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■報道関係の皆様へ
PRESS RELEASE に記載されている内容は予告無く変更される場合がございます。予めご了承下さい。
インタースタイルについての記事を掲載していただいた際には、恐れ入りますが掲載記事の
コピーまたは掲載紙を当事務局までお送りくださいますようお願い申し上げます。

※写真データやロゴ、出展者リスト等は、ホームページよりダウンロードが可能です。
お手数ですが下記アドレスよりダウンロードして掲載してください。
↓↓

https://www.interstyle.jp/press/press_text.php

お問合せ先

株式会社インタースタイル
〒113-0001 東京都文京区白山 1-33-8-213
TEL：03-5840-8044 FAX：03-5942-4400
お問合せフォーム：https://www.interstyle.jp/contact/inquiry_form.php
URL：https://www.interstyle.jp
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インタースタイル 2022 開催のお知らせ
２０２２年２月１５日(火)～１７日(木) ３日間開催
パシフィコ横浜（Ｄホール）

徹底した新型コロナウイルス対策を実施します！
皆様に安心してご来場いただくため、徹底した新型コロナウイルス対策を実施のうえ開催します。

① コンセプト
インタースタイル（ボードカルチャー＆アウトドア展示会）
サーフィン・スケートボーディング・スノーボーディングのボードカルチャーと、アウトドア・ペットおよび、
感度の高いセレクト系のファッションなどを中心とした、ライフスタイル全般に関わる、
有意義な商談会とコミュニティーの形成・活性化を目的としたビジネス展示会です。

②開催概要
・名称：
・会期：
・会場：
・主催：

インタースタイル 2022 (ボードカルチャー&アウトドア展示会)
INTERSTYLE 2022（The Exhibition of Board Culture & Outdoor）
2022 年 2 月 15 日(火) ～17 日(木)
10:00～18:00 （最終日～17:00） ※今回より開催時間変更
パシフィコ横浜（D ホール）
株式会社インタースタイル

・開催規模（予定数）： 200 社（新規 70 社）・400 ブランド・350 小間・6,700 ㎡
・後援：

横浜市、 一般財団法人 対日貿易投資交流促進協会（ミプロ）、 一般社団法人 日本プロサーフィン連盟
（JPSA）、 一般社団法人 日本サーフィン連盟（NSA）、 一般社団法人 サーフィン・ジャパン・インターナショナ
ル、 日本ウエットスーツ工業会（JWMA）、 一般社団法人 サーフライダーファウンデーションジャパン、
日本プロボディボード連盟（JPBA）、 日本ボディボード工業会（BMA）、 一般社団法人 日本スタンドアップパド
ルボード協会（SUPA）、 日本 SUP 振興会（JSO）、 NPO 法人 日本ウインドサーフィン協会（JWA）、 一般社団
法人 日本ウェイクボード協会（JWBA）、 一般社団法人 日本スケートボード協会（AJSA）、 一般社団法人 日
本スケートボーディング連盟（JSF）、 一般社団法人 ワールドスケートジャパン、 一般社団法人 JASA（日本ア
クションスポーツ連盟）

・特別協力：
・協力：

公益財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー

SURFIN'LIFE、 PEACS 株式会社、ザ・サーファーズ・ジャーナル日本語版、 SURFMEDIA、 なみある？/株式会
社サイバード、 F+MAGAZINE/メディアライン、 株式会社カラーズマガジン、 日本サーフアカデミー高等部、 一
般社団法人 SNOWBANK、 CHANNEL SQUARE/一般社団法人 F-WORLD、 株式会社スタジオジャパホ、
BACKSIDE SNOWBOARDING MAGAZINE、 Athlete BASE

③出展者リスト・会場図面
●出展者一覧 https://www.interstyle.jp/show/exhibitor_list.php
●出展ブランド一覧 https://www.interstyle.jp/show/brand_list.php
●会場図面 https://www.interstyle.jp/show/floor_guide.php
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④今回の見所

