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プログラム

1.主催者あいさつ

2.ジャパンフィッシングショー2016の実績

3.ジャパンフィッシングショー2017の開催に向けて

4.出展のご案内の説明

5.質疑応答

6.閉会のあいさつ

7.意見交換会
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前回の実績



開催主旨と基本理念
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【コンセプト】

「より広く、より深く」釣りの世界観や釣りの楽しさを発信する

コンシューマーショー

次世代の

釣りファンを

育てる

釣りファン
の拡大

国内最大級の

トレードショー

釣用品市場
の活性化

地球を愛する

スポーツフィッシング

精神

釣りと自然
との共生

釣りを取り巻く

環境等への対応

社会貢献活動
への取り組み

【基本理念】

釣りの世界観や釣りの楽しさを伝え、次世代の釣りファンを育てると共に、

国内最大級のトレードショーとして、釣用品業界最大のビジネスチャンスの場を提供。

また、自然共生や社会対応などLOVE BLUE事業を含め

釣りの社会的地位を高めていく場としても活用します。



前回の取組と成果
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●テーマを”釣具全開“とし、コアファンの呼び戻しを図った。

●”釣種エリア”を設定し、ヘビーユーザーを始めとする
一般来場者が増加した。

●広報活動の強化により、数多くのメディア露出を果たした。

●中学生以下に無料チケットを配布し、入場者の増加と
広報効果をもたらした。

●横浜市と連携し、障がい者・高齢者等の福祉施設からの
招待活動を行った。

●運営面の充実を図り、出展社・来場者の満足向上に努めた。



年明け最初、国内最大級のビジネスチャンス!
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一年で最初に開催される釣り関連の展示会です。
新製品や自社の主力製品をより早くマーケットにお披露目できます。

「横浜」というエリアメリット
市場規模、発信力は国内屈指！

日本最大の市場といえる関東圏での開催により、
多くの消費者・業界関係者、さまざまなメディアの来場が期待できます。

年で最初の「１月開催」
新製品をいち早くPRできる！

Japan Fishing Show の強み



横浜開催であることのメリット

多くの消費者、メディアの来場を期待できる

■三大都市圏人口比較

都道府県 人口（千人） 合計① 合計②

東京 13,514

神奈川 9,127

埼玉 7,261

千葉 6,224

群馬 1,973

栃木 1,975

茨城 2,918

山梨 835

愛知 7,484

岐阜 2,033

三重 1,816

静岡 3,701 3,701

大阪 8,839

京都 2,610

兵庫 5,537

滋賀 1,434

奈良 1,365

和歌山 964

36,126

43,827

11,333
15,034

20,749

首都圏

1都3県
・

1都7県

中京圏
＋
静岡

近畿圏

京阪神
・

2府4県

16,986

7,701

3,763

近畿圏/2府4県の
約2.1倍

中京圏＋静岡の
約2.9倍

＊平成27年国勢調査の人口速報集より

6



2016の出展状況

出展社数 153社 総小間数 661小間

出展社数 対前年比 総小間数 対前年比

JAFF2014 169社 106.3% 640小間 94.0%

JAFF2015 157社 92.9% 734小間 114.7%

JAF2016 153社 97.5% 661小間 90.1%
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2016の来場状況

１．男 性
82%

２．女 性
18%

メーカー
19%

卸売
8%

釣専門店
43%

釣具中古販売

7%

ネット販売
4%

船宿
2%

商社・代理店
8%

その他
9%

【男女比】 【釣用品関係者業種比】

2015年の来場者数34,641名に対し、
今回は前回比110％ 38,121名の来場があった。

男女別来場については、今回は「男性」31,410名15％
アップに対し「女性」は6,711名の9％ダウンとなった。



２０１６の来場状況

一般及び中学生以下の来場者が全日に渡って増加し、
合わせて前年比110.7%となった。

1日目 2日目 3日目 合計

入場者 前年比 入場者 前年比 入場者 前年比 入場者 前年比

釣用品
関係者

1,300 94.2% 135 137.8% 64 139.1% 1,499 98.4%

一般 3,246 117.5% 13,305 104.4% 15,220 116.4% 31,771 111.1%

中学生
以下

66 106.3% 1,224 101.3% 1,545 109.7% 2,837 105.8%

プレス 272 76.2% 127 96.2% 95 179.2% 494 91.1%

ｸｰﾙ･ｱﾝｸﾞﾗｰｽﾞ･ｱﾜｰﾄﾞ及びｱﾝｸﾞﾗｰｽﾞアイドル2016
の開催により、3日目のプレス来場数が増加した。
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会場での一般来場者動向

