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はじめに

出展者、来場者の皆様から多くの反響をいただいた“ハン
ドメイドバイク”を展示・紹介する「ハンドメイドバイシクルコレ
クション」を本年も実施する運びとなりました。

ハンドメイドバイクは持ち主の体格や、利用目的、素材や形
状、好みの色などを自由に選択出来る「オンリーワン」の自
転車です。ビルダーとサイクリストが作り上げるその自転車
はもはや「作品」の領域に達しており、多くの自転車ファン
が「憧れ」を抱いています。

近年、フレームビルダーの世界は、長年にわたり培った技術
や知識を表現するベテランに加えて、新進気鋭の若手フ
レームビルダーも登場し、盛り上がりを見せています。

当ゾーンでは、熟練のビルダーから若手ビルダーの“作品”
を展示・紹介することで、量産車にはないその“魅力”や“こ
だわり”を伝え、ハンドメイド界の隆盛の一助を担いたいと考
えています。

皆様におかれましては主旨ご理解のうえ、出展をご検討い
ただきますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

サイクルモード事務局



2017年開催概要+前回開催実績

【会 期】2017年11月3日（金・祝）11:00～18:00、 4日（土）10:00～18:00、 5日（日）10:00～17:00
【会 場】幕張メッセ 国際展示場
【入場料 (予定)】前売り 1,200円 当日 1,600円(WEB登録者は1,400円） ※中学生以下無料
【主 催】サイクルモード実行委員会（テレビ東京/テレビ大阪/テレビ大阪エクスプロ）
【後 援】経済産業省・国土交通省・千葉県・千葉市・(一財)自転車産業振興協会・(一財)日本自転車普及協会・

[予 定] (一社)自転車協会・(公財)日本自転車競技連盟・(公社)日本トライアスロン連合・
日本マウンテンバイク協会・日本経済新聞社

【 会 場 規 模 】約27,000㎡ + やすらぎのモール
【出展見込者数】200社・団体
【目標来場者数】30,000人

来場者数

来場者数推移

イベント規模

ユーザーの購買
行動への影響



ご出展について 【出展パターン① ミニブース】

■出展条件
フレームについては自社設計、自社製造に限ります。

■小間サイズ
幅2m×奥行1.5m×高さ2.7m

※自転車の展示は最大3台まで
（自転車のサイズによって主催者より台数制限させていただく場合もあります。）

■レイアウト
当コーナーの配置は、展示アイテムなどを勘案し、事務局にて決定いたします。

※レイアウト決定後の変更や出展取り消しはできませんので、予めご了承ください。

■付属品
・仕切りシステムパネル
・スポットライト
・突き出し看板
・ご出展者紹介パネル

■その他
・展示企画ブースのため、一般出展のレギュレーションとは異なります。
・ブースには説明員を常駐させてください。盗難防止のためにも必ずブース内での応対をお願いします。

ハンドメイドバイシクル コレクションブース出展料 （税抜）

1小間：68,000円 ※サイクルモード2017一般ブース出展者は48,000円

・展示車両は１社につき、最大3台までとさせていただきます。
・試乗車の貸し出しは不可です。



ご出展について 【出展パターン② 一般ブース】

■注意事項
※一般ブースでご出展の場合は別途レギュレーションがございます。

詳細はサイクルモード公式サイト（www.cyclemode.net）より 「出展のご案内」 をダウンロード
していただき、そちらをご参照ください。

※一般ブースのお申し込みはサイクルモード公式サイト（www.cyclemode.net）で受付いたします。
同封の出展申込書では一般ブースのお申し込みはできません。

一般ブースでのご出展も可能です。

■幕張メッセ



スケジュール

＜搬入搬出スケジュール（予定）＞
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販売店

優先入場

9：30～

出展者
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11/5
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11/2

（木）

出展者搬入

搬出車両乗り入れ　17：30～21：00

一般公開

一般公開

搬出作業出展者入館

8：00～

出展者入館

8：00～

搬入車両ホール内乗り入れ時間　8：00～19：00

7:00 15:0014:0013:0012:0011:00 16:0010:008:00 24:0023:0022:009:00

残業申請により24時間作業可

19:00 21:0020:0018:0017:00

出展者退館
20：00

出展者退館
19：00

作業終了/出展者退館
21：00

10：00 搬入車両用ゲート（南1ｹﾞｰﾄ）オープン

販売店優先入場
9:30～

11/5 8：00 Lブロック搬出車両待機所オープン ※整理券番号発行/搬出車両用ゲート（南1ｹﾞｰﾄ）オープン

レセプションパーティー
18：30～19：30（予定）

開会式
9：30～10：00（予定）
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会場アクセス

		