新たにVEHICLE zoneを設けた9つのゾーンで構成されます。

キャンピングカー、キャンピングトレーラー、カーゴトレーラー、ルーフトップテントオーニング・シェード、カーキャリア、車中泊用品、
電動モビリティ、カーアクセサリー…etc.
密を避け、プライベートな空間として昨今注目の高まる『車輌』に注目し、特化したゾーンを新設いたしました。
本格的なキャンピングカーから車中泊仕様の車輌、お手軽な軽自動車から 2 輪まで。
単なる移動手段としてではなく、1 人でも、もちろん同乗者全員が楽しめる、そんなこだわりの車輌をご来場者様にご提案致しま
す。

スケートボード、トラック、ウィール、スケートシューズ、フィールドニュースポーツ…etc.
BAKER、DEATHWISH、SHAKE JUNT、HEROIN、Hondar Skate Company、PLUG skateboardなどのデッキをはじめ、ES、EMERICA、
ETNIESなどのフットウェア。FLAKE、SHIRL HEADWEARなどのアパレル類。猛暑の国際大会で注目を浴びたスケートパークに関
する施工相談はTsumura、長谷川体育施設株式会社、1211Ramp Lab.など、幅広いスケートボードに関する商材が並びます。

カジュアルウェア、ストリートウェア、スポーツウェア、デニム、フットウェア、ブーツ、サンダル、バッグ、キャップ、ハット…etc.
JETPILOT、BLACK FLYS、RIPNDIP、CARROTS、BELIEF など、ストリートやアクションスポーツ、音楽等、カルチャー色の濃いブラ
ンドが多数出品！
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ボルダリング、クライミング、キャンピング、ハイキング、トレッキング、トレイルラン、ラフティング、自転車…etc.
回を増すごとに拡大している OUTDOOR zone。GIMMICK、Mt.SUMI、LGASIA、KLYMIT、Hot Camp、FORESTABLE OUTDOOR、
Kalita など、デイキャンプから本格的なキャンプにまで役に立つギア類や、キャンプ場での通信に役立つ Camp Wi-Fi、Sweetleaff
のインソールやモバイルケース、車や汚れたギア類の洗浄に役立つ Vittorio など、ソトアソビに便利な商材が並びます。

ハーネス、リード、首輪、ペット用アクセサリー、ペット用トイ、ペットフード、ペット用マット・・・ etc
今回のペットゾーンでは、初出展の株式会社サンコーの自社ブランドSANKOのペットマットを展示いたします。また、株式会社ス
ポーツオーパカイトが展開する生肉フードをフリーズドライしたドッグフード CANI SOURCEも必見です。
その他、EZYDOG (アウトドアゾーン)、WOLFGANG MAN & BEAST (サーフゾーン)の出展もあります。

スノーボード、バインディング、スノーブーツ、スノーウェア、ゴーグル、グローブ、ボードケース、フリースキー、ウインターニュース
ポーツ…etc.
T.J BRAND Original、Twelve Snowboards、United Shapes、011 ARTISTIC、NEVER SUMMER、OUTFLOWsnowboards、RICE28、
WRXsbなどパウダーからパーク・グラトリまで全斜面に適したボード類をはじめ、Green Clothing、unfudge、FW、Mountain Surf
Equipment、RAIN OR SHINEなど、国内外のウェア類。eb's、3REE、KM4Kなどの小物類も会場でお確かめください。
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雑貨類、デジタルガジェット、ランニング、フィットネス、ゴルフ、フィギュア、アート、音楽・・・ etc.
カテゴリーにとらわれず様々なモノが並ぶこのゾーンからは、igor、FP、392 plus m、Roshambo、ZoZIO ZAKKA、ducksday、
wilma&morris、Sun to sun などキッズ向けのアパレルや小物類、ホチキスのみで壁面ラックが取付けられる AquaRideo、利便性の
高いバッグブランド LIVERAL、心と体の両面からケアをする HAWAIIAN CHOICE、'ala Lehua など多岐にわたる商材が並びます。

スタンドアップパドルボード、ウインドサーフィン、カイトサーフィン…etc.
海・湖・川の遊びの定番となったSUP zoneでは、MISTRAL、badfish、MARSYAS、SIC、TAHE、Red Paddle Co.、JP Australiaなど、
レジャーからレースまで幅広く楽しめるボード類や、緊急時に役立つRESTUBE、独特の浮遊感が楽しめるLift Foilsなどが出品さ
れます。

