
サイクルモード実行委員会

出展検討のための特別説明会
2020年11月17日

※正式な出展者ハンドブックは
出展申込企業へ2月初旬にお送り致します。
本資料に掲載される内容に変更が
生じる場合がございますので、
予めご了承ください。

2020年11月17日（火）14：00～

お時間まで今しばらくお待ちください

BGMを流しています。ボリュームをご確認ください。
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概要説明会スケジュール

１．サイクルモード全体構想

２．サイクルモードTOKYO 開催概要

３．サイクルモードRIDE大阪 開催概要

４．新型コロナウイルス 感染予防対策

５．サイクルモードオンライン 概要



サイクルモード 2021 開催テーマ／全体構想について

日程：2021年2月中旬スタート
期間：約２週間
目的：新規ユーザー層の獲得

リアルイベントへの誘客
動員目標：１００，０００ユーザー

日程：2021年3月6～7日
来場ターゲット：
・関西圏自転車ファン
・潜在ユーザー層

動員目標：１５，０００人

日程：2021年4月3～4日
来場ターゲット：
・関東圏自転車ファン
・潜在ユーザー層
動員目標：２５，０００人

初の東京開催！



開 催 概 要

■前回2019年 入場者数 ■前回2019年 展示規模

【会 期】 2021年4月

【会 場】 東京ビッグサイト 青海展示棟A・Bホール

【入 場 料】 前売り 1,500円／当日 1,900円／2日券 2,500円／
女性券 1,200円／中学生以下無料
※別途キャンペーン割引あり

【主 催】 サイクルモード実行委員会（テレビ大阪/テレビ大阪エクスプロ）
【会 場 規 模】 23,240㎡ + 屋外試乗コース
【出展見込者数】 200社・団体
【目標来場者数】 25,000人

3日（土)   10：00～18：00
4日（日） 10：00～17：00



主要スケジュール

■主要スケジュール



会場アクセスについて



会場アクセスについて



会 場 仕 様



ご 出 展 料 金



１～２小間
Aタイプ:295,000円×小間数
Bタイプ:334,800円×小間数

ご出展料金について

4小間
Aタイプ：940,000円
Bタイプ：1,099,200円

8小間以上
230,000円×小間数

試乗ピット
小間単価×1/2

6小間
1,410,000円

■一般ブース／e-BIKE EXPO／シックスホイールスタイル／ジテンシャ×旅フェア

■ジテンシャ×旅フェア専用プラン

インフォメーション
ブース
130,000円

１小間：３ｍ×３ｍ＝９㎡
２小間：３ｍ×６ｍ＝１８㎡

６ｍ×６ｍ＝３６㎡ ６ｍ×９ｍ＝５４㎡ ９㎡×小間数＝面積

バイシクルライフ
紹介コーナー
３0,000円

２ｍ×２ｍ＝４㎡１ピット：３ｍ×１．５ｍ＝４．５㎡

※金額はすべて税別表示



出展案内パンフ裏面、または出展者専用サイト内でご確認いただけます。

出 展 規 定

展示会開催概要の変更または開催中止について



助成金の活用について



出展に関する助成金について

https://www.mirasapo.jp/

各自治体や、商工会議所が行っている助成金、補助金で検索、または、
中小企業庁が運営する、企業支援のポータルサイト「ミラサポ」ご参照ください。



出展に関する助成金について

https://www.mirasapo.jp/

各自治体や、商工会議所が行っている助成金、補助金で検索、または、
中小企業庁が運営する、企業支援のポータルサイト「ミラサポ」ご参照ください。

東京都の事例

2020年度 販路拡大助成事業～展示会への出展等、販路拡大に関する助成～

東 京 都 助 成 ⾦ の ⼀例



会場内企画／コンテンツ紹介



コンテンツ概要

ジテンシャ×
旅フェア

スポーツ
e-BIKE EXPO

シックスホイール
スタイル

キッズエリア 試乗前
レッスンコーナー

アスリート
ワークショップ

オフロード
バイクエリア

アウトドアMIX
エリア

一
般
ユ
ー
ザ
ー
層

専門フェア

NEWトレンド発信

エントリー層向け

ピュアレーサー向け

一般ユーザー層の拡大を目指すコンテンツを展開

通勤・通学
チャレンジゾーン



通勤・通学チャレンジゾーン バイク企画展示エリア

スポーツe-BIKEエリアとの隣接

選び方／ルール・マナー／保険etc.