フィッシングショー（横浜）へのご来場は
今回で何回目でしょうか？

ご来場回数については、はじめての来場の方が27.25％と前回とほぼ同様。
3回以上来場されている方が前回よりも多くなっており

コアファンの来場が多かったことが伺える。
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1回目

27%

2回目

14%

3回目

18%
4回目

10%

5回以上

27%

無回答

4%

約7割がリピーター



開催に向けて



開催日時

2017年1月20日（金） 9：30～10：00 オープンセレモニー

2016年1月29日（金） 10：00～14：00 ビジネスタイム

2016年1月29日（金） 14：00～18：00 一般公開

2016年1月21日（土） 09：00～17：00 一般公開

2016年1月22日（日）0 9：00～17：00 一般公開
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Japan Fishing Show 2017 開催テーマ
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さぁ、釣りを愛するみなさま、お待たせしました。
釣りならではのＬＩＶＥでエキサイティングな魅力がギュッと詰まった
一年でもっとも早い、国内最大規模のフィッシングショーが始動します。

各メーカーの新商品をはじめ、トークショーやキャスティングコーナーなど、
釣りのリアルな世界を、来て、見て、肌で体験できる！

生命の躍動を感じる、自然とのふれあいがある！
そう、2017年の開催テーマは

ワクワクするような様々なＬＩＶＥ体験を通じて、
釣りの本当の面白さを、より広く、より深く発信していきます。



Japan Fishing Show 2017 開催テーマ
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Japan Fishing Show 2017 は

生の“出会い”

生の“体験”

生の“感動”
を提供します！



出展社の声

７割以上の方が出展目標を達成！

15

充分に達成された
8%

ほぼ達成された
66%

あまり成果がなかった
９%

どちらともいえない
14%

成果がなかった
3%



出展社の意見と対応策
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●小規模メーカーが多数参加できると良い
●インディーズメーカーが単独出展できる
土台造りが必要

●合同での出展は効果的で、小間代金も割安だった
●出展社を増やして欲しい

●釣種エリアは相乗効果があり、継続すべき

●出展ブースで販売をしたい

●金額面で横浜は割高である
●小間料金を安価にすれば出展社が増えるのでは？

●出展の敷居が高いと感じる

合同出展の
仕組作り

出品物の
規制緩和

グッズ販売
の規制緩和

釣種エリア
の充実

出展料の
見直し
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より広く、より深く、釣りの魅力に迫る！ JAF2017の進化

進化

２
ジャンルごとに釣りの魅力を訴求できる

「釣種エリア」の充実

進化

３
出展規程を見直すことにより、多くの企業が参加可能に

より出展しやすくなりました

進化

１
複数社で共同出展できる

「シェアリング・ブース」の新設
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進化１ 「シェアリング・ブース」の新設

より多くの企業の皆さまにご出展いただくために、
“共同出展できるブース”を新設しました

1つの釣りジャンルの出展社が集結することで、来場者への
訴求力が高まり、釣りの魅力を効果的にアピールする事が可能です。

出展料の負担が軽減し、
より多くの企業が参加しやすい環境を整えました。

メリット１

メリット2
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進化２ 「釣種エリア」の充実

釣種や釣りジャンルの同じ出展社が一体となったエリアを構成し、
コアファンの来場を促進するコンテンツとして位置づけます。

メリット１

釣りの魅力を「より広く」「より深く」伝えるために、
“新しい釣りとの出会い”を提供するエリアを設置します

メリット2
来場者にとっては釣種が明確なため利便性が向上し、
より魅力的な展示エリアとして機能します。

メリット3
会場入口付近にエリアを設置することにより集客力を高め、
大きなエリア表記でアピールを図ります。

来場促進

利便性向上

集客力UP



進化２ 「釣種エリア」の充実
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集客力の高い 会場入口付近にエリアを設置します



こんな出展の仕方が可能です

ブースをシェアして釣種エリアに出展する

同じ釣種の小規模の企業や個人事業者が共同で出展。
一社あたりの負担額が軽減されると同時に、
コアファンにとって魅力的な展示展開が可能です。

例1) へら浮きの制作工房が集まって「 へらエリア」に出展
例2) 船宿が共同で「船釣りエリア」に出展
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進化３ より出展しやすくなりました

自社ブースでのプロモーショングッズが販売可能となりましたメリット3

製品以外のプロモーショングッズ（Tシャツ、帽子、ステッカーなど）に限り、
自社ブースでの販売を可能とします。

一般小間料金を改定しました

出展規程を見直すことにより、多くの企業が参加可能に！

メリット１

より参加しやすい環境を整えるために、一般小間の出展料金を値下げし
ました。

公正マーク等を貼付していない製品も出品可能となりましたメリット2

出展規程を見直すことにより、出品可能な製品の幅が広がりました。
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グッズ販売について

JAFオリジナルグッズ販売コーナー
ジャパンフィッシングショー限定グッズを
会場内の専用コーナーで販売できます

間口2ｍ×奥行2ｍ×高さ2.7ｍ

ジャパンフィッシングショー2017
のために用意されたJAFオリジナルグッズのみ
・販売価格は、10,800円（上代・税込）を上限とします。

出展料 ￥54,000（税込）

自社ブースでのプロモーショングッズ販売

製品以外のプロモーショングッズ（Tシャツ、帽子、ステッカーなど）に限り、
自社ブースでの販売を可能とします

販売商品は、申請していただき審査を行います。

New

販売できるグッズは、企業及びブランドのPRを目的とした
プロモーショングッズに限ります。
・販売価格は、3,240円（上代・税込）を上限とします。
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広報・プロモーション

