
ジャパンインターナショナル
ボートショー2022

出展募集説明会



開催までのスケジュール



大小間出展者
モーターボート他

航海計器・舶用機器・
部品・用品・舶用エンジン

PWC
ヴィレッジ

マリーナ
レンタル
行政・
海事団体
他

中古艇フェア

大小間出展者
モーターボート他

ヨット
ヴィレッジ

行政・海事団体・一般物販他

小型ボート他

小型ボート他

部品・用品部品・用品

海ゼミ
C11

レイアウトイメージ（ゾーニング図はイメージであり決定ではありません）

➢出展物の種類に応じたゾーニング

屋内展示ＢCＤホール

みなとみらい

みなとみらい駅より徒歩5分

桜木町駅より徒歩12分、バスで11分、

タクシーで5分（JR京浜東北線・横浜市営地下鉄）
雨にぬれずにアクセスできます。

パシフィコ横浜会場(屋内展示BCDホール)

メインステージ

ライフ
スタイル
ゾーン

出展スペースが以前より減少しております。
早めのお申込みをお待ちしております。

http://www.mm21railway.co.jp/


１.パシフィコ横浜会場（屋内展示） ＊会場内は出展物の種類に応じた出展ゾーンを形成します

パシフィコ横浜会場 出展について



１.パシフィコ横浜会場（屋内展示）

■ 一般小間サイズ
一般小間の１小間面積は、9㎡（3m×3m）となります。

■ 一般小間の形態
小間の形態は、20小間以下の場合は右図の形態となります。
＊出展要項P6を参照ください。

■出展場所
申込順にて主催者にて決定いたします。

■ 出展料金
金額は１小間あたりの料金。消費税込み金額です。
１小間につき「通行証」２枚、「招待券」２０セットが含まれます。

パシフィコ横浜会場 出展について



２.パシフィコ横浜会場/企画コーナー（屋内展示）

■出展場所
申込順にて主催者側にて決定いたします。

■ 出展料金

消費税込み金額です。
＊出展要項P6～７を参照ください。

１（スペース）につき「通行証」2枚
「招待券」２０セットが含まれます。

＊トレーラー用品等は、上記スペース出展と同額になります。
＊スペース出展は、艇の全長×全幅（船台、トレーラー含む）の面積で計算します。
＊壁面のないオープン形式に限ります。

パシフィコ横浜会場 出展について

＊背面なし



隣接施設 三井アウトレットパーク横浜ベイサイド
施設コンセプト『NEW MARINA LIFE』鳥浜駅より徒歩5分

シーサイドライン
JR京浜東北線新杉田駅
シーサイドライン金沢八景駅から乗換

フローティング会場

レイアウトイメージ

テントブース

ウエスト入口⇒イースト出口
一方通行を予定（フローティング会場）

Kids体験/関係者出入口

横浜ベイサイドマリーナ会場

入口・出口各1か所
Kids体験・関係者入出口1か所

テント
ブース

入口

出口

体験ゾーン予定

キャプテンKids体験場所

出展スペースに限りがあり
早めのお申込みをお待ちしております。

http://www.mm21railway.co.jp/


３.フローティングへの出展

出展物の範囲 出展単位 小間渡し形態

フローティング展示 25フィート以上のモーターボート、セーリングクルーザー 1隻単位 海上桟橋

テントブース（陸上）
商談や艤装品・用品の展示・販売等にご利用いただけます。

1張単位
16㎡/4m×4m

テントブース

■ 出展対象
全長25フィート以上のボート、セイリングクルーザーに限ります。
展示スペースは限りがあり、多数の出展申込みがあった場合は、出展申込の先着順とさせていただきます。

■ 出展料金
出展料金算定の艇長はフィート（ f t ）を単位とし、1 f t ＝0.3048mで換算します。
艇長はメーカーカタログ表示を基準とし、カタログ表示のない艇は実測によって決定します。
※マルチハル艇は、通常出展料の150％といたします。

