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商品展示説明会(お取引先様)の開催レポート 

お取引先様各位                                                (2021/12/9) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
2021 年度に開催しましたお取引先様向け商品展示説明会の様子をまとめましたので、ご覧いただけますと幸いです。  
 
＜開催日程＞ 
①東京会場 
②伊東会場 
③名古屋会場 
④大阪会場  

︓ 4/22(木)、4/23(金)  
︓ 5/12(水)、5/13(木) 
︓ 11/17(水)、11/18(木) 
︓ 12/6(月)、12/7(火) 

(中央区立産業会館/東京都中央区) 
(伊東市観光会館/静岡県伊東市)  
(名古屋国際センターNIC/名古屋市中村区) 
(マイドーム大阪/大阪市中央区)  

＜開催内容＞ 
当社とお取引のあるダイビングショップ、ダイビングサービス、潜水事業関係者様を対象に、2021 年度の新商品・目玉
商品をはじめとして、ダイバーのアテンドやメンテナンスに便利な器材、ダイバー人気の売れ筋商品など、多数の商品を展
示させていただきました。 
また、今年度は、新型コロナ禍の最中での開催となり、新型コロナ感染症対策として、会場内が密になることを防ぐため、
事前予約制をとり、時間帯ごとに人数調整をして実施しましたが、少人数であることで、じっくりと展示商品を比較検討し
ていただきました。 

＜会場内の様子(名古屋)＞ 
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＜来場者アンケート＞ 

  

   
ダイバーにオススメしたい商品はありましたか︖（オススメしたい商品を列挙ください）

 
次回開催に向けての要望・改善点等ありましたらご意見お願い致します。

 

・ジェリーズガード、バッグ類 [東京 4/22]
・錆びないナイフ、大きいバッグ(90Lぐらいのストリームトレイル) [東京 4/22]
・ミニサイズのフロートは、飛行機内に預ける手荷物にもコンパクトに収まるし、海ではほとんどのBCポッケにも入るのでお勧めしたいです。 [東京 4/22]
・防水バッグ [東京 4/22]
・TG-６関連商品　ストリームトレイル小物　フィンのステッカー [東京 4/23]
・ライト類は種類が豊富でお客様にニーズに合わせてご紹介できると思いました [東京 4/22]
・バディシグナル [伊東 5/13]
・水中ライト、防水バック、 [伊東 5/12]
・日焼け止め、ストリームトレイルの小物類 [伊東 5/13]
・スナッピーコイル、ダイバーリンカ、ストリームトレイル [伊東 5/13]
・セーフティグッツライト含むを推していきたいと考えてます。 [名古屋 11/18]
・水中ライト、防水バック等、高性能で小型、低価格の商品を実際に拝見できたので良かったです、お客様に提案できそうでした。 [名古屋 11/18]
・TOVATEC ライト ダイバー向けではないですが、レスチューブ　 [名古屋 11/17]
・Streamtrail商品 [大阪 12/7]
・色々ありますね、コミュニケーションツールや緊急用のアイテムなど、 [大阪 12/6]
・防水バック⇒水中撮影アイテム [大阪 12/6]

・難しい中、ありがとうございました︕ [東京 4/22]
・来年も新商品楽しみにしてます︕よろしくお願いします。 [東京 4/22]
・ダイビングサービス、現地の施設、での開催があると良いのでは? [東京 4/22]
・コロナ禍の開催お疲れ様でした。基本、今回の感じでいいのではと思います、あえて挙げるなら商品の水中で使用されている動画が流れているとわかりやす
かったと思います。展示会だけの価格設定があると出向いた感があったかなぁ︖次回楽しみにしております。お疲れ様でした [東京 4/23]
・会場はもう少しアクセスしやすい場所が良いです [東京 4/22]
・展示会はこの時期に開催して頂いて助かる。この厳しい現状でお客様に説明して商品を売る為の現物確認やセールストークを教えて頂いて助かりました。
[伊東 5/13]
・電子カタログと、そのページに飛べるように、QRコードをそれぞれに展示してもらえたら、すぐに確認できて良いかと思います。 [伊東 5/12]
・お世話になりました。いろいろ教えて頂き勉強になりました。長居をしてしまい失礼いたしました。今後ともよろしくお願いいたします。 [伊東 5/13]
・都市部に行く機会がなかなかないので現地にわざわざ来てもらったのは非常に良かったです。どんどん開催してほしいです。セール品などがその場で仕入れがで
きたりするとあれもこれも買ってしまいそうです。 [伊東 5/13]
・もう少しダイバー便利グッズなどの商品も拝見できればよかったですね。やはり、売り手側が実際に商品を手に取り、おすすめなど感想をお客様にお伝えできる
ことはとても大切だと思いました。展示会を催していただけた村上商事様に感謝申し上げます。 [名古屋 11/18]
・水中ライトなど　手に取り違いを見ることができてよかったです。来場者が少人数だったため　説明もしっかり聞くことができてよかったです。ありがとうございまし
た。 [名古屋 11/17]
・もう少し沢山の商品が、見れたり使ったりできるとありがたいです。それから、目新しい商品も紹介してもらえると嬉しいです。 [大阪 12/7]
・実際に見たり触ったり出来る事がよかったです。ゲスト様にも触れてもらえると良いですね︕ [大阪 12/6]
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＜展示商品の様子(名古屋)＞ 

 

＜展示商品＞ 
ダイバーナイフ（スパイダルコ、サビナイフ）、カ
ラビナ付ウェイト、クエスト、マルチページリストス
レート、シャークバンズ、ラインカッター、セーフテ
ィストップアンカーロング 70Ð、TLS キーボック
ス、リストコンパス 

