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開催報告書 

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   
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2015年8月19日(水)・20日(木)の2日間に渡り、 

パシフィコ横浜（Cホール）で行われました「INTERSTYLE august 2015」は、 

おかげさまで無事開催することが出来ました。 

ご来場頂いた出展者様、来場者様、ご協力いただきました関係者様に 

心より感謝いたします。誠に有難うございました。 

 

全国各地より2日間で5,391人の方々がご来場されました。 

全81社の出展者のうち、全体の31％にあたる25社が新規出展、 

ブランド総数としては、231ブランドが各社ブースに並びました。 

 

開催報告として、来場者数と分析は以下の通りです。是非ご覧ください。 

尚、会場写真等も含めました、詳しい報告書と致しまして、 

ホームページでも後日掲載させていただきます。 

オフィシャルホームページ ： http://www.interstyle.jp 

ご 挨 拶 
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開 催 概 要 

開催日時 

会 場 

主 催 

後 援 

協 力 

出展品目 

名 称 インタースタイル（ボードカルチャー＆ファッション展示会） 
 INTERSTYLE august 2015 

2015年8月19日(水)・20日(木)  
10：00～19：00 (最終日～17：00） 

パシフィコ横浜（Cホール） 

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 
E-mail：contact@interstyle.jp    
URL ： http://www.interstyle.jp 

横浜市、 一般財団法人 対日貿易投資交流促進協会(ミプロ)、 World Surf League、 

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)、 

日本ウエットスーツ工業会 (JWMA)、 日本プロフェッショナルボディボーディング連盟 (JPBA)、 

日本ボディボード工業会 (BMA)、 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、 

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)、 

一般社団法人 日本スケートボード協会 (AJSA)、 日本フィンガーボード協会 (JFBA)、 

一般社団法人 JASA (日本アクションスポーツ連盟) 

ザ・サーファーズ・ジャーナル日本語版、 マリン企画（SURFIN`LIFE）、 株式会社枻出版社、 

サーフィンレップス/株式会社レップス、 SURFMEDIA/ティーケーコーポレーション、 

なみある？/株式会社サイバード、 有限会社メディアライン、 日本サーフアカデミー高等部、 

NPO法人 海遊 、 VHSMAG、 Spring CUE！Sports 

サーフィン関連、スケートボード関連、スノーボード関連、ファッション関連、 

アウトドア関連、自転車関連、ゴルフ関連、フィットネス関連、雑貨関連、 

ART関連、MUSIC関連、その他 

来場対象 Action Sports Shop・Life Style Shop・Casual Shop・Street Shop・Jeans Shop・ 
Import Shop・Outdoor Shop・Shoes Shop・Pro Sports Shop・Skateboard Shop・ 
Snowboard Shop・Surf Shop・Culture Shop・Bicycle Shop・Golf shop・ 
Fitness shop・Eyewear Shop・Department・Volume Sales Store・GMS・ 
Wholesale・Resort・Media・Press・Shop Guest(End User) ・etc.  

- 2 - 

開催規模 81社(新規25社)・231ブランド 



来 場 者 数 

総  評 
   
・サーフ関連は好評を得ているSUPプールを中心に、SUP系の商材に注目が集まりました。 
 いわゆるトライフィンのショートボードの出展・出品数の減少が目につく部分ではありましたが、 
 シングルやツイン系の独創的・懐古的なシェイプの板は目立ち始めてまいりました。 
 スキンケア用品など、サーフアクセサリの中でも女性向けの商材も多数見受けられるようになってきました。 
 
・スケート関連は、インソールやヘルメット・パット類など、攻めるスケーター向けの保護商材が充実してきてい  
 る感が見受けられました。また、ダウンヒル系のロングボードなど、トリック重視のスタイルから、 
 多岐に渡って遊びのフィールドが広がってきているように思われます。 
 また、AJSAのコンテストのような場で、若年層のコンペ志向が再燃している感が見受けられました。 
  
・アパレル関連は、モーターサイクル系やアメリカ４大スポーツ物、リプロダクツなど、垣根やカテゴリ分け 
 という言葉が不要なほどに様々な商材が増えてまいりました。 
 小物やアイウェアなどのアクセサリ類に関しても、機能性とスタイルの両立などかゆいところに 
 手の届くモノが多数見受けられました。 
 
・Mixup zoneに関しては、アクション系カメラや、モバイル機器のアクセサリなど、デジタル物をいかに 
 アウトドアで活用できるか、というような商材が多数見受けられました。 
 