■ 出展形態
海上桟橋への展示係留のみとし、試乗発着はできません。
展示係留場所につきましては、出展申込艇種等に合わせて主催者側にて決定します。
係留中の艇の安全・緊急時管理、及び見学者の安全管理は出展者で行っていただきます。
電源使用を希望する出展者には有料で陸電設備を用意しますのでお申込みください。

横浜ベイサイドマリーナ会場 出展について



３.フローティングへの出展
■ 出展料金
単価は１隻あたり、消費税込み金額です。 ＊出展要項P８～９を参照ください。

１艇につき「通行証」２枚、「招待券」２０セットが含まれます。

横浜ベイサイドマリーナ会場 出展について



４.テントブースへの出展

■ 出展料金
金額は１張あたり、消費税込み金額です。＊出展要項P８を参照ください。
１張りにつき「通行証」２枚、 「招待券」２０セットが含まれます。

■ 利用形態
横浜ベイサイドマリーナ会場陸上テントの1張面積は16㎡（4ｍ×4ｍ）となります。（テント付）
展示場所には限りがあり、多数の出展申込があった場合は、出展申込の先着順とさせていただきます。
設置位置は主催者側にて決定します。なお、電源使用を希望する出展者には有料で陸電設備を用意致します。

５.陸電使用料金

１隻またはテントで陸電を使用する場合の消費税込み料金です。（４日間）＊出展要項P９を参照ください。

※特別賛助会員とは以下の会員とします。リサイクル賛助会員、ミニボート賛助会員、地域支部会員

※特別賛助会員とは以下の会員とします。リサイクル賛助会員、ミニボート賛助会員、地域支部会員
※フローティング展示艇用は200Vのみ。陸上テント用は100V,15Aコンセント（1口）付き。
※フローティング展示艇用の陸電の場合、艇体側のケーブルおよび延長ケーブルは各社でご用意ください。

横浜ベイサイドマリーナ会場 出展について



新型コロナウイルス感染拡大予防対策として下記運営内容をご理解いただき
お客様へのご対応や自社の運営においても実施してください。ご協力お願いします。

【1】 パシフィコ会場・YBM桟橋入場時

神奈川県「LINEコロナお知らせシステム」への登録、または
接触確認アプリのCOCOAのダウンロードをお願いします。

【2】 各出展者様が体調管理表記入・確認・管理
検温（37°以上、体調不良者は参加できません）
会期中:入場入口で検温します。(パシフィコ・YBM)

①開催２週間前から搬入・会期中・搬出まで
②各出展関係者様は、毎日体調確認、管理表記入、
管理責任者が毎日全体確認をする。

③閉会後1か月間は、各出展社で管理、その後廃棄

コロナ感染症拡大防止対策

【3】 搬入出・運営中
全スタッフがマスクを着用。

【6】密集回避・お客様の誘導。
出展ブース内・YBM桟橋上

【4】 各出展ブース
消毒液を設置。
（出展者にて）

【5】 入場制限
乗船定員50%以下
での運営。

最低1m

出展関係者スタッフ全員も
上記システム登録の推奨

スマホ不所持者は
①氏名②性別③電話番号記帳

＊感染者発生時は保健所に情報提供いたします



出展条件について



出展規則について



１.出展申込書
屋内展示各コーナー別
フローティング展示・テントブース
オンラインボートショー（単独/共同出展用）

２.出展物チェックシート ３.出展物届
屋内舟艇用/舟艇EG用/レジャービークル用
舟艇フローティング展示用

銀行振込証コピー貼布

出展申込締切日 12月24日（金）
提出方法 郵送またはメールにて提出。
問合せ・提出先 ボートショー運営デスク
〒104-0028
東京都中央区八重洲2-10-12国際興業第2ビル4F
e-mail:boatshow@marine-jbia.or.jp

一例 一例

出展提出書類について



詳細P7-28参照

【搬入】
規定作業時間 2022年３月29日（火）21:00～31日18:00

詳細P29-31参照

【搬入】 フローティング展示艇
2022年３月28日（月）8:00～17:00 別途主催者から日時指定
2022年３月29日（火）8:00～17:00 〃
陸上テント設置/搬入/準備
2022年３月30日（水）8:00～17:00