サーフィン、ウエットスーツ、サーフウェア、ボディボード、ウェイクボード、スキムボード、マリーンニュースポーツ…etc.
Channel Islands Surfboards、Chilli Surfboards、torq japan、WATER RAMPAGE、CORE FOAM、kkl shape machine などボードや、
その素材となるフォーム類をはじめ、rincon、racer zap、AMSTERDAM WETSUITS などのウェットスーツ、POLeR、S.U.R、Lightning
Bolt、SPRAWLS、PSD などのファッションアイテムも是非会場でご確認下さい。
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⑤トピックス
密を避けてのソトアソビに注目の集まる昨今。インタースタイルでも新設の『VEHICLE zone』、回を増すごとに拡大している
『OUTDOOR zone』より一部ご出展者様をご紹介。

■VEHICLE

zone

株式会社アルティ『アルティキャリア』

神奈川トヨタ自動車株式会社『CAMPER ALTOPIANO』

- 天井スペースを自在に操る -自動車用キャリア。

SUV より自由に、キャンピングカーより手軽に。だから、使い
方、楽しみ方がどんどん広がる。

GIBSON『GIBSON・GRAVIS 他』

Sonic-Crafty『VESGRIDE』

パーツメーカーが造る至高のカスタムカーを愛車に。

Life is challenge... Life is Adventure... どのカテゴリーにも属さ
ないノージャンルのビークル。

株式会社ダイレクトカーズ『Retreat Narrow・AMAHOⅡ他』

但東自動車株式会社『SAMURAI PICK UP』

コンセプトは「趣味に没頭していただける大人の秘密基地」。

リフトアップを施した遊べる軽トラ・軽バン。
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TSD Styling/T-Style auto Sales

有限会社 BEANS『7th E-Life! by CRAFTPLUS 他』

車輌購入からカスタムまでユーザーの“希望を叶えます”。

「毎日が刺激的で遊び心あふれるデザインに囲まれ、自分らし
いライフスタイルを楽しむ」ことを目指す。

モータリスト合同会社『FANTIC』

株式会社ルート『軽キャンピングカー ちょい cam』

モペッド(ペダル付きのオートバイ)が、自転車に進化するときが

小回りが利いて燃費がいい、普段使いもできる軽自動車キャン

やってきました。

ピングカー。

■OUTDOOR

zone

株式会社 RCT ジャパン『Db』
古臭い既成概念を持った“旅行バッグ”に対して、urban（日常）と active（フィールド）を融合させた新しいバッグブランド。

株式会社アクセス/GIMMICK『GIMMICK』
今までなかった発想とワクワクするような仕掛け(ギミック)を目指す。アウトドア専門ブランド。

7

株式会社 MAC『LGASIA』
自然豊かな岐阜県から、一層アウトドアを楽しむための便利ギアを発信。

サイクルヨーロッパジャパン株式会社『Bianchi』

1885 年イタリア・ミラノにある NIRONE 通りで開業した、世界最古の自転車メーカー。

有限会社籐芸『FORESTABLE OUTDOOR』
野外の空間でも自然素材を使った食器で楽しく食事ができるように。

株式会社 TRYL『5050WORKSHOP 他』
海・山などアウトドアはもちろん、普段使いでも活躍する機能性抜群のアイテムをお届け。
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株式会社ハイマウント『KLYMIT 他』
どんなフィールドでも快適な睡眠を。

