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第１回 スポーツ施設建設・リノベーションＥＸＰＯ
第２回 スポーツイベントＥＸＰＯ
第４回 スポーツフードＥＸＰＯ

第１回 ゴルフファシリティーショー
第２回 ホームヘルス＆ダイエットＥＸＰＯ

ヘルス＆フィットネスジャパン
第
24
回

●開催概要 ●出展社データ ●来場者データ

【会期】2015年7月28日（火）～30日（木）
【会場】東京ビッグサイト 東5・6ホール



会期：

2015年7月28日（火）・29日（水）・30日（木）

会場：

東京ビッグサイト 東5・6ホール

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（HFJ）

一般社団法人日本ゴルフフィットネス協会（GFS）／一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構（SPOEV）

共催：

株式会社クラブビジネスジャパン（SPORTEC）／「日本を健康にする！」研究会（スポーツフードEXPO）

特別協力：

公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会／一般社団法人日本フィットネス産業協会

公益財団法人日本体育施設協会

後援／協力団体機関：

文部科学省、経済産業省、厚生労働省、観光庁、東京都、一般社団法人アリーナスポーツ協議会、公益財団法
人健康・体力づくり事業財団、健康日本２１推進全国連絡協議会、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究
所国立健康・栄養研究所、公益社団法人全日本ゴルフ練習場連盟、一般社団法人日本運動施設建設業協会、
公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本学校体育研究連合会、公益財団法人日本健康ス
ポーツ連盟、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会日本パラリ
ンピック委員会、一般社団法人日本スイミングクラブ協会、一般社団法人日本スポーツ用品工業協会、公益財団
法人日本スポーツクラブ協会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本スポーツ振興セン
ター、一般社団法人日本体育学会、公益財団法人日本体育協会、一般社団法人日本体力医学会、特定非営利
活動法人日本ＰＦＩ・ＰＰＰ協会、公益社団法人日本フィットネス協会、公益社団法人日本プールアメニティ協会、
公益財団法人日本プロスポーツ協会、独立行政法人日本貿易振興機構、公益財団法人日本レクリエーション協
会、公益財団法人体力つくり指導協会、公益財団法人日本サイクリング協会、公益社団法人全国スポーツ推進
委員連合、東京スポーツ用品工業協同組合、一般社団法人全国旅行業協会、公益財団法人笹川スポーツ財
団、全米エクササイズ＆スポーツトレーナー協会（NESTA JAPAN）、特定非営利活動法人日本トレーニング指導
者協会、FITNESS SESSION実行委員会 （順不同）

入場料：

2000円 （招待券持参者、事前登録者は無料にて入場）

来場対象：

フィットネスジム経営者、フィットネスジム関係者、スポーツ施設運営者、スポーツ指導者、トレーナー、スポーツ
コーチ、スポーツドクター、インストラクター、クラブチーム運営企業、体育大学／学校、卸売・問屋、リハビリ・マッ
サージ技術者、体育館施設関係者、スポーツ解説者、政府関係者、自治体、スポーツ選手、スポーツ関連団体、
スポーツ業界関係者、メディア関係者、会場施設関係者、栄養士、食品業界関係者、健康食品メーカー、その他
スポーツ愛好者 等

開催概要
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開会式／テープカット
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開会式／テープカット