【搬出】
陸上テント 2022年4月3日（日）17:00～24:00
フローティング展示艇搬出

2022年4月4日（月）8:00～17:00

＊出展艇・陸上テントの配置は、主催者で決定をいたします。

【搬出】
2022年4月3日（日）17:30～4日（月）10:00迄

＊出展小間・出展艇の配置は、主催者で決定をいたします。

会場別作業スケジュール

パ シ フ ィ コ 横 浜 会 場

横浜ベイサイドマリーナ会場



出展者を対象とする販売アイテムと申込方法 詳細P7-8参照

販売アイテム 申込方法 申込先 申込期限 振込期限 お届け予定日

招待券 FORM-1 ボートショー運営デスク 2022年1月31日（月） 2022年2月末
2022年2月
中旬～下旬頃

通行証（PASS) 〃 〃 〃 〃 〃

出展者駐車場 〃 〃 〃 〃 〃

1.招待券（パシフィコ横浜会場・横浜ベイサイドマリーナ会場共通）

招待券はお申込みいただいた小間数（隻数）で１小間（隻）あたり20セットを
無償で提供致します。追加販売もいたします。

A:招待券セット・・・招待券、チラシ、封筒のセット。50セット単位で販売。
B:招待券単体・・・招待券のみ単体。50枚単位で販売。

2.通行証（パシフィコ横浜会場・横浜ベイサイドマリーナ会場共通）

通行証はお申込みいただいた小間数（隻数）で１小間（隻）あたり2枚を
無償で提供致します。追加販売もいたします。

3.出展者駐車場（パシフィコ横浜会場のみ）

利用期間：2022年3月31日(木)～4月3日(日)
利用時間：毎日8時～20時迄（4月2日(土) 21時迄）

出展者を対象とする販売アイテムについて



出展者を対象とする販売アイテムと申込方法 詳細P9-10参照

販売アイテム 申込方法 申込先 申込期限 請求 金額

仮設電話設置 FORM-4
パシフィコ横浜

展示オペレーショングループ
2022年

1月31日（月）
パシフィコ横浜
より請求

8,800円
（税込み）
/1回線1台

使用期間
2022年３/31-4/2

設置場所を申込書に明記

インターネット
回線設置

FORM-5 〃 〃 〃
98,700円
（税込み）

/1回線

使用期間
2022年３/31-4/2

必ず事前に提出相談
ご注意事項確認

パシフィコ横浜展示オペレーショングループ 担当：宮路（みやじ）
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1

パシフィコ横浜展示ホール２F 
TEL：045-221-2183 FAX：045-221-2184
e-mail：miyaji@pacifico.co.jp

出展者を対象とする販売アイテムについて（パシフィコ横浜会場）

〇パシフィコ横浜会場では、Wi-Fi対応機器による無料無線LAN（Free Wi-HI)がご利用いただけます。

なお、催事の運営目的で使用する場合はインターネット回線設置(有料)をお申込みください。



1.小間装飾に関する基本要項 詳細P11参照

展示館内の装飾については、来場者及び出展関係者の安全確保を第一に設計・施工・運営を行ってください。
なお、10小間を超える小間は装飾図面（平面図・立面図）を、1月31日（月）までに㈱ムラヤマまで提出いただくことになります。

株式会社 ムラヤマ 担当：吉本（よしもと）
〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア
TEL：03-6221-0843 FAX：03-6221-1914
e-mail:boatshow2022@murayama.co.jp