有限会社早野研工『Hot Camp』
「ワクワクするモノづくり」を合言葉に 板金加工のプロが オリジナル商品の製造に挑戦！

⑥セミナー・イベント
＜トークライブ＞
■INTERSTYLE RANDOM TALK LIVE
会期中に SURF・SNOW・SKATE 各業界のメインスピーカーが、毎日ゲストスピーカーを招いてトークショーや
インタビューの生配信を INTERSTYLE YouTube チャンネルにて行います！
気心の知れた面子の現場ならではの四方山話、聞き逃せない内容となること間違い無しです！
【日程 & メインスピーカープロフィール】
＜SURF＞2 月 15 日（火） 12：00～ 14：00～ 16：00～（各回 1 時間程度）
メインスピーカー：ジョージ・カックル George Cockle
1956 年神奈川県鎌倉生まれ。
ラジオパーソナリティー、DJ、音楽プロデューサー、コラムニスト。
雑誌「ザ・サーファーズ・ジャーナル 日本版」マネージング・ディレクター。
世界中を旅し、世界中の波に乗ってきた筋金入りのサーファーでもある。
＜SNOW＞2 月 16 日（水） 12：00～ 14：00～ 16：00～（各回 1 時間程度）
メインスピーカー：佐藤整（tochi）
1959 年東京生まれ。1980 年代よりカメラマンとしてのキャリアをスタート。
サーフィン・スケートボード・スノーボードなどアクティブスポーツの写真を各種メディアに提供。
NISSAN X-TRAIL JAM in TOKYO DOME や、アメリカのスポーツエンタ―テイメントチャンネル
ESPN 主催のコアエクストリームゲームなどビッグゲームのオフィシャルカメラマンも務める。
現在テレビ・ラジオ・アウトドアブランドの広告関連の撮影にも重視している。
地下鉄 12 号線、落合南長崎で、写真館「東京写真工芸社」の代表取締役の顔も持つ。
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＜SKATE＞ 2 月 17 日（木） 12：00～ 14：00～ （各回 1 時間程度）
メインスピーカー：冨田誠(fiftyfifty Skateboard Shop)
まだ中学生だった 1980 年代にスケートボードに出会い、ひたすら滑り続ける学生時代を
経たのち、長年の夢であったの自らのショップ、fiftyfifty Skateboard Shop を 2003 年
地元大森にオープン。現在も切り盛りする傍ら、日本スケートボード協会やアジア大会の
競技委員を務め、毎月第 3 日曜日は城南島海浜公園にてスクールも開講し、
長年シーンの発展に尽力し続けている。
※各日程ゲストスピーカーに関しましては後日発表致します。

＜スケートボードイベント＞
■FLAKE CUP CHAMPIONSHIP FINALIST DEMONSTRATION
FLAKE CUP 2021-2022 CHAMPIONSHIP 入賞者 6 名と FLAKE スケートチーム・OB による
キッズスケートボードデモンストレーション
キッズアパレルブランド FLAKE が主催するキッズスケーターの登竜門 FLAKE CUP 。
現在 世界の TOP で活躍するスケートボーダーを多く輩出する日本最大級のスケートボードコンテストです。
全国のイオンモール 5 会場とキッズスケーターの聖地 鵠沼海浜公園スケートパークで開催された全 6 戦、
総エントリー数 700 人超の上位入賞者・招待選手により 2 月 5 日(土)イオンモール幕張新都心にて開催された
チャンピオンシップのファイナリスト 6 名と、山下魁正率いる最強キッズスケートチーム FLAKE SKATE CREW、
山下京之助、池田大暉、渡辺星那 等 FLAKE チーム OB によるデモンストレーションを開催。( OB 出場選手未定 )
日本の最高峰のキッズスケーターのパフォーマンスはお見逃しなく。
・日程：2 月 16 日（水） 17：00～18：00（事前練習 16：00～）
・場所：会場内特設スケートパーク
・お問合せ：株式会社 FLAKE 小間番号 251

■INTERSTYLE

2022 IN “Digskate”

-元気でパワフルな女子スケーターたちが全国から多数参加！ジャンルやスタイルの垣根を超え交流の場として、楽しく女子スケーターと共に盛り上がりましょう！
私たち Digskate はスケーターを“Dig る” 深堀りし、より多くの方にスケートカルチャーの
魅力を知ってもらう機会づくりをします。
＜イベント内容＞
注目の女子スケーターに会えるかも!?・ストリート DEMO・フリースタイル DEMO・
初の子によるスケートゲーム!・各種ベストトリック賞（一般参加 OK）・フリースケートタイム
イベント後はパークを開放。

・日時：2 月 17 日(木) 10：00～15：00
・場所：会場内特設スケートパーク
・お問い合わせ：Instagram @Digskate_
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＊上記以外のイベント＆セミナーについては決定次第随時 https://www.interstyle.jp/ でお知らせいたします。
＊上記イベント＆セミナーは、予告無く変更・中止となる場合があります。