				●東京新都心から トウキョウシントシン

				東京 トウキョウ																海浜幕張 カイヒンマクハリ

				八丁堀 ハッチョウボリ

				（東京メトロ日比谷線連絡駅） トウキョウヒビヤセンレンラクエキ

				新木場 シンキバ

				（東京メトロ有楽町連絡線） トウキョウユウラクチョウレンラクセン

				●横浜方面から ヨコハマホウメン

				横浜 ヨコハマ				東京 トウキョウ

						【JR東海道本線】 トウカイドウホンセン

				横浜 ヨコハマ				東京 トウキョウ				船橋 フナバシ				幕張本郷 マクハリホンゴウ

						【JR横須賀本線】 ヨコスカホンセン				【JR総武線快速】 ソウブセンカイソク				【JR総武線】 ソウブセン				【京成バス】 ケイセイ						弱虫ペダル STARLIGHT CROSS ヨワムシ

				横浜 ヨコハマ																		【徒歩】 トホ		幕張海浜公園　Gブロック特設会場 マクハリカイヒンコウエントクセツカイジョウ

				●羽田空港から ハネダクウコウ

				羽田空港第2ビル ハネダクウコウダイ				羽田空港第1ビル ハネダクウコウダイ				天王洲アイル テンノウズ				新木場 シンキバ								サイクルモード2016

						【東京モノレール】 トウキョウ				【東京モノレール】 トウキョウ				【りんかい線】 セン				【JR京葉線】 ケイヨウセン				【徒歩】 トホ		幕張メッセ マクハリ

				羽田空港 ハネダクウコウ				天空橋 テンクウバシ

						【京急】 ケイキュウ				【東京モノレール】 トウキョウ

				羽田空港 ハネダクウコウ																				JBCF幕張新都心クリテリウム マクハリシントシン

																						【徒歩】 トホ		幕張メッセ前/東京ガス周囲 マクハリマエトウキョウシュウイ

				●成田空港から ナリタクウコウ

				成田空港 ナリタクウコウ				空港第2ビル クウコウダイ				京成津田沼 ケイセイツダヌマ				京成本郷幕張 ケイセイホンゴウマクハリ

						【京成本線特急】 ケイセイホンセントッキュウ				【京成本線特急】 ケイセイホンセントッキュウ				【京成千葉線】 ケイセイチバセン				【京成バス】 ケイセイ

				成田空港 ナリタクウコウ

				●千葉駅から チバエキ

				千葉 チバ				千葉みなと チバ

						【千葉都市モノレール】 チバトシ

				千葉 チバ				蘇我 ソガ

						【JR外房線】 ソトフサセン

				●埼玉方面から サイタマホウメン

				南浦和 ミナミウラワ				南船橋 ミナミフナバシ

						【JR武蔵野線】 ムサシノセン

				南浦和 ミナミウラワ				市川塩浜 イチカワシオハマ

						【JR武蔵野線】 ムサシノセン

				南浦和 ミナミウラワ

				※上記時間は乗車時間の目安であり、乗換に必要な時間は含まれておりません ジョウキジカンジョウシャジカンメヤスノリカエヒツヨウジカンフク
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【徒歩約7分】

【高速バスで約40分】

【高速バスで約70分】（YCATより）（特定期間のみ）

15分

【高速バスで約30分】

【徒歩約5分】
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				11/2
（木） モク								出展者搬入 シュッテンシャハンニュウ																																												残業申請により24時間作業可

												搬入車両ホール内乗り入れ時間　8：00～19：00

				11/3
（金・祝） キンシュク								出展者
入館
8：00～ シュッテンシャニュウカン						販売店
優先入場
9：30～						一般公開

				11/4
（土） ド								出展者入館
8：00～ シュッテンシャニュウカン								一般公開 イッパンコウカイ

				11/5
（日） ニチ								出展者入館
8：00～ シュッテンシャニュウカン								一般公開 イッパンコウカイ																												搬出作業 ハンシュツサギョウ

																																																		搬出車両乗り入れ　17：30～21：00 ハンシュツシャリョウノイ
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9:30～
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レセプションパーティー
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開会式
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連絡先