SPORTS
e-BIKE EXPO

オフロード試乗コースの拡充

世界のスポーツe-BIKEシーンの紹介

新たな
ユーザー層
開拓

活用シーン
提案

遊びの
フィールド
提案



OFF-ROAD BIKE
エリア

オフロードバイク専用コースの設置
リズムラダー スロープ

アウトドア
人口の増加

都会派・
自然派
ハイブリッ
ドな遊び方

新規
ユーザー
獲得

新たな遊びフィールドとして
注目されるオフロードジャンル



OFF-ROAD BIKEエリア
“ご出展プラン”

■各ブースの基本設備 ※出展料金に全て含まれます
スペース：6ｍ×6ｍ＝36平方メートル
付属備品：１．ブース壁面 ２．看板（ブランド掲示）

３．照明 LED４灯 ４．受付台

1社あたりのスペース

当エリア 特別出展料⾦ 980,000円(税別）

セット料⾦︓サイクルモード通常ブースへ併せてお申込みいただいた場合、
通常ブースの出展料⾦が25%割引となります



サイクル
ツーリズム

⾛⾏空間
の
整備

安全への
配慮

利⽤者の裾野
拡⼤

サイクル
スポーツ
振興

健康増進

自転車活用推進法が施行され機運が高まる今、
新たな客層に地域の魅力をPRするチャンス



サイクルツーリズムによる地域活性を狙う自治体・観光団体と
サイクリストを繋ぐマッチングゾーン

＜来場ターゲット＞
スポーツ自転車を活用して日本各地・世界各国を
旅することに興味を持つ、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。

＜出展ターゲット＞
スポーツ自転車を中心としたサイクルツーリズム・
大会などを通して地域振興を目指す自治体・観光
団体、大会主催者、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。鉄道事業者、
航空会社など。



より“強く” “より速く”なりたい！
アスリート志向のサイクリストへ

受講者
300名以上！

前年主なプログラム

アスリートワークショップ

「春までに強くなる！ペダリング劇的改善!! 
レースで勝つための実戦パワートレーニング」

中田尚志 / Peaks Coaching GroupｰJapan

「PBP挑戦の軌跡。“速く・遠く・そして継続する
”進化を実現！超ロングライド三船塾」
三船雅彦 / マッサエンタープライズ

「宇都宮ブリッツェン直伝！数値の先にある
“勝ち勘”を鍛える実戦トレーニング」
廣瀬 佳正 / 元宇都宮ブリッツェンゼネラルマネージャー

「俺の年齢は俺が決める！50歳はまだまだ伸び盛り！
こうすれば着実に強くなる特別講座」

山崎敏正 / シルベストサイクル統括店長

「ペダリング向上！冬シーズンで一気に
パフォーマンスアップするウエイトトレーニング講座」
旭大和 / hood training



2021年3月6日(土) ～ 7日(日)
大阪 万博記念公園 東の広場+お祭広場



大阪 万博記念公園 東の広場+お祭広場
2021年3月6日(土) ～ 7日(日)



サイクルモードライド大阪開催概要／スケジュール

2020年
12月22日（火）

2021年1月下旬 2021年
3月5日（金）

2021年
3月7日（日）

3月6日(土) ～ 7日(日)

■サイクルモード展示規模（2019年実績）

大阪 万博記念公園

展示会場使用面積 49,300㎡ + エキスポ'70パビリオン

出展者数 118社・団体

出展小間数（飲食出展は含まず） 202小間

出展ブランド数 198

出品自転車数（フレームのみを含む） 723

（うち試乗車数） 534

■サイクルモード入場者数（2019年実績）

3月2日（土）
晴れ

3月3日（日）
晴れ 小計

一般来場者 （大人） 8,685 4,883 13,568

一般来場者 （中学生以下） 326 245 571

販売店関係者 ※登録者のみ 181 102 283

報道関係者 6 3 9

小計 9,198 5,233 14,431

2018来場者数 8,530 9,024 17,554

■開催概要

名称：CYCLE MODE RIDE OSAKA 2021

会期：2021年3月6日(土)～7日(日)10:00～17:00

入場料：前売1,000円当日1,300円 (予定)
※中学生以下無料
※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(テレビ大阪/テレビ大阪エクスプロ)

後援： 自転車活用推進本部・経済産業省・国土交通省・大阪府・吹田市・
(一財)自転車産業振興協会・(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・大阪商工会議所・(公財)関西・大阪21世紀協会・
日本経済新聞社大阪本社・(一社)大阪府トライアスロン協会 (順不同・申請予定)



ご出展料金について

■通常ブース ■ジテンシャ×旅／バイシクルインフォメーションブース

※写真は３小間

1小間イメージ
（3.5ｍ×3.5ｍ）

※テントの目安サイズ3.0ｍ×3.0ｍ※スペースのみのお渡しとなります

1小間＝149,800円（税別）

1小間 3.5ｍ×3.5ｍ＝12.25㎡
スペースのみのお渡し
テントレンタル可能※有料

1小間＝99,500円（税別）

1小間 3ｍ×3ｍ＝9㎡
スペースのみのお渡し
テントレンタル可能※有料

＜出展対象＞
①スポーツ自転車を中心としたサイクルツーリズム、
大会などを通じて地域振興を目指す自治体・観光団体

②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

※複数出展は不可※スペースのみのお渡しとなります ※自転車、パーツ関連製品の展示は不可。



各種企画について

オフロードバイクコース おやこバイシクルエリア１
東の広場内にオフロードバイク専用特設コースを設置。
注目のe-MTBやグラベルロードなど、その乗り味を存分に
体感することが出来る専用ダートコースで、特性や魅力の
ＰＲに活用ください。

