
日本最大のスポーツ自転車フェスティバル

www.cyclemode.net　主催：サイクルモード実行委員会 幕張メッセ

出展のご案内 サイクルモード事務局　担当：七堂、巽、辰野、橘
〒540-0008　大阪市中央区大手前 1-2-15　（株）テレビ大阪エクスプロ内
TEL：06-6947-0284　FAX：06-6944-9912　E-mail: cycle@cyclemode.net

問合せ

国内外の魅力的な自転車大会の

情報を発信！

自然が生み出し
た地形が

観光の目玉にな
る！

サイクルツーリズムの未来を提言するシンポジウムを開催！

●大好評！　サイクルツーリズム　シンポジウムを今年も開催！●メインステージを利用した　プレゼンテーションタイムあり●出展決定団体をサイクルモード　公式Webサイトにて紹介！

2018年は
ここがポイント！

自転車×絶
景×グルメ

サイクルツ
ーリズムで

誘客！
海外の自転車事情の
最新事例にも出会える

毎年約3万人が来場する日本最大のスポーツ自転車フェス



普通の旅行では味わえない魅力が詰まった”自転車旅”。
その情報を求めて、多くのサイクリストが来場しています！
サイクルモード来場者の「自転車で走って楽しい場所を知りたい」
という声から生まれた「ジテンシャ×旅フェア」。開催初年度から
好評を博し、多くの来場者が足を運ぶ人気ゾーンとなりました。当
ゾーンは、「絶景のなかを走りたい」「あの大会に出てみたい」といっ

日本最大のスポーツ自転車フェスティバルで
地域の魅力をPRするチャンスです !!

■開催概要

■前回（2017年）アンケート結果より ※有効回答数 3,614 件

著名人等が登壇する「メインステージ」
を抑え、「ジテンシャ×旅フェア」が 1位
といちばんの人気を獲得。サイクリスト
が求める「走れる場所」「得られる体験」
の情報が満載の旅フェアゾーンは、常に
来場者でにぎわっています。

来場者属性

主催者ゾーンで良かったと思う企画

 社会人が約8割！

   
  名　　　　称   CYCLE  MODE  international 2018 
  会　　　　場   幕張メッセ　国際展示場 9～ 11 ホール　※本年度から開催ホールを変更いたします。 
  会　　　　期   2018 年 11月9日（金）、10日（土）、11日（日） 
  入　  場　  料   前売り1,200 円　WEB当日1,400 円　当日1,600 円　※中学生以下・チームキープレフト会員 無料 
  主　　　　催   サイクルモード実行委員会 
    経済産業省・国土交通省・自転車活用推進本部・千葉県・千葉市・( 一財 )自転車産業振興協会 
  後　  援（予定）   ( 一財 )日本自転車普及協会・ ( 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 18,000㎡ + 試乗コース + 幕張海浜公園 
  出展見込者数   200社・団体 
  目標来場者数   30,000 人 

た次なるステップを踏み出そうとしているサイクリストと、魅力的な
サイクリングコースや大会、観光地を保有する自治体・観光団体と
のマッチングの場です。サイクルツーリズムによる国内外からの誘
客をお考えのみなさまのご出展をお待ちしております。

ファミリー世代が半数以上！

アクティブな余暇にお金を掛けられる方やファミリーなど、
自転車を活用したツーリズムを訴求するのに最適な層が多く来場

ジテンシャ×旅フェア
メインステージ

ハンドメイドバイシクルコレクション
コンセプトバイクエリア

e-BIKE EXPO
スポーツサイクルはじめて講座
ヴィンテージバイクエリア
アスリートワークショップ
シックスホイールスタイル

チームキープレフト
キッズエリア

SBMチエレンジ講座
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 ※複数回答あり

旅フェアはいちばん人気！

・旅フェアを目当てに来場したという方もおり、年々認知度が上がってきている印象。
・3日間で 2,000人以上の方がブースに来訪。ブース内イベントにも 850人以上の参加者があり、手応えを感じた。
・お客様のニーズを知ることができ、また他の出展者と情報交換が可能なため有意義な場となった。