		担当業務 タントウギョウム		社名 シャメイ		住所・担当者 ジュウショタントウシャ		連絡先 レンラクサキ

		サイクルモード
事務局 ジムキョク		テレビ大阪エクスプロ　　　　　　　　　　 オオサカ		〒540-0008
大阪市中央区大手前1-2-15
担当：岸本、巽、辰野、城市 スブルタツノシ		TEL:06-6947-0284
FAX:06-6944-9912
mail:cycle@cyclemode.net

		装飾 ソウショク		（株）フジヤ カブ		〒540-0031
大阪市中央区北浜東4-33
北浜 NEXU BUILD 29F
担当：高野、稲木、早川 オオサカシチュウオウクキタハマヒガシキタハマタントウタカノイナキハヤカワ		TEL：06-6947-3203
FAX：06-6947-3212
mail：event@fujiya-net.co.jp

		電気工事 デンキコウジ		飯田電機工業（株） イイダデンキコウギョウカブ		〒550-0011
大阪市西区阿波座1-9-9
阿波座パークビル
担当：藤田・小山内 オオサカシニシクアワザアワザタントウフジタオサナイ		TEL 06-6543-2880
FAX 06-6543-2884
mail:
cyclemode2016@iidae.co.jp

		給排水工事 キュウハイスイコウジ		（有）総設 ユウソウセツ		〒151-0063
東京都渋谷区富ヶ谷1-18-3
サンライズ富ヶ谷101
担当：佐藤 トウキョウトシブヤクトミガヤトミガヤサトウ		TEL:03-3481-7030
FAX:03-5452-2879
mail：
hokutokikaku1@quartz.ocn.ne.jp

		輸送・宅配 ユソウタクハイ		（株）シクロエクスプレス カブ		〒107-0062
東京都港区南青山7-14-5　　　　　　　　　　　　　　　いし山ビル3階
担当：高橋 トウキョウミナミアオヤマヤマカイタカハシ		TEL：03-6427-7598
FAX：03-6745-9496
mail：
takahashi@cycloexpress.co.jp

		宿泊 シュクハク		近畿日本ツーリスト（株）
関西ｲﾍﾞﾝﾄｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ支店 キンキニホンカブカンサイシテン		〒556-0017
大阪市浪速区湊町1丁目4-38
近鉄新難波ビル6Ｆ
担当：ｻｲｸﾙﾓｰﾄﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ2016係 タントウカカ		TEL：06-6635-2627
FAX：06-6641-0072
mail:eckansai10@or.knt.co.jp

		会場 カイジョウ		幕張メッセ マクハリ		〒261-0023
千葉市美浜区中瀬2-1 チバシミハマクナカセ		TEL：043-296-0001(代) ダイ





屋外フィールド

		



スターライトクロス会場⇔メッセ

エンデューロ会場⇔メッセ



Sheet3

		出展小間数		小間形状・レイアウト				出展小間料に含まれるもの

		1～2小間		3m×3m /1小間 
※他社と隣接 
※内寸：2.95m×2.95m/1小間		Aタイプ		・仕切りシステムパネル（白） 
※小間には事務局にて高さ2.7ｍの仕切りパネルを隣接する面に設置します。 
・突き出し看板

						Bタイプ		・仕切りシステムパネル
・パラペット+社名板
・カーペット（色の選択可）
・LEDスポットライト60W1灯×小間数
・100V2口コンセント（300W迄）×1個
※上記に関わる電気幹線工事費および電気使用料金を含む。
※上記以外の電気設備は別途申込みが必要となり、それにかかる費用は出展者の負担となります。  コマスウ

		4小間		6m×6m 
※他社と隣接		Aタイプ		・仕切りシステムパネル（白） 
※小間には事務局にて高さ2.7ｍの仕切りパネルを隣接する面に設置します。 
・突き出し看板

						Bタイプ		・仕切りシステムパネル
・パラペット+社名板
・カーペット（色の選択可）
・LEDスポットライト60W4灯
・100V2口コンセント（300W迄）×1個
※上記に関わる電気幹線工事費および電気使用料金を含む。
※上記以外の電気設備は別途申込みが必要となり、それにかかる費用は出展者の負担となります。

		6小間		6m×9m (単独)				スペースのみ 
展示会場の状況により、変形した小間を設置する場合があります。
小間は単独で隣接する小間はありません。

		8小間以上		面積計算(9㎡×小間数)

				※単独

		Booths		Booth Type/ Layout				Items Included Within Exhibition Fee

		1～2 Booths		3m×3m (9㎡)/1 Booth
※Adjacent to other exhibitors
※Internal Dimensions：2.95m×2.95m/1 Booth		Ａtype		System walls (white)
Company name sign

