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海・ここが夢の入り口…
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会場：横浜ベイサイドマリーナ
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横浜ベイサイドマリーナ会場

ジャパンインターナショナルボートショー 2021 についてのお問い合わせ
ボートショー運営デスク

〒 104-0028 東京都中央区八重州 2-10-12 国際興業第 2 ビル 4F（一社）日本マリン事業協会内
TEL : 03-5542-1205　FAX : 03-5542-1206   E-mail: boatshow@marine-jbia.or.jp

〒 236-0007 神奈川県横浜市金沢区白帆 1 番地
TEL : 045-776-7590 　
URL : https://www.ybmarina.com/

「リアルでできないコトをバーチャルで」全国のお客様
と出展者のみなさまをつなぐことを目的に、より効果
的、効率的に出展者様のビジネスをサポートします。

フローティングエリアは、大型ボート、ヨットを60隻以
上係留展示。陸上ブース「Marine Market Place」
では、小型ボート、ヨット、PWCをはじめ、マリン用品、
ウェア、ボート免許、レンタルなどマリンレジャーに関
するさまざまな情報を集約。さらにマリン体験プログ
ラムも充実します。

写真は 2019 年のボートショーおよびイメージです。

第60回
ジャパンインターナショナルボートショー2021 

2021 4月/15木. 16 金. 17土. 18 日

海・ここが夢の入り口…

開催概要

【名　称】 ジャパンインターナショナルボートショー2021
【形　　式】 リアル&バーチャル（ハイブリッド型ボートショー）
【主　催】 一般社団法人　日本マリン事業協会

【会　期】 2021年 4月15日㊍〜18日 ㊐　4日間
 バーチャルボートショー （4月1日㊍〜30日 ㊎オープン予定）

【時　間】 4月15日 ㊍ 11：00 〜 17：00 （10:00〜開会セレモニー）
 4月16日 ㊎ 10：00 〜 17：00 　
 4月17日 ㊏ 10：00 〜 17：00 
 4月18日 ㊐ 10：00 〜 17：00

【桟橋入場料】
 一般（高校生以上）1,000円　中学生以下無料

【会　場】 ●横浜ベイサイドマリーナ特設会場（フローティング展示及び陸上展示）
　　　　  ●バーチャルボートショー           　 オンライン開催（4月1日〜30日オープン予定）新 企 画

出展のご検討をしっかりサポートします
「出展したいけど初めてなので不安」という企業・団体の皆様をサポートする「ボートショー運営デスク」を開設しています。

皆様の成果に結びつくように出展の手続きから展示ブースの構成・造作まで、
わかりやすくサポートします。ぜひお問い合わせください。

【ボートショー運営デスク】　TEL : 03-5542-1205　E-mail：boatshow@marine-jbia.or.jp

ボートショー特設 Web サイト
 https://www.marine-jbia.or.jp

マリンレジャーの扉を開く
ボートショー開催にむけて

今年で60回目を迎えるボートショーは
「海・ここが夢の入り口」をテーマとして、4月開催。

さらに「リアル」（横浜ベイサイドマリーナ）と
バーチャル（インターネット）を組み合わせた

まさにハイブリッドボートショーとして開催します。

出展のご案内

【後　 援】 国土交通省、海上保安庁、神奈川県、横浜市港湾局、アメリカ合衆国大使館商務部、一般社団法人横浜港振興協会、公益財団法人横浜観光コンベンションビューロー、　
 横浜商工会議所、ＮＨＫ横浜放送局、神奈川新聞社、 tvk（テレビ神奈川）、FMヨコハマ

【特別協力】 横浜ベイサイドマリーナ株式会社、三井アウトレットパーク 横浜ベイサイドオペレーションセンター、一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会、
　　　　　 （株）ケーエムシーコーポレーション