コアファンはもちろん、
より広く展示会の魅力を発信

Facebookはもちろん、今回からTwitterを新設し、
SNSを中心に情報発信をし、動員に結び付けます。

コアファンに向けて、専門誌及び、
釣りビジョンへの広告や記事掲載を確保します。

各種イベント情報や、新しい試みを通じて、
影響力の高いメディアへの露出を強化していきます。

１

2

3
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前売チケットについて

●チケットの拡販と来場者メリット拡大のために、
前売り時期を早めた。

●発売時期：2015：10月上旬→2016：9月中旬に変更

●釣り用品販売店の販促やキャンペーンへの利用が可能

「早割チケット発売」の実施



会場内企画

コアファン ファミリー

金魚すくい どじょうすくい

バーチャルフィッシング

キャスティング
コーナー

マス釣り体験
釣種エリア

ステージ
“THE 名人”
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横浜市との連携強化

今回で横浜開催11回目。
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障がい者・高齢者等の福祉施設の方や
子ども達をご招待。

場内見学・マス釣りコーナーでの体験を実施！



横浜ならではの、ステージプログラム

名人によるトークショー
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事前に質問を募集する

Facebookを活用し、各名人に

聞きたい質問を事前募集する。

アンケートで来場者の参加意向が高い「The Meijin トークショー」の魅力をさらに高める

ために、参加する仕組みを取り入れ、コアファンの関心を喚起する。

トークショーの中で
質問に答えるコーナーを設ける

各名人が質問を選んで、

その質問に答えていく。

質問に
お答えします



出展のご案内



出展小間について

１小間／間口：3ｍ×奥行3ｍ×高さ2.7ｍ（面積：9㎡）

（内寸間口：2.93ｍ×奥行2.93ｍ）
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出展小間料金
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分散出展
1出展社で複数ヶ所への出展が可能です。

小間の形状
と小間数の
組み合わせ

例

出展料金
の
比較
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釣種エリアへの分散出展

釣種エリアに分散出展する場合、出展料金は

メイン出展小間数 + 釣種エリア出展小間数 ＝ 合計小間 の小間料金とします。
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シェアリング・ブース

複数の出展社が集まり、
ひとつのスペースに数社の出展ができます

●シェアリング・ブースの申込書にて、代表幹事社様（出展社）
からお申込みください。また、パートナー社様用申込書もセットで
お送りください。

●小間料金の支払いは、代表幹事社様（出展社）が一括でお
支払ください。 請求もそれに準じます。

●小間の形状は、通常小間に準じます。



ミニ小間・トライアル出展

3,000

1,500

ミニ小間・トライアル出展

ミニ小間

小間料金
141,912円（税込）

手軽な料金でご出展
いただけます。

トライアル出展

小間料金
108,000円（税込）

過去に出展したことがない、
新規の出展社が
対象となります。

34＊小間は並列2小間までとします。



開催までのスケジュール

8月31日（水） 申込締切/予納金のお振込期限

9月下旬 会場の基本レイアウト図

10月7日（水）
出展社説明会/小間割抽選会/
個別相談会

10月3１日（月） 小間料金残金入金締切

12月20日（火）予定 出展社ID証等の送付
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よくあるご質問（FAQ）
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プロモーショングッズの承認は
具体的にはどうするのですか？

申請用紙によって届出を提出し、委員会承認を受けていただ
きます。＊販売できるグッズは、企業及びブランドのPRを目的
としたプロモーショングッズに限ります。販売価格は3,420円
（上代・税込）を上限とします。

自社ブースでオリジナルグッズを
販売できませんか？

出来ません。Tシャツ・帽子・ステッカー等の製品以外のプロ
モーショングッズのみ販売が可能です。

更に来場者を伸ばす施策は何か
ありますか？

・コアファンへの呼びかけの強化、シェアリングブースの
設定や釣種エリアの拡充による魅力度UP。
・中学生以下無料チケットの配布、Webチケットの
販売や、SNSを更に活用した盛上げ策を展開します。

分散出展の小間料金の割引適用
は何故釣種エリアだけなのですか？

コアファンにとって魅力的な「釣種エリア」への出展社の負担を
軽減するため（出展を促すため）です。

自社ブースでの販売はプロモーショングッズ
であれば他は何でもOKですか？

Question

基本的には、Tシャツ・帽子・ステッカーですが、
主催の承認したものであればOKとします。

Answer

今後も1月開催を続けますか？
会場変更を行う予定はありますか？

2020年の東京オリンピック開催まで他会場の確保はできてい
ない状況のため、2020年までは変更をしない予定です。
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