＜スタッフからのコメント＞ 
錆びない特殊鋼材 H1 鋼ナイフ、チタン製のフ
ォールディングナイフ、初心者にも安心なライン
カッターを展示。リストスレートは５ページも有り
使い勝手も良く好評でした︕ 

 

＜展示商品＞ 
蛍光スティック、ステンレスバックル、ウェイトベル
ト、リール各種、スナッピーコイル各種、リトラクタ
ー各種、ダイバーリンカ、ベルポインター、スクー
バラットラー(特価)、リンリンベル、かんかん棒、
オトヴェント、ポケットマスク、ドックスプロプラグ 

＜スタッフからのコメント＞ 
定番のリール・コイル・リトラクターは手に取り強
度や各種サイズを確認して頂きました。 
ベル類の音色も色々です︕ 

 

＜展示商品＞ 
シードロップ、シーゴールド、ジップテック(新商
品)、ジップケアー、シリコングリス、カレントフッ
ク、ダイブリール、ウィンドストームホイッスル、レス
キューミラー、デュオアラート、スクーバアラート、
ダイブアラート、サバイバルーン、シグナルチュー
ブ、セーフティストップアンカー70Ð 

＜スタッフからのコメント＞ 
カレントフック・シグナルチューブ類は形状・長さ
やカラーをチェック︕ 
ドックスプロプラグ（耳栓）はサンプルにてサイ
ズを確認できます︕︕ 
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＜展示商品＞ 
お着替えポンチョ、ログブックバインダー、 
ラゲージタグ 

＜スタッフからのコメント＞ 
おしゃれで個性的なデザインのログブックバインタ
ーとラゲージタグ。おすすめです︕︕ 
 

 

＜展示商品＞ 
シーキャナリーマスクストラップ、マリンステッカー、
キドニーベルト、シニアレンズ、ダイバーツールキ
ット、エアブローガン、変換コネクター各種 

＜スタッフからのコメント＞ 
シーキャナリーのラバーステッカー・デコプリシート
は人気商品です︕ 
キドニーベルトのヒーターを実際に試して頂き温
かさを確認して頂きました。 
プロショップには欠かせないメンテナンスツールも
多数ご用意致しました︕︕ 

 

＜展示商品＞ 
移充填ホース、中圧チェッカー、2nd ステージ
調整ツール、MIFLEX ホース、G’sB ホース、
FIX システムフレーム PT01(新商品)、 
FIX ライト(3000DX SWRII FS、1000DX 
SWII(新商品))、ヒートベスト DRY(新商品) 

＜スタッフからのコメント＞ 
水中撮影の定番 FIX NEO ライトシリーズに、
Premium モデル 2種が新たに登場︕ 
また、オリンパス PT-059／058に特化した軽
量アルミフレーム、FIX システムフレーム PT01
も人気です︕︕ 
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＜展示商品＞ 
水中ライト(UK、KELDAN、TOVATEC)、 
ストロボライト(AL15A、AL300A、アクアストロ
ボ)、バディウォッチャー、酸素アナライザー 

＜スタッフからのコメント＞ 
最高級ライトケルダンの明るさを確認、皆様一
目瞭然でした︕ 
TOVATEC ライトはサイズ・光量・価格と販売
しやすい商品と好評でした。 
ストロボライトは LED に替わっても光量十分と
人気です︕︕ 

 

 

＜展示商品＞ 
ペリカンケース、i-Das アーム、オクトマスク(特
価)、ミニ Q40MK2、UK ポールグリップ 

＜スタッフからのコメント＞ 
ダイバーにも人気の GoPro のパーツ類を多数
展示︕ 
水中専用ポールグリップは長さも色々サイズ確
認出来ます。 
定番のペリカンケースも展示致しました︕︕ 
 
 

 

＜展示商品＞ 
レスチューブ(新商品)、ダイブハンガー各種、 
特価商品 (スーパーメッシュ・バックパック、ヘビ
ーデューティバック) 

＜スタッフからのコメント＞ 
超小型・軽量のポシェットタイプの膨張式・緊
急浮力体レスチューブのラインナップが一新とな
り、新たに登場した自動膨張式も含め、5種モ
デルの展開になりました︕︕ 
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＜展示商品＞ 
フィッシュボトルオープナー、ウォーターボックス、
特価商品 (ラウンドタオル、ST DORY、グロー
チューブ、オッターボックス、ホースプロテクター、
KELDAN4X、8X、ワイドアングルミラー、バル
ーンソファー) 

＜スタッフからのコメント＞ 
在庫限りのお得な特価商品が多数ございま
す。気になる商品があればお早目にお問い合
わせください︕︕ 

 

＜展示商品＞ 
ストリームトレイル 
(シナノ、イセ、ソフトクーラーボックス、メロー、ド
ライタンク、ワフーロングなど) 

＜スタッフからのコメント＞ 
ストリームトレイル商品、人気のリュックタイプ・ト
ートタイプを始め、軽量キャリーバッグも手に取り
生地質、サイズ感を確認していただきました︕ 
限定生産のロングフィンケース（1m）も展
示。オリジナルクーラーボックスは軽量・保冷抜
群の作りで好評でした︕︕ 

 

＜展示商品＞ 
ストリームトレイル 
(マルシェ、クラム、マッスル、シェル、SAKOSH、
RAINBOW TOTE、AnemoneⅡなど) 

＜スタッフからのコメント＞ 
ストリームトレイルは、メッセンジャータイプや小
型のポーチ類も人気の定番商品です︕ 
皆様、手に取りサイズや質感を確認して頂きま
した。小物類も多数展示、可愛くオシャレで人
気商品です︕︕ 

 