2.一般小間・スモールボートコーナー・ヨットコーナーの小間基本単位 詳細P11参照

出展物の範囲 出展単位 小間渡し形態

一般小間 1小間（9㎡/3m×3m 土間渡し

スモールボートコーナー 1スペース（4㎡/2m×2m） 土間渡し

フィッシングコーナー 1小間（4㎡/2m×2m） 土間渡し

ヨットコーナー・スペース出展（艇の展示） 1小間（4㎡/2m×2m） 土間渡し

ヨットコーナー・ユニットブース 1ブース（約9㎡/約3m×約3m） ユニットブース渡し

小間装飾について（パシフィコ横浜会場）



3.装飾規定

〇装飾規定 ①装飾会社など 詳細はP12-13参照
小間内において出展者・小間内エージェンシー（代理店）・装飾会社等の責任者の申請いただくことになります。

内容 提出用紙 提出期限 提出先

小間責任者・装飾業者・代行エージェント登録届出書 FORM-2 2022年1月31日（月） ㈱ムラヤマ

〇装飾規定 ②小間装飾・壁面の高さなど 詳細はP12-13参照
小間装飾の工程、小間の壁面の高さ及び長さ、小間装飾の高さ規定などは、小間の大きさにより異なります。
出展の手引きを参照ください。

小間装飾について（パシフィコ横浜会場）

〇装飾規定 ③天井からの吊り下げなど 詳細はP14参照
天井からの吊り下げ表示物及びバルーンの設置も可能です。設置する場合には、申請が必要となります。

内容 提出用紙 提出期限 提出先

天井吊り下げバナー・バルーン設置申込書 FORM-8 2022年1月31日（月） ㈱ムラヤマ

内容 提出用紙 提出期限 提出先

アンカーボルト工事申込書 FORM-6 2022年1月31日（月） ㈱ムラヤマ

ホールインアンカーの使用が可能です。利用を希望される場合には、「アンカーボルト工事申込書」をご提出いただくことになります。
なお、使用するアンカーボルトは、会場のパシフィコ横浜の支給品のみとなりますので、ご注意ください。

4.床工事 詳細はP14-15参照



5.消防規定 詳細はP15-16参照

消防規定に従って、展示いただくようにお願いします。
禁止行為の解除が必要となる出展者様には、「裸火・危険物持込許可申請書」を提出いただくことになります。

内容 提出用紙 提出期限 提出先

裸火・危険物持込許可申請書 FORM-10 2022年1月31日（月） ㈱ムラヤマ

小間装飾について（パシフィコ横浜会場）につい
て

6.天井暗幕工事 詳細はP16参照

展示・実演のための天井暗幕工事が必要な場合は防災上、事前に届出を行っていただきます。
なお、テント展示も天井工事の対象となりますので、ご注意ください。

パシフィコ横浜展示オペレーショングループ 担当：宮路（みやじ）
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1

パシフィコ横浜展示ホール２F 
TEL：045-221-2183 FAX：045-221-2184
e-mail：miyaji@pacifico.co.jp

内容 提出用紙 提出期限 提出先

天井構造の届出書 FORM-9 2022年1月31日（月） ㈱ムラヤマ



7.重量出展物の取扱い 詳細はP17参照

展示ホール内に進入できる車両は、総重量10.5ｔ以下（車両重量＋船体重量＋船台）になります。
また出展物の総重量（実演時含）は床荷重5t／㎡以内など、荷重制限がありますので、ご注意ください。

小間装飾について（パシフィコ横浜会場）につい
て

8.電気 詳細はP17-18参照

展示場の天井照明の平均照度は500ルクスとなります。
なお、電気を必要とする会社および工事業者は、「電気容量申込書」を提出してください。

内容 提出用紙 提出期限 提出先 幹線工事費

電気容量申込書 FORM-3 2022年1月31日（月） 飯田電機工業㈱ 10,175円/1kw

飯田電機工業㈱ 担当：大塚（おおつか）
〒136-0082 東京都江東区新木場1-8-21
TEL：03-3521-3522 FAX：03-3521-3699
e-mail:boatshow2022@iidae.co.jp



【搬入出車両証】
（無料配布）

内容 提出用紙 提出期限 提出先

残業届出書 FORM-7 作業当日17時迄 運営本部

〇会場内:トラック、フォークリフト、トレーラー、クレーン車の乗入れ可能。
「搬入出車両証」を下記の数量を配布いたします。

〇スムーズな搬入のため、ヤマトJITBOXチャーター便の利用をお勧めします。ヤマトJITBOXチャーター便のご利用は、公式ホーム
ページ内の「出展者の皆様へ」に添付されているパンフレットをご覧ください。
なお、主催者では荷物のお預かりは一切いたしませんので、ご注意ください。