・ＳＰＯＲＴＥＣ実行委員会 委員長、国立大学法人鹿屋体育大学 学長 福永 哲夫

・東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会顧問会議 顧問、

自由民主党オリンピック・パラリンピック東京大会実施本部 幹事長、衆議院議員 馳 浩

・東京都議会議員 鈴木 隆道

・文部科学省 スポーツ・青少年局 スポーツ振興課 課長 森岡 裕策

・経済産業省 商務情報政策局 日用品室 室長 髙橋 政義

・観光庁 観光地域振興部 観光地域振興課 地域競争力強化支援室長 伊藤 嘉規

・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

・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 参与 上治 丈太郎

・公益財団法人 日本健康スポーツ連盟 理事長／公益財団法人 日本プロスポーツ協会 専務理事 玉利 齊

・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

・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

・公益財団法人 笹川スポーツ財団 スポーツ政策研究所 主任研究員 渋谷 茂樹

・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

・一般社団法人 日本体育学会 会長 阿江 道良

・東京スポーツ用品工業協同組合 理事長 岩井 大輔

・一般社団法人 全国旅行業協会 経営調査部 部長 菊池 辰弥

・独立行政法人 日本貿易振興機構 サービス産業部長 眞銅 竜日郎

・一般社団法人 日本運動施設建設業協会 代表理事 長谷川 信

・一般社団法人 日本エア遊具安全普及協会 代表理事 栗橋 寿

・サノヤス・ライド株式会社 代表取締役社長 白神 敬治

・泉陽興業株式会社 代表取締役社長 山田 勇作

・International Health and Racquet Sports Association (IHRSA) Asia Pacific Director John W. Holsinger

・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

・一般財団法人日本フィットネス産業協会 会長 田中 富美明

・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

・日本を健康にする！研究会 会長、早稲田大学 教授 矢澤 一良

・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

・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

・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

・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

・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

・特定非営利活動法人日本トレーニング指導者協会 理事、SPORTEC実行委員 長谷川 裕

・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

（敬称略・順不同）

テープカット参列者
業界を代表する方々３３名にご参列いただいました。
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来場者数・出展社数

32,259名

31,155名

25,874名

301社

211社

178社

2011年 2012年 2013年

33,489名

350社

2014年

7月28日（火）

晴れ

7月29日（水）

晴れ

7月30日（木）

晴れ
合 計

１．受付登録入場者数 （※1） １２，５２８名 １３，２６９名 １３，４８６名 ３９，２８３名

２．VIP登録入場者数 （※2） ７９３名 ６３８名 ５９１名 ２，０２２名

３．報道関係者入場者数 （※3） ８６名 ８１名 ６４名 ２３１名

１．～３．の合計 １３，４０７名 １３，９８８名 １４，１４１名 ４１，５３６名

３日間の来場者数

来場者数 集計方法
※１ 事務局に出展社バッジの発行申請、受付で事前登録用紙・招待券を持参した方の数をカウントしています。
※２ 受付にVIP招待状を持参し入場登録したVIPの数をカウントしています。
※３ プレスルームにて取材登録をされた報道関係者の数をカウントしています。
※４ 事務局にて対応いたしました来賓ならびに関係者の数は１．に合わせて集計しています。

●来場者数の推移

開催年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

人数 25,874名 31,155名 32,259名 33,489名 41,536名 50,000名

開催年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

社数 178社 211社 301社 350社 449社 700社

●出展社数の推移

41,536名

449社

2015年
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出展企業・団体一覧

（株）アースブルー
（株）アールオーエヌ
（株）アイ・エス・アイソフトウェアー
（株）アイ・メデックス
（合）IHMスマイル
（株）アイサイト
（株）アイシム医療器
（株）アイ・スペック
アイソン（株）／（株）グローバルヘルス
（株）IDA
アイリスオーヤマ（株）
（株）アイレス
（株）青粒
アキツ工業（株）
AQUASPORT CONCEPT JAPAN
アクティブシニア「食と栄養」研究会
アサヒ飲料/モンスターエナジー
（有）アサンテプラン
味の素ヘルシーサプライ（株）
（株）アダチ
アトリエ・アルーア（有）
（株）アプリシエイト
アボットジャパン（株）
（株）アミックグループ
（有）アミューズ
アメア スポーツ ジャパン（株） Precor
（株）アライアンス
（株）アライデザイン工芸
（株） アルバトロス
（株）アルプロン
（株）アレック
（株）イート・ラボ
イービーエス（株）
（株）イープラスユー ［X BODY Lab］
池上産業（株）
伊藤超短波（株）
稲葉製綱（株）
（株）井元製作所
癒本舗
（株）インターセクト／（株）スケートハウス
インターマン（株）
インターリハ（株）
INFOTRADE MEDIA CO., LTD.
（株）インボディ・ジャパン
WOW Company 
（株）wizpra
（株）ウィルダイフレックス／マーシャルワールド／ヤマモト
スポーツ／三和体育製販
WINDCHIMES HOUSE CO., LTD.
（有）ウェイブレングス
（株）ウエサカ ティー・イー
（株）ウェルネスデベロップメント ライフキネティック事業部
鵜沢ネット（株）
（株）エイジェイカンパニー
エイジリバース倶楽部
（一社）A-wear協会／（株）beU