【協 　力】 公益財団法人マリンスポーツ財団、公益財団法人日本セーリング連盟、特定非営利活動法人日本中古艇協会、特定非営利活動法人ジャパンゲームフィッシュ協会、
 マリンジャーナリスト会議、公益社団法人関東小型船安全協会、ＵＭＩ協議会、海の駅ネットワーク、公益財団法人日本釣振興会、一般社団法人日本釣用品工業会、
 逗子・葉山コミュニティ放送（株）、特定非営利活動法人パーソナルウォータークラフト安全協会、シーバードジャパン

（予定）

（予定）

（予定）



海・ここが夢の入り口…

リアルでできないコトを
バーチャルで

安心出展・安心ご来場を最優先

ボートショー出展との組み合わせで、ボートショー開会前、会期中、
その後まで、ハイブリッド展開でみなさまのビジネスをサポートします。

係留展示・陸上ブース
横浜ベイサイドマリーナ

オンライン開催
2021. 4/1木 ---30金 2021. 4/15木 ---18日

バーチャルボートショー ＆
オープン

期間

ハ イ ブ リ ッ ド ボ ー ト シ ョ ー
《詳しくは》

ジャパンインターナショナルボートショー2021公式サイト
https://www.marine-jbia.or.jp/boatshow2021

2W 4日間 2W 会期後
出展社 ⇔ お客様アポ

予約・登録期間 BS本番会期 顧客解析・フォロー
継続展示展開

顧客への
フォロー

場所を選ばず、
好きな時間に

商談する
スタイルが可能

本番会期前から
オンライン上で

商談予約・アポイント
可能

本番会期後も
4月末まで

ブース機能の展開が
可能

スタジオ配信動画は
YouTube

公式ch.にて
本番会期後も

継続公開

ブース来訪者情報を
後日

フィードバック

2021. 4/1㊍---14㊌ 2021. 4/15㊍---30 ㊎2021. 4/15㊍---18㊐

サンプルイメージ

陸域には2020年6月リニューアルオープンした
三井アウトレットパーク 横浜ベイサイドの全面的
なご協力のもとに、これからボートレジャーをとい
う方に向けた小型ボートの展示、「マリンマーケッ
トプレイス」ではボート免許の紹介、グッズの販売
ブースを集約しています。

大型ボートでの航海講座、セーリング
教室に加え、ミニボートなどでのキッズ
体験プログラムを加え、見て、触れて、
体験して楽しめる構成としています。

陸上テントでは、床板を設置し
て快適性を向上しています。

（マリンマーケットプレイスのみ）

（例）
■事前検温　
■現場検温
■手指消毒　
■マスク必着
■待機整列時の
　最低1m間隔確保
■直接会合回避　
■飛沫防止対策
■桟橋入場コントロール

（一社）日本マリン事業協会では新型コロナ感染拡
大防止のためボートショールールを策定していま
す。詳細は出展要項・規約をご参照ください。

屋外だからより安心。
徹底した三密回避でお迎えします。

ボート免許の新規取得者、オーナーのボート出航回数などのデータ
ではマリン市場はプラス傾向で、「お客様は元気」な実態が浮き彫り
になっています。
また2020年10月の各地での展示会においても、出展者数、来
場者数とも前年を上回っていて、「安全・安心」な開放的なマリンレ
ジャーへの期待感がうかがわれます。

体験プログラムが充実

三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド

陸上テントも快適！

操船体験ゾーン
キッズ体験ゾーン

フローテイング

展示ゾーン

小型ボート、ヨット

陸上展示ゾーンマリン
マーケット
プレイス

IN
桟橋入場口
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桟橋入場口

OUT-2
桟橋出口
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桟橋出口

シャトルボート

×
密接

密集密閉

お は 気さ客 元 ！！ま

9月
月別前年比 一部のマリーナ

8月7月6月5月4月

96％
100％

100％
96％

111％
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125％

103％

103％112％

143％
167％

51％
8月7月6月5月4月

新規免許取得者

累計112％

オーナー稼働

累計112％