出展者アンケートより自由意見抜粋

出展者のリピーター率は高い！

性別

男性72.3％

女性
16.4％

未回答
11.3％

会社員・公務員75.5％

職業
自営業・経営者 6.8％

パート・アルバイト4.9％

小学生以下 0.1％

大学生 4.9％
高校生 2.0％

未回答 2.7％

年金生活者・定年退職者1.1％
家事従事者（主婦）1.8％

その他 0.9％
中学生 0.2％

年齢

15歳未満 0.2％ 15～20歳未満 3.2％
20～25歳未満 6.5％

25～30歳未満
10.0％

30～
35歳未満
13.6％45～

50歳未満
13.0％

50～55歳未満
9.9％

55～60歳未満
3.8％

60歳以上 2.8％
未回答
10.2％

35～
40歳未満
11.2％

40～
45歳未満
15.6％



■2018年実施予定企画

お客様へのチラシや名産品・特産品の配布など、
様々な形態での PRが可能です。

旅フェア ブース

オペレーションスタッフによるお客様へのチラ
シ配布など、直接のPRが可能なブースです。

バイシクルインフォメーション ブース

出展小間数 １～２小間 ４小間 6小間 8小間以上
出展形状・
レイアウト 1小間＝ 3m× 3m（9㎡）／ 2小間＝ 3m× 6m（18㎡） 6m× 6m（36㎡）※他社と隣接 6m× 9m 面積計算（9㎡×小間数）

※単独

1小間単価
 （税抜）

Aタイプ Bタイプ Aタイプ Bタイプ
¥1,320,000 ￥215,000（×小間数）

￥275,000（9㎡）（×小間数） ￥314,800（9㎡）（×小間数） ¥880,000 ¥1,039,200

小間料に
含まれるもの

仕切りシステムパネル
（白）/突出し看板

仕切りシステムパネル（白）/
パラペット+社名板 /カーペット（9㎡）
色の選択可 /LEDスポットライト60W1灯
/100V2口コンセント（300W迄）×1個
※ 2小間の場合、カーペット（18㎡）、
LEDスポットライト2灯が付属します。

仕切り
システム
パネル（白）
 / 突出し看板

仕切りシステムパネル（白）/
パラペット+社名板 /カーペット
（36㎡）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

スペース
のみ スペースのみ

小間サイズ ２ｍ×２ｍ 
1小間単価 （税抜） ¥110,000

小間料に
含まれるもの

仕切りシステムパネル（白）／パンチ
カーペット・テーブル1本（1,800mm
× 450mm）／パイプイス2脚

※ Bタイプは、電気幹線工事費および電気使用料金を含む

昨年に続き、「サイクルツーリズムの今と
これから」をテーマにしたシンポジウムを
開催。スポーツ自転車による観光誘致を実
践する各自治
体・観光団体
の最新事例を
元に、地域活
性化の未来を
話し合います。

大好評！ サイクルツーリズム
シンポジウムを今年も開催！1

サイクルモード会場内のメインステージで
貴団体のプレゼンテーションタイムをご用意
（所要時間約 5 分）。おすすめルートや観
光スポット、
また主催する
ライドイベン
ト等の魅力を
PR することが
可能です。

メインステージを利用した
プレゼンテーションタイムあり2

通常の旅フェア出展団体紹介ページだけで
なく、多くの人が閲覧するサイクルモード公
式Web サイトの総合トップページにて、貴
団体のサイク
ルツーリズム
情報を紹介。
さらなる周知
を図ります。

出展決定団体をサイクルモード
公式Webサイトにて紹介3

■ブース料金詳細

チラシ置きおよびポスター提示のみ可能
なブースです。オペレーションスタッフに
よるお客様への直接の PRはできません。

バイシクルライフ紹介コーナー

1スペース単価（税抜） ¥30,000

1スペースに
含まれるもの

ポスター掲示
／チラシ設置

■バイシクルインフォメーションブース ■バイシクルライフ紹介コーナー

■一般ブース（イメージ）

■出展対象
スポーツ自転車を中心としたサイクルツーリズムや大会を通じて
地域振興を目指す自治体・観光団体、大会主催者、さらに国内・
海外ツーリングツアーの募集を行っている旅行代理店など