（株）エーエフシー
AGK建築音響(株)
（株）エクイスタジオ
（株）エクシング
（株）エコシステム
江崎グリコ（株） パワープロダクション
S&C（株）
（株）ＳＥアミューズメント
（株）エステプロ･ラボ
エタニ産業(株）
（株）エヌエスイー
（株）エバニュー
FK Vitamins（株）
（株）FCEエデュケーション
（株）LPN
Hermes Clues Industries Co., Ltd.
エンパワージャパン（株）
オーウエル（株）
（株）オーエルシージャパン
（株） オークローンマーケティング
オーシャンズジャパン（株）
（株） 大武･ルート工業
大塚ウエルネスベンディング（株）
大塚製薬（株）
オーリス（株）／フクダ電子神奈川販売（株）
オカ（株）
（株） 岡本製作所
（一財）沖縄観光コンベンションビューロー
（有）沖縄長生薬草本社
尾西食品（株）
オフィス六・7
オリザ油化（株）
（株）オルトメディコ
（株）ON-ART
オンザグローバル（株）
GEIGERRIG JAPAN ( K-GO LLC )
（株）ガウラ
烏森電気（株）
カプスゲル･ジャパン（株）
（株） GALTOS
キーストーンシステム（株）
KINESIO ASIA（株）／（株）ビッグベルジャパン
キヤノンマーケティングジャパン（株）
（株）キャラクター工房 エコトレイン事業部
キューオーエル・ラボラトリーズ（株）／ヒカリスポーツ
（株）紀洋産業
共和ゴム（株）
協和発酵バイオ（株）
極東産機（株）
（有）きらら
（有） 楠野製作所
（株）グッドスマイルインターナショナル
（株）グッドフェローズ／（株）Fujitaka
CLIMB Factory（株）
（株）クラウン・パッケージ
クラシエフーズ（株）
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出展企業・団体一覧

（有）クラブクリエイト
（株）クラブビジネスジャパン
（株）グランクール
（株）クリエイティブ・ライフスタイル
クレオ（株）
クロスウェイ（株）
（株）ケイ・シー・シー／NTTスマートコネクト（株）
KCJ GROUP（株）
（株）血管美人
ケミカル産業（株）
ケミン・ジャパン（株）／（株）わかさ生活
ケルヒャー ジャパン（株）
（株）健康体力研究所
公益財団法人健康・体力づくり事業財団
コーラルインターナショナル（株）
コガソフトウェア(株)／（有）フィクスド0コンディション
（株）KOKADO
国立大学法人鹿屋体育大学
（株） コトブキ／（株） コトラボ
KOBAスポーツエンターテイメント（株）
（株）ゴルフパートナー
（株）コロナ
コンビウィズ（株）
（株）犀工房
さいたまスポーツコミッション
（株）ザオバ
酒井医療（株）フィジオ事業部
サノヤス・ライド（株）
サポートジャパン（株）／（株）エビス商事
（株）サラインテリアシステム
（株）サン・クロレラ
（株）サンオート
（有）三恵企画／（株） MEDIA FRONT JAPAN
（株）サンシステムエンジニアリング／(株)ヌマタ
三和電子（株）
（株）シーキュー・アメニック
（株）シージーアイ
GTS global Inc.
GHIWELL Co., Ltd.
（株）ＧＬＡＢ
（株）ジール
ジェイ・エス・エム（株）
（株）ジェイエスエス／ツカサ電工（株）／リス興業（株）／
新光産業（株）／（株）ヒラカワ／（株）パワーエレメント／エ
タニ産業（株）／（株）ファーストワン／（株）リベロプロジェク
ト／（株）ＷＥＳ／（株）マイハニー／（株）フォーチュン／
（株）ＰＵＲ・ＢＥＡＵＴＥ／（株）Ｈ＆Ｍ
JTBスポーツステーション
(株)JPS
ジェイ・ワン・プロダクツ（株）／（一社）日本ラクナールライ
センス協会
（株）ジェーシーエス
（株）静岡パブリック・リレイション
（株）システムディ
（株）ＪＡＰＡＮ ＳＴＡＲ
（株）ジャパンエニックス

