観戦体験のニューノーマル
A-1 10/6 14:00 「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」
●IT企業のスポーツ参入の狙いとは
A-2 10/6 15:00 「IT企業のプロスポーツチームへの関わり方」

●スポーツとSDGs
B-3 10/6 16:00 「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～」
●全日本テコンドー協会と東京大学先端科学研究拠点との新事業 新発表
A-5 10/6 18:00 「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」
※セッション終了後、別途記者会見あり。会見の詳細は、（一社）全日本テコンドー協会までお問合せください。
記者会見問合せ先：(一社)全日本テコンドー協会 事務局 メール：japan2020pr@ajta.or.jp TEL:03-6812-9023

●徳島発、eスポーツと地域活性の可能性
B-5 10/6 18:00 「ウィズコロナ時代のeスポーツと地域活性化」
●女性スポーツ支援の新事業とは 新発表
A-6 10/7 13:00 「注目される女性スポーツ～更なる飛躍のきっかけとは～」
※セッション終了後、別途記者会見あり。会見の詳細は、(一社)日本トップリーグ連携機構までお問合せください。
記者会見問合せ先： (一社)トップリーグ連携機構 事務局 メール：wap@japantopleague.jp
●eスポーツとイノベーション
A-10 10/7 17:00 「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)」
●五輪のこれから
A-11 10/7 18:00 「パンデミックが変える オリンピック・パラリンピック」
●ニューノーマル・ネクストノーマルのスマートベニュー
B-1 10/6 14:00 「エモーショナルな新たな社会を牽引するスタアリとは？」（株式会社梓設計）
B-2 10/6 15:00 「時代とともに歩むスタジアム・アリーナ」（株式会社竹中工務店）
B-6 10/7 13:00 「ウィズコロナ アフターコロナ時代のスタジアム・アリーナ運営のあり方」
B-7 10/7 14:00 「コロナ禍におけるライブ・エンタテインメントのあり様
～ライブ・エンタテインメントベニューのあり方～」
B-10 10/7 17:00 「運動の場から社交の場へーみんなのスタジアムー」（大成建設株式会社）
【コンファレンス一覧情報】
一覧は右記のURLまたはQRコードから、ご参照いただけます。
オフィシャルサイト https://www.sportsbusiness.jp/program/

一覧ファイル
https://bit.l
y/32sFvU8

事前のメディア申し込みで無料視聴可能です。
コンファレンスLIVE配信
2020年10月6日(火)～7日(水)
コンファレンス オンデマンド配信
2020年10月9日（金）予定～30日(金)※一部ライブ配信のみ

オンライン展示会
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。
出展者
●建築・設計
株式会社梓設計
清水建設株式会社
大成建設株式会社
株式会社竹中工務店
佐藤工業株式会社
株式会社 東畑建築事務所
●スポーツ施設設備・機器
ＡＧＣ株式会社
協立工業株式会社
コトブキシーティング株式会社

●ICT機器・サービス
株式会社CSIソリューションズ
パナソニック株式会社
●関連サービス
株式会社イーアクセス
株式会社イトーキ
ニールセン スポーツ ジャパン株式会社
公益社団法人日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）
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
（B.LEAGUE）
特定非営利活動法人Being ALIVE Japan
（2020年9月30日現在※出展カテゴリ順/五十音順）

【オンライン展示・出展者情報】
一覧は右記のURLまたはQRコードから、ご参照いただけます。
オフィシャルサイト https://www.sportsbusiness.jp/floor/
※すべて無料で参加および取材が可能です。
オンライン展示 2020年10月6日(火)～30日(金) オンライン24時間受付
特別企画
●日本スポーツ産業学会 【スポーツ庁長官賞】アイデアコンペ 決勝プレゼンテーション
10月6日（火）10:00～12:15
「ポスト・オリパラにむけたビジネスプラン」および「スポーツ界が新型コロナウイルス感染症に対応するためのアイデア」をメ
インテーマとしたビジネスコンペティション。

●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～
10月6日（火）16:00
モデレーター
パネリスト

後藤
荻野
芳賀
北野

太輔
駿
宏輔
華子

朝日新聞 スポーツ部デスク 兼 オピニオン編集部記者
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 事業推進部 地域振興チーム リーダー
NPO法人 Being ALIVE Japan 代表理事

【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。

【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/
日時：2020年10月6日(火)～30日(金)
開催形式：オンライン
オンライン展示
2020年10月6日(火)～30日(金)
コンファレンスLIVE配信
2020年10月6日(火)～7日(水)
コンファレンス オンデマンド配信 2020年10月9日（金）予定～30日(金)
主催
特別後援

日本スポーツ産業学会／株式会社コングレ
(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/ (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）
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
【参加登録・チケット情報】 イベントレジストにて登録・購入
・無料コンファレンス視聴・オンライン展示会：無料 ※事前登録必須
・有料コンファレンス視聴：
2Daysチケット：8,000円(税込)
1Dayチケット10月6日(火)/10月7日(水) 各日：5,000円(税込)

スポーツビジネスジャパン2020 オンライン 取材視聴申込

ご視聴には当申込の後、イベントレジストにて参加登録をしていただきます。
詳細はお申込みをいただいた後、メディア関係者用の特別参加コードをご案内いたします。
視聴取材申込
●右記のフォームまたはメール、FAXにてお申し込みください。

入力フォーム
https://bit.ly/32JH3sX

※FAXでお申し込みの場合は、下記にご記入いただきお送りください。

FAX：03-3401-8085

フルハウス有賀宛
申込書

・貴社名
・媒体名
・お名前
・電話
・メールアドレス
【お申込に関するお問合せ】
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