■来場者
日本各地・世界各国を自転車で旅する事に興味を持つ、アクティ
ブな休日を楽しむスポーツ愛好者層。また、グループツアーに
興味を持つサイクルショップオーナーなど

■スケジュール

【出展申込み締切】2018年7月13日（金）
【申込み方法】　    右記サイトよりお申し込みください。 http://www.cyclemode.net/

出展検討のための
特別説明会

大阪：6月19日（火）
東京：6月21日（木）

出展申込締切日
2018年

7月13日（金）

レイアウト発表
2018年
9月初旬

展示会場
搬入・装飾
2018年

11月7日（水）
▶8日（木） 11月9日（金）▶11日（日）

搬出・撤去
11月11日（日）
17：00～21：00
即日撤去



公式サイト 
●公式ホームページ
　ページビュー数 ：約 160 万
●公式 SNS
　Facebook　いいね数 14,007 件
　twitter　フォロワー数 12,014 件
　（2018 年 3月26日時点）

『サイクルスポーツ』など、
自転車主要雑誌への広告出稿
●主要自転車専門誌 11月号・12月号
　その他、雑誌メディアにて多数展開

テレビ東京／テレビ大阪 CM／特集番組放映
放送内容：CM15秒告知　約100本

メディア戦略によるパブリシティ
テレビ＜ 5番組＞
　チバテレビ・NHK宇都宮・Abema TV・J SPORTS・テレビ愛知
新聞・雑誌紙媒体＜ 6媒体＞
　朝日新聞（東京・札幌）・静岡新聞・交通新聞・星条旗新聞・CYCLE SPORTS
WEB ＜ 236 媒体＞
　@DIME・yahoo! ニュース・テレ朝ニュース・日刊スポーツ・東洋経済オンライン

プロモーション展開（前回2017年実績）

■前回（2017年）会場の様子
自転車関連メーカー出展ブース メインステージ 試乗コース

しまなみ海道自転車道利用促進協議会

サイクリングアイランド沖縄

青森県サイクル・ツーリズム推進協議会

秋田県　大仙市　仙北市　美郷町

伊豆市自転車まちづくり協議会

茨城県

海の京都 TANTANロングライド2018

愛媛県自転車新文化推進協会

グローバルライドイベント

佐倉市立美術館

サンケイスポーツ

自転車活用推進本部

■前回（2017年）出展者

■前回（2017年）開催実績

11月3日（金・祝）晴 11月4日（土）晴 11月5日（日）晴 小計

一般来場者（大人）  9,983 6,783 8,449 25,215

一般来場者（中学生以下） 285 187 357 829

販売店関係者 680 243 182 1,105

報道関係者 104 69 85 258

合計 11,052 7,282 9,073 27,407

1．来場者数 2．来場者推移

2015

2016

2017

2018

1,322

1,426

1,105

28,082

27,169

27,407
17,554

17,991

TOKYO  OSAKA   CYCLE MODE
うち販売店関係者（幕張のみ）

5,0000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

自転車百哩走大王

信越自然郷（信越 9市町村広域観光連携会議）

千葉県サイクリング協会

東京諸島観光連盟

東武トップツアーズ

長野県北アルプス地域振興局

那須町・白河市・西郷村

パシフィックコンサルタンツ株式会社

東日本旅客鉄道株式会社　千葉支社

公益社団法人びわこビジターズビューロー

株式会社フェロートラベル

富良野美瑛広域観光推進協議会

北海道北広島市

益田市五輪キャンプ誘致推進室

三浦半島観光連絡協議会

ヤフー株式会社

山口県

山梨市観光協会

わかやまサイクリングフェスタ2018

ECO STAY & ECO RIDER エコライダー那覇店

Cycling OITA

ＪＫＡ

Singha Park Chiang Rai

16,832

サイクルモード2017 ポスター
（イメージ）

※掲載内容は 2018 年 5月時点の予定であり、
　変更する場合がありますので予めご了承ください。