（株）ジャパンフィットネス
（株）ジャパンヘルス
Shanghai Sports Show 2015
少林武壇
ショップジャパン
ジョンソンヘルステックジャパン（株）
シンフォニアエンジニアリング（株）
SwimEx Japan
（株）THINKフィットネス
（株）SUW
（有）スタイルバイク
スピード・アーム・テクノロジー
スプリングスコード（株）
スペース・キャピタル有限会社
SPOEX 2016
（有）スポーツゲイト
（株）スポーツマインド／ドリーム
（株）スリーエスグループジャパン
（株）スリーディ
セキスイハイムサプライ（株）
セノー（株）
セノー（株）／STROOPS JAPAN
セリスタ（株）
（株）ゼロ
（株）センス・イット・スマート／（株）メジャートレーナーズ
泉陽興業（株）／（株）嘉穂製作所
（株）創和設計
（株）ソシオネクスト
（株）ソフト９９コーポレーション
（有）太悦鉄工
TaiSPO（台北国際スポーツ用品見本市）台湾
（株）ダイヤコジャパン
Taiwan Sporting Goods Manufacturers Association
タカオ（株）
タカラ（株）
タキロンマテックス（株）
（株）田中旗店
（株）タニタ
DANKEN ENTERPRISE CO., LTD.
（一社）ダンス教育のＪＤＡＣ
（株）チェルカ
（株）チェルカ
（株）チャックウィルソンエンタープライズ
チャンプレックス
（株）中旺ヘルス
（株）TSUKINU-QI
TRX Training Japan（株）
（株）ティーアンドアール
TSP太陽（株）/（株）エム・ジェイ
（株）Ｄ＆Ｍ
T.K. CHIN COMPANY LTD. 
（株）ティーネットジャパン
テイコクファルマケア（株）
（株）ディテクト
テクノ・オーシャン（株）
テクノサイエンス（株）
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出展企業・団体一覧

テクノジム ジャパン（株）
（株）デザインファクトリー
（株）デサント
（株）デジタル・スタンダード
（株）テック技販
2017冬季アジア札幌大会
（株）東急スポーツオアシス
東京サラヤ（株）
東京スポーツ用品工業協同組合／イソノ／三和体育製
販／セプター／トマック／ヤマト徽章／ルーセント
東京農業大学オホーツク実学センター
東商アソシエート（株）
(株)東陽機械製作所
東洋繊維興業（株）
トーエイライト（株）
Doog
（株）ドクターズ・マン
豊田通商（株）
トライスポーツ
（株）トライテック
（株）トラスト
トランス・パシフィック・リンクス・ジャパン（株）
（株）ドリームスタジオ
NAKAMA MARS SPORTING GOODS COMPANY
（株）成瀬組
NANTONG HAWK FITNESS & SPORTS CO., LTD.
新潟市文化・スポーツコミッション
新居田物産（株）
ニチニチ製薬（株）
（株）ニッコン
（株）日本香堂
日本水産（株）
日本アクセス（株）
（一社）日本エア遊具安全普及協会
（一社）日本エナジーテラピー協会／トップアスリート（株）
日本珪素医科学学会／滋賀薬品（株）
（一社）日本コアフィットネス協会／バランスドボディ／リズ
ムピラティス／ビリボピラティス／ブーティーバー／コアパ
ワージャパン／TABA Conditiong Academy／ピラティスア
カデミーフォーボディアーツ／ピラティスエニタイム／ピラ
ティスプラスマガジン
（一社）日本酵素・水素医療美容学会
（一社）日本ゴルフツーリズム推進協会(JGTA)
（一社）日本ゴルフフィットネス協会
独立行政法人日本スポーツ振興センター
（一社）日本スポーツツーリズム推進機構（JSTA）
日本スポーツマネジメント学会
日本曹達（株）
（株）NIHON.TURF＆GREEN
日本タイ古式マッサージ協会
特定非営利活動法人日本トレーニング指導者協会
Japan Association of Training Instructors
（株）日本ネオライズ
公益社団法人日本フィットネス協会
（一社）日本フィットネス産業協会
（株）日本旅行

