
                                   2018年 2月 23日 

 

『ジャパンインターナショナルボートショー2018』最新情報（2月19日版） 
展示ボートの総額は約１００億円。 

  初心者が楽しめてベテランもためになる16種の「海ゼミ」を初めて実施   
国内外から２２２社・団体出展、約２５０艇を展示 

国内最大のマリンイベント、3月8日（木）開幕 
 一般社団法人 日本マリン事業協会では、2018 年 3月 8 日（木）より 11 日（日）までの 4 日間にわたって「ジャパン

インターナショナルボートショー2018」をパシフィコ横浜と横浜ベイサイドマリーナ（ともに神奈川県横浜市）にて開催いたします。 
 

ボートショー開催の告知を広くお取り扱いいただくとともに、ぜひご取材賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 

2018年のボートショーのテーマは 「海・心満たされる時間・・・」。 
会場 

日程 

パシフィコ横浜 会場 横浜ベイサイドマリーナ 会場 

メインステージ主なプログラムなど ボート34隻、ヨット18隻の計52隻を係留展示 

3月 

 8日（木） 

10:00～11:30 プレスアワー 

時 間 実施者 実施場所 

10：05 -10：20 本田技研工業(株) 同社ブース （C-33） 

10：25 -10：40 トーハツ(株) 同社ブース （C-32） 

10：45 -11：00 （株）リクルート ライフスタイル メインステージ 

11：05 -11：20 ヤマハ発動機(株) 同社ブース （D-55） 

11:45 開会式 メインステージ 

11:30 一般開場～17:00 閉場 

11:30 開場～17:00 閉場 

 

※体験プログラムはありません。 

3月 

 9日（金） 

10:00‐17:00 

13:10～13:40 「SAVE YOUR LIFE」～あなたの命を守るために～with Wear It チアリーダーズ ◆ボートでの体験プログラム（事前予約制） 

体験！ 

Captain クルージング 

操船レッスン 

(1) 10：30 ～ 11：10 (1) 10：30 ～ 11：30 

(2) 11：30 ～ 12：10  

 (2) 12：30 ～ 13：30 

(3) 13：00 ～ 13：40  

(4) 14：00 ～ 14：40 (3) 14：00 ～ 15：00 

(5) 15：00 ～ 15：40 (4) 15：30 ～ 16：30 

※桟橋からの撮影もできます。 

※3月9日、10日、11日は同タイムテーブルです。 

※天候などの理由で中止される場合があります。 

16:45～17:15 
STU48トークショー「海が大好き★海に行こう！」 

By C to Seaプロジェクト 

17：00～20:00 

パシフィコ横浜会場のみ 

プレミアムナイト 

 18:00‐19:00 Jazzライブ MAYA HATCH 

3月 

10日（土）

10:00‐17:00 

11:50～12:30 次への挑戦 海洋冒険家 白石康次郎 トークショー 

13:10～13:50 FORZA MARINE STYLE 干場義雅 トークショー 

15:10～15:40 海オンナが語るHAPPY！マリンライフ 石崎理絵with越智由美 

3月 

11日（日）

10:00‐17:00 

12:30～13:00 
グっとクルーズ！ 

ミスキャンパスがおくる「マリンチック街道：発表＆体験レポート 

13:10／16:10 フラ＆タヒチアンダンスショー （2回） 

13:50～14:40 釣りガール 「これが私のボートフィッシング」トークショー＆表彰式 

 

  【パシフィコ横浜・横浜ベイサイドマリーナ】◆出展情報 
※2018 年 2 月 10 日現在の情報です。（*Personal Water Craft=水上オートバイ）（PY＝パシフィコ横浜、YBM＝横浜ベイサイドマリーナ） 

出展者数 222 社・団体 （■パシフィコ横浜 196 社・団体 ■横浜ベイサイドマリーナ 26 社・団体） 

主な出展 ●ボート×180 隻  ●ヨット 40 隻   ●PWC×30 台   ●マリンエンジン×60 基 

項  目 データ プロダクツ名など 出展社など（展示会場） 

ボート サイズ  最大  全長 23.25m Riva PERSEO 76 輸入艇（YBM） 

最小  全長 2.03m MUG205 ジョイクラフト（PY） 

価格 最高 7 億円 Riva PERSEO 76 輸入艇（YBM） 

最下 115.000 円 TRM270 ジョイクラフト（PY） 

エンジン 馬力 最大 500 馬力 D9-500 ボルボ・ペンタ（PY） 

最小 ２馬力（1.5Kw） 4 社 スズキ、トーハツ、ホンダ、ヤマハ 
 

◆次ページの取材申請書で事前にご登録いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 
           

 



 

 

ボートショー メディアサービス 
 

◇【プレスルーム】 

 パシフィコ横浜ボートショー会場出口（展示ホールD-12）右側に「プレスルーム」を開設しております。 
※プレス受付にてプレスパス・報道用資料をお渡しいたします。 ご取材前に必ずお立ち寄りください。 

 

 

取材申請書 
ボートショー広報デスク行き ファクス：03-3499-0958 
『ジャパンインターナショナルボートショー2018』のご取材につきまして、 

事前にご登録いただきますよう、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

媒 体 

□印刷媒体 □テレビ □ラジオ □インターネット  

□ほか ： 

媒 体 名 

（フリガナ） 

 

掲載等の予定 

 

ご 取 材 日 □3月 8日（木）    □3月 9日（金） □3月 10日（土） □3 月 11日（日） 

およその 

ご来場時刻  
□10：00 □11：00 □12：00 □13：00 □14：00 □15：00 □16：00 

         ※パシフィコ横浜会場は 3月 9日（金）のみ『プレミアムナイト』として夜 8時まで開館しています。 

貴 社 名 

 

部署名 

 

ご 住 所 

〒   ‐ 
 

 

TEL：    （   ） Fax：    （   ） 

取 材 者 数 

（ 全   名 ） 

ご担当者 
 

E mail アドレス  

 

ご協力ありがとうございました。 
＜会期中（3月 8日-11日）の連絡先＞ 

「ジャパンインターナショナルボートショー2018」プレスルーム（パシフィコ横浜内） 

TEL：045-228-6562（内線 7602） （受付時間 9：30～17：30） 

 