・各種セミナーなど、ボードカルチャー業界全体にとって、非常に有意義となるイベントも会期中に多数開催さ 
 れました。 
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 業種  8/19(水)  8/20(木)   業種別合計  比率 
前回(14S)  
増減率 

 （専門店）  666       567  1,233  71.1% 57.4% 

 （大手専門店）          171  126        297  17.1% 52.4% 

 （百貨店）      9            18            27  1.6% 150.0% 

 （無店舗販売）           111           66          177  25.0% 62.8% 

 小売業合計                   957                   777             1,734  32.2% 57.5% 

 卸売業                   162                   168               330  6.1% 55.8% 

 商社                   111                     87               198  3.7% 134.7% 

 メーカー                   375                   333               708  13.1% 88.7% 

 報道                     96                     87               183  3.4% 58.7% 

 ライダー                   228                   105               333  6.2% 53.6% 

 その他                   246                   210               456  8.4% 76.4% 

 ショップゲスト                   906                   483             1,389  25.8% 68.3% 

 海外来場者                     30                     30                 60  1.1% 90.9% 

 開催日別合計             3,111             2,280             5,391  100.0% 65.9% 



会 期 中 イ ベ ン ト ＆ セ ミ ナ ー 
インタースタイルでは、ボードカルチャーに関わる全ての方々にとって有意義な場として 
活用して頂く為、関係各社の協力を得ながら、下記のようなイベント・セミナーが開催されました。 

AJSA スケートボード・インストラクター講習会 

日時 

会場 

8月19日(水)・20日(水) 11：00～12：00 

会場内スケートパーク 

内容 スケートボードを教える可能性のある方を対象とした、 
初心者に対する基本動作のレッスンポイント、用具の選び方などに関する講習会。 

主催 一般社団法人 日本スケートボード協会(AJSA) 
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日本サーフアカデミー高等部 学校説明会・相談会 

日時 

会場 

8月19日(水)・20日(木) 11：00～12：00 

会場内プレゼンテーションルーム 

内容 通信制高校「日本サーフアカデミー高等部」の学校説明・相談会の実施。 

主催 日本サーフアカデミー高等部 

ISA 国際サーフジャッジ資格取得コース・コーチングセミナー 

日時 

会場 

8月19日(水) 12：30～17：30 ・ 8月20日(木) 13:00～15:30 

会場内プレゼンテーションルーム 

内容 サーフィンの国際ジャッジの取得獲得のための講習会と 
国際サーフコーチングに関するセミナーを実施。 
 

主催 ISA 



会 期 中 イ ベ ン ト ＆ セ ミ ナ ー 
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AJSAプロツアー第2戦 「ONE MAKE STYLE in YOKOHAMA」 

日時 

会場 

8月19日(水) 14：00～（公式練習13：00～) 

会場内スケートパーク 

内容 AJSAの公式戦としてワンメイク大会を開催 

主催 一般社団法人 日本スケートボード協会 

日本国内におけるSUPシンポジウム 

日時 

会場 

8月19日(水) 19：00～20：00 

会場内プレゼンテーションルーム  

内容 今後の大会予定や、各種イベント等の報告などをメーカー、団体、 
小売り店等に向けて実施 

主催 日本SUP振興会(JSO) 

JWMAウエットスーツ採寸セミナー 

日時 

会場 

8月19日(水) 13：30～15：00 

パシフィコ横浜2F 会議室E204 

内容 ショップスタッフを対象とした、ウエットスーツの採寸方法に関する講習会。 

主催 日本ウエットスーツ工業会 



会 期 中 イ ベ ン ト ＆ セ ミ ナ ー 
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ColorfulProject "Girls Long-Ollie vol.3“  

日時 

会場 

8月20日(木) 13：00～15：00 

会場内スケートパーク 

内容 第３回目となるガールズの幅跳びコンテストの開催。 

主催 ColorfulProject   

SUP Pool  

日時 

会場 

8月19日(水)～20日(木) 開催時間中 

会場内SUP Pool  

内容 プロによるデモや、試乗体験等を実施。 

主催 日本SUP振興会(JSO) 

Spring CUE！Sports ボディバランスチェック＆リンパマッサージ 

日時 

会場 

2月18日(水) 16：00～18：30 

小間番号319 Spring CUE！Sports ブース内 

内容 ボディバランスの無料チェックと、クイックマッサージの実施 

主催 Spring CUE！Sports 