「日本を健康にする！」研究会／（株）RDサポート
NASYU（株）／セルコム（株）／（株）翔栄ウェルネス
ネスカフェ アンバサダー
NESTA JAPAN（全米エクササイズ＆スポーツトレー
ナー協会）
（株）ネスティ
（株）ノビテック
（株）バージョン
パシフィックサプライ（株）
（有）パシフィックネットワーク
秦運動具工業（株）
パックス工業（株）
パナソニック（株）エコソリューションズ社
（株）パフォームベタージャパン
（株）ハヤブサ技研
パレストラ・ジャパン（株）
バンガード（株）
HandBike Japan
（株）万雄
ピーエス（株）
（有）BMZ
B.C Lab （株）
（株）ヒカリ (FITNESS DESIGN WORKS）
（株）VIPグローバル
（株）ヒト・コミュニケーションズ
（株）ピュアフィット
（株）ピュアリンクス
（有）ヒロテック
ファイテン（株）
（株）ファイン
FAMOSA CORP.
（株）フィット・コム
（有）フィットネスアポロ社
（株）フィットネススポーツ
（株）フジモリ
（有）ブックハウス・エイチディ
（株）フナボリ
（株）プライムエデュケーション
（株）フラックス
（株）フラックス
（株）BRAVO
（株）ブラボーグループ Bravo Group
古内亀治朗商店（株）
プレジール（株）
（株）プロアバンセ
（一財）プロジェクションマッピング協会
（株） プロジェクト アドベンチャー ジャパン
（株）プロティア・ジャパン
（株）プロフィットジャパン
ヘルスコートシステム／幸和建設工業（株）／
昭和建設（株）
ペンギンシステム（株）
（株） 宝來社
（株）ポート・ア・クールジャパン
ホグレル
（株）ホットアルバム炭酸泉タブレット
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出展企業・団体一覧

（株）ボディトーン
（有）ボンペックスジャパン
（有）ＭＡＫＩスポーツ／NPO法人日本ウェーブストレッチ協会
（株）マックスヒルズ
（株）丸善
（株）マルタカ・パルス
(株)マルヒサ
ミウラ化学装置（株）
（株）ミクニ
ミズノ（株）／ミズノスポーツサービス（株）
三井製糖（株）／井村屋（株）／（株）ボディーフィット／エク
スプロージョン（同）／フィットネスブレッド＆プロティンスィーツ
手作り教室アリエス
（株）ミツワ化学
（株） 身のこなしラボラトリー
ミューラージャパン（株）
MUSASHI ［インフィニティ（株）］
（株）ムラタック
（株）名優
（株）メーバル
（株）メディエーションズ
（株）メデテー
（株）メルシー
メロディアン（株）
（株）餅工房
森永乳業（株）
MORINDA  IPCs
（株）八神製作所
八木満タオル（株）
（株）ヤマト
（有）ヤマナカ
ヤマハ発動機（株）

ヤマハモーターパワープロダクツ（株）
（有）ユーアイエスジャパン
ユー・エス産業（株）
（株）ユカアンドアルファ
ユニオンビズ（株）／（一社）日本スポーツ支援機構
（株）ユメロン黒川
（株）ライジングエンターテイメント
(株)ライフウェル
ライフスタイルスポーツ協会
ライフ・フィットネス・ジャパン（株）
（有）ラウンドフラット
RUSH JAPAN（株）
ランチェスターワールド（株）
（株）Real Style
（株）リーブコーポレーション
（株）LIVITO
農業生産法人（株）琉球エコプロジェクト／沖縄県中
小企業団体中央会
（株）両備システムソリューションズ
（株）リンクス
LOUISE WORLD CO., LTD. 
（株）ルイ高
LE MENXON CORP. 
（株）レゾナント・システムズ
（株）ロイヤルコレクション
（株）ロッキン企画
ロンザジャパン（株）
（株）WAARMラボラトリー
（株）YKC
（株）ワイルドフィット
（株）ワック
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出展社アンケート結果