						Btype		System walls (white)
Company name sign
Carpet (9㎡)- Various colors available
LED spotlight 600W x1
100V power/ two sockets (up to 300W) x1
*Construction fee and utility fee for above electricity included

		4小間		6m×6m 
※Adjacent to other exhibitors		Ａtype		System walls (white)
Company name sign

						Btype		System walls (white)
Company name sign
Carpet (9㎡)- Various colors available
LED spotlight 600W x1
100V power/ two sockets (up to 300W) x1
*Construction fee and utility fee for above electricity included

		6小間		6m×9m (Single)				Space Only
Depending on the situation of the exhibiting site, there is a possibility that your booth will be shaped differently. These booths are independent and will have no adjacent exhibitor.

		8小間以上		Area (9㎡×number of booths)
※Individual

				(Single)





Sheet1

		

						7:00				8:00				9:00				10:00				11:00				12:00				13:00				14:00				15:00				16:00				17:00				18:00				19:00				20:00				21:00				22:00

				4th
Nov 
（Wed）												organizer set-up												exhibitor set-up																												24h set-up will be available by submitting an application

				5th NOV
（Thu）								exhibitor set-up																																												24h set-up will be available by submitting an application

				6th NOV
（Fri）								booth set-up and cleaning												EXHIBIT HOURS

				7th NOV
（Sat）								entry for exhibitors
8:00～								EXHIBIT HOURS

				8h NOV
（Sun）								entry for exhibitors
8:00～								EXHIBIT HOURS																												booth removal



dealer parties admission
9:30～

dealer parties admission
9:30～



Sheet2

		給水管径 キュウスイカン		(        )mm						(        )mm

				PRICE LIST

		Size of Water Supply Pipe		13mm		20mm		25mm

		Plumbing Construction Fee 
(Tax not included, maintenance fee included)		JPY 64,000		JPY 69,000		JPY 84,000

		*JPY8,640 / Kw. Single-Phase 100V and Triple-Phase 200v are the same charge basis.

		*Electrical Power Rate(JPY1,300 per 1Kw,incl.TAX) will be charged during the ehibition.

		*Your electricity fee will be invoiced to you from the electrical company in charge at the exhibition.

		Please submit your payment accordingly.

		Payment can be made in Japanese yen or credit card(AMEX, VISA, JCB only)

		Size of Water Supply Pipe		(        )mm

		Size of Drainage Pipe		(        )mm











前回(2016年)出展企業・開催風景

昨年出展企業

■(有)M.マキノサイクルファクトリー ■(株)マツダ自転車工場

■ACTION SPORTS

ACTION SPORTS

■アトリエ・キノピオ
■EQUILIBRIUM CYCLE WORKS

■（有）今野製作所 ■macchi cycles ■Life Bike



お問合せ

サイクルモード事務局

www.cyclemode.net
出展案内ページ公開中

◆公式ホームページ

何卒、ご出展のご検討を賜わりますよう、宜しくお願い申し上げます。

サイクルモード事務局 担当：巽・辰野・太田
〒540-0008 大阪市中央区大手前1-2-15

テレビ大阪エクスプロ内
TEL:06-6947-0284  FAX:06-6944-9912

E-mail   cycle@cyclemode.net

お問い合わせ



サイクルモード事務局　行

□

□

※広告物等への掲載のため、貴社ロゴデータを下記アドレスまでお送りください。
　　JPEG（2MG以内）またはAdobe illustrator形式（CS3以下）でお送りください。

事務局記入欄

申込期限　8月4日（金）

英文 出品ブランド名

ホームページアドレス

出展料

社名・店舗名

PRコメント
（100字程度）

一般問い合わせ先

所 在 地

役　 職 ㊞　　

ハンドメイドバイシクル　コレクション　申込書

フリガナ

　TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

〒

この用紙の送付先…ＦＡＸ：06-6944-9912／e-mail： cycle@cyclemode.net

　本企画書の内容を了承し下記の通り申し込みます。

備考 受付日

担当者e-mail

受領者名

※下記情報は一般公開用です。サイクルモード公式サイト等に掲載します。（予定）

ハンドメイドゾーンのみ出展　68,000円（税抜）

サイクルモード一般ブース+ハンドメイドゾーンへ出展　48,000円（税抜）

※出展に関するお知らせを送信します。必ずご記入ください。

出品ブランド名

フ リ ガ ナ

担当者氏名
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