＜講習会＞
■AJSA スケートボード・インストラクター講習会
-スケートボードを教える事がありそうな人AJSA では業界関係者が多数集まるインタースタイルの会場を利用して、スケートボードインストラクターの
育成講習会を無料で開催いたします。
・日程：2 月 15 日(火)・16 日（水）

11：00～12：00 （受付＆集合は 10：45）

2 日間開催

・場所：会場内スケートパーク
・定員：各日先着 20 名
・申込方法：加盟 SHOP に配布済み、又は AJSA ホームページから専用申込用紙をダウンロードし、
必要事項に記入後、下記番号へ Fax し、エントリーして下さい。
・お問合せ：日本スケートボード協会(担当：横山)
Tel：045-628-1447 Fax：045-628-1448 URL：www.ajsa.jp E-mail：ajsa_info_jy@ajsa.jp

■JWMA

ウエットスーツ採寸セミナー

2022 年 2 月 15 日(火)に開催を予定しておりました JWMA ウエットスーツ採寸セミナーですが、新型コロナウイルスの
感染が再拡大している状況を鑑み、誠に勝手ながら開催を見合わせることとなりました。
ご参加をご検討いただいていた皆様にはご迷惑をおかけすることとなり大変申し訳ございません。
何とぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
なお今後の採寸セミナー開催につきましては、JWMA ウェブサイトにてあらためてご案内させていただきます。
2022 年 1 月 17 日
日本ウエットスーツ工業会 http://www.jwma.gr.jp/
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INTERSTYLE オンライン 2022 開催！
オンライン展 × リアル展のハイブリッド開催！
2022 年 2 月 1 日（火）〜28 日（月）の 1 ヶ月間、オンライン展とリアル展のハイブリッドで開催します。
特設サイト：https://online.interstyle.jp

※公開準備中

第 2 回目の INTERSTYLE オンラインは機能を大幅にアップデート!!
インタースタイルならではの魅力的なコンテンツを視聴者へ提供します。
「オンライン展×リアル展」のハイブリッド型で行い、リアル展の開催期間(3 日間)をフルに活用し、動画収録とライブ配信を行いま
す。リアル展開催中は複数の取材クルーが会場内のブース取材を行います。撮影した動画は、INTERSTYLE YouTube チャンネル
に UP します。
また、インタースタイル独自のコンテンツとして業界人によるトークイベントの動画配信(リアルタイム&アーカイブ)も合わせて行う
予定です。
更に INTERSTYLE オンライン 2022 では、多言語化に対応することで、国内だけでなく海外の小売店にもアプローチすることができ、
ビジネスチャンスを更に拡大することができます。

新型コロナウイルス感染症対策について
インタースタイルでは、新型コロナウイルス感染症対策のため、日本展示会協会及び、施設であるパシフィコ横浜の
ガイドラインに則り、開催に向け準備を進めてまいります。
経済発展の牽引役として大きな役割を担う展示会を開催できるよう、万全な対策を講じてまいりますので、皆様からの
ご理解とご協力をいただけますようお願申し上げます。

ご来場者は毎朝体温と体調の確認を行い、37.5 度以上の発熱がある場合や体調がすぐれない場合、
ご来場されないようお願いします。
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来場者は、マスク着用と頻繁な手洗い、手指の消毒の励行をお願いします。

サーモグラフィーにて来場者を検温し、会場入口に消毒液を設置し来場者に手指の消毒を義務付け
させていただきます。

事務局より【QR コード付き招待状】を事前に郵送し、受付の混雑緩和を実施します。

受付を、誘導員またはマーカー設置によるソーシャルディスタンスの確保を行います。

展示会施設、商談室などを空調・換気設備により、常に外の空気との入れ替えを行います。通常より
室温が下がりますので、防寒着の着用をお勧めいたします。

換気の悪い密閉空間、多くの人が密集する場所を避けるため、館内の喫煙所を閉鎖します。

展示会場内の高頻度接触部位の特定と消毒・清掃を行います。

クラスター発生時の追跡調査に備え、ご来場者の連絡先の把握を行います。
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