●出展の目的は？（複数回答可）

●会期中の営業活動について（複数回答可）

●商談・販売件数と満足度について（３日間全体）

4.7%

6.9%

9.6%

15.9%

22.4%

26.8%

33.6%

37.6%

39.3%

88.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

その他

プレスとの交流

コンシューマー調査

OEM先の開拓

新商品発表

業界参入へのマーケティング

既存の顧客との商談

業界人脈の獲得

代理店開拓

新規顧客との商談

満足, 29.6%

ほぼ満足, 54.1%

不満, 16.3%

4.7%

18.7%

24.3%

24.7%

36.4%

42.6%

47.4%

78.4%

88.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

その他

商談用スペースを設置した

商品プレゼンテーション・セミナーを行った

アンケートを取った

サンプルを配布した

新サービス・製品・メニュー提案をした

会期後のアポイントを取った

実機を用いて実演・体験を行った

チラシを配布した
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同時開催セミナー・イベント

セミナー・グループエクササイズ・ プレゼンテーション（３日間合計）
セッション数：１３４セッション 受講者数 ：４,８００人

業界最大級のセミナー数・受講者数。全国より熱心な参加者が集まりました。

【同時開催イベント】

28日（火）レセプションパーティー （参加者数：502人）
30日（木）ダンスフィットネスコンテスト 2015
30日（木）こどもフィットネス協会 発表会
30日（木）武道Ｍａｓｔｅｒｓ ＬＩＶＥ
30日（木）魅せる筋肉・かっこいい筋肉パフォーマンス
30日（木）３×３．ＥＸＥ
28日（火）～30日（木） Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｓｅｓｓｉｏｎ
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来場者アンケート

3.9%

4.7%

4.8%

6.4%

8.0%

8.5%

8.8%

8.9%

8.9%

9.1%

9.4%

10.7%

12.5%

16.3%

20.8%

25.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

スパ・宿泊施設

建築・設計・ゼネコン

製薬・化粧品メーカー

イベント主催者・イベント企画

介護・福祉・病院・医療機関

食品・飲料メーカー

協会・団体／自治体／政府機関

健康食品・機能性食品メーカー

学校・スポーツスクール

スポーツ用品・スポーツ機器メーカー

量販店・小売・通販事業者

問屋・卸

その他スポーツビジネス関係

一般／学生

トレーナー／インストラクター／指導者

民間・公共スポーツ施設運営企業

●あなたの関わっている業種は？（複数回答可）

●あなたの役職は？ ●商品・サービスの導入に関して

選定・発注の権限を

持っている, 31.7%

選定・発注に発言

力・影響力を持って

いる, 33.4%

特に関与しない, 
34.9%

経営者・オーナー, 
18.1%

役員・管理職, 
14.2%

支配人・マネー

ジャー, 8.4%部長・課長, 
13.9%

係長・主任, 
9.4%

一般職員, 24.5%

アルバイト, 3.8% その他, 
7.7%
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来場者アンケート

●来場の目的は？（複数回答可）

●製品・サービスの導入時期と予算は？

8.2%

3.7%

7.9%

10.9%

18.8%

60.8%

64.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

その他

コスト削減のため

施設のリノベーションのため

新規参入のため

人脈拡大のため

情報収集のため

製品・サービスの導入・開発のため

半年～1年以内, 
36.9%

1～3年以内, 
16.7%

未定, 23.5%

特に関与していない, 
22.9% 500万円未満, 

24.3%

500万円～3,000万円, 
9.5%

3,000万円～

5,000万円, 4.9%

5,000万円～1億円, 
1.1%

1億円以上, 
0.9%

未定, 31.9%

特に関与して

いない, 27.4%
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会場風景
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会場風景
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会場風景
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