出展物の搬入出について（パシフィコ横浜会場）

1.搬入 詳細P19-20参照
〇規定作業時間 2022年３月29日（火）21:00～30日（水）18:00
「残業届出書」を提出いただければ、上記時間外の作業も可能です。



〇作業員胸章の着用
搬入・搬出期間中には、「作業員胸章」を配布いたします。
当日、作業員の方は「作業員胸章」の着用をお願いします。

【搬入出作業員胸章】※不足分は追加申請

〇空容器等の保管にて倉庫が必要な場合、「ストックブース申込書」をご提出いただき、ストックをご利用いただくことができます。
（詳細はP28参照）

内容 提出用紙 提出期限 提出先

ストックブース申込書 FORM-12 2022年1月31日（月） ボートショー運営デスク

出展物の搬入出について（パシフィコ横浜会場）



2.クレーン車の手配 詳細P21参照

クレーン車をご利用希望の場合、下記にご相談いただくことができます。

3.搬出 詳細P21参照

〇出展物の搬出開始は4月3日（日）17:30から、車両は18時から
入れる予定です。
ただし、現地にて変更する場合もありますので、その場合は当日運営
本部の案内に留意していただきますようお願いします。

〇すべての搬出作業は4月4日（月）10時までとなります。

株式会社 三協 ロジスティックス一部 担当：正木（まさき）・西島（にしじま）
〒230-0054 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭21 大黒埠頭C号上屋事務所１F
TEL:045-717-5096 FAX:045-633-7126
e-mail:h.masaki@sankyo-corporation

h.nishijima@sankyo-corporation

出展物の搬入出について（パシフィコ横浜会場）



内容 提出用紙 提出期限 提出先 価格

パッケージブース申込書 FORM-11 2022年1月31日（月） ボートショー運営デスク タイプ別に設定

パッケージブースについて（パシフィコ横浜会場）
につ

1.パッケージブース 詳細P26-27参照



2.ストックブース 詳細P28参照

内容 提出用紙 提出期限 提出先 価格

ストックブース申込書 FORM-12 2022年1月31日（月） ボートショー運営デスク AB別に設定

ストックブースについて（パシフィコ横浜会場）



オプションのご案内

内容 提出用紙 提出期限 提出先 価格

オプション・備品申込書 申込書①② 2022年1月31日（月） （株）ムラヤマ 個別に設定

オプションについて（パシフィコ横浜会場）

など
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横浜ベイサイドマリーナ会場（フローティング展示会場）

出展者調整会議の開催 詳細はP29～31参照

開催1か月前の2月下旬頃に「フローティング会場出展者調整会議」の開催を検討しておりますが、今後の新型コロナ
ウイルス感染状況を確認しながら開催手法、開催日時を決定したいと思っております。
内容が決定しましたらフローティング会場出展者様へご連絡させていただきます。

横浜ベイサイド会場につきましては、
別途出展者様へご連絡をいまします。



インターナショナルボートショー2022
公式ホームページからダウンロードできます。

1.出展ご案内
2.出展要項・規則
3.出展申込書
4.出展物届

1.出展の手引き
2.申込フォーム
3.オプション一覧
4.ヤマトJITBOX
チャーター便のご案内

5.荷役作業依頼書

出展関連書類について



お問い合わせ先

■ボートショー運営デスク■
〒104-0028 東京都中央区八重洲2-10-12国際興業第2ビル 4階

（一社）日本マリン事業協会内
Tel 03-5542-1205 Fax 03-5542-1206

Eメール boatshow@marine-jbia.or.jp

ご不明点・ご質問は下記のマリン事業協会
ボートショー運営デスクまでお問い合わせ下さい

ジャパンインターナショナルボートショー2022

mailto:boatshow@marine-jbia.or.jp