NEW

■コース詳細データ（予定）
コース面積
コース総面積： 370㎡
パンプトラック： 49㎡
養生部分： 74㎡

--------------------------------------------------------

２
サイクルモード会場外の無料ゾーンに、未来のサイクリス

トを育てる「子ども自転車乗り方講座」に加えて、ファミリ
ー世帯の必須アイテム「子ども乗せ自転車」の体験コーナー
を開設。カスタマイズの方法や、チャイルドシート体験に、
安全運転啓発コーナーも展開予定。
公園来園者全員にＰＲが可能です。※お祭り広場にて開催

NEW

子ども乗せ体験
コーナー

ウィーラー
スクール

キッズ
パンプトラック



各種企画／同時開催イベントについて

ジテンシャ旅の提案「 BIKE TRIP MEETING 」
や「通勤・通学スタイル提案」など、
万博記念公園 だからこそ出来る、今こそ訴求するべき
テーマに適した特別企画のご相談も承ります。

26回目の開催を迎える人気アウトドアイベント。最新のアウトドアグッズや、
キャンピングカーなどアウトドアブランドが出展。スポーツ自転車の潜在
ユーザーでもあるアクティブな層の来場促進を目指します。

サイクリスト御用達の飲食店や、テレビ大阪主催の「YATAIフェス！」、某ロハス
イベントグルメアワード受賞のグルメが集結するグルメイベント。
ファミリーやエントリー層の来場促進を期待できます。



ライド大阪 全 体 配 置



全体配置について

2.0km

おやこバイシクル
エリア

・子供乗せ自転車体験コーナー
・ウィーラースクール
・キッズパンプトラック

メイン会場
・自転車旅フェア
・オフロードバイクコース



新型コロナウイルス
感染予防対策について



コロナ対策

■サイクルモード会場内における独自対策（検討中）

ヘルメット
持参者への
入場料割引
キャンペーン

ビニール
キャップの
配布

ゴム手袋の
配布



新型コロナウィルスの感染拡大により開催中止となった前回のサイクルモードイ
ンターナショナル／サイクルモードＲＩＤＥ大阪。
コロナ禍で、自転車業界関係者をはじめ、観光業界においても情報発信の場が
無くなる等などビジネスマッチングの機会を失っています。
この度、オンライン展示会により、オンラインならではの自転車関連企業の集結
を図り、開催地の垣根のない来場動員、動画配信や資料提供などで幅広いＰＲ
機会を提供します。そして、それがリアル展示会への来場動員へ繋がるよう
プランニングしてまいります。
ぜひご活用ください。



■実装する主な機能

■ 開 催 概 要

【 会 期 】 2021年2月

【 入 場 料 】 無料
【 来 場 対 象 】 一般ユーザー層
【 出 展 対 象 】 自転車関連企業、サービス事業者、自治体、観光団体
【 運 営 】 サイクルモード事務局

10日（水)    10：00～
21日（日） ～23：59

■ 主なスケジュール
2020年12月初旬 出展エントリー開始
2021年1月中旬 出展募集締め切り

オンライン展へ掲出情報の登録開始
1月末日 情報登録締め切り
2月10日 オンライン展 開始

■オンライン展ページ（サンプル）



ご出展料金

TOKYO ご出展企業 RIDE大阪 ご出展企業 TOKYO＋RIDE大阪共に
ご出展いただく企業

オプション料金

オンラインご出展料⾦

30,000円(税別）

オンラインご出展料⾦

80,000円(税別）

オンラインご出展料⾦

無 料

トップページ【大】バナー
120,000円

映像データ配信
50,000円／点

追加 資料ダウンロード
30,000円／点

内容︓トップページ中段に貴社のオンライン展
ページへのリンクバナーを掲出します。

サイズ︓後⽇ご案内致します
募集数︓10社限定

内容︓貴社ページに映像データウィンドウを設置
⼊稿⽅法︓後⽇ご案内致します
時間︓20分程度

内容︓貴社ページにダウンロードリンクを設置
⼊稿⽅法︓後⽇ご案内致します
時間︓20分程度

オンライン展

通常ご出展料⾦

120,000円 (税別）

□基本メニュー
１．企業／製品PR テキスト
２．出展ジャンル選択
３．画像(jpg）5 点まで
４．ダウンロード資料の公開（PDF：3 点）
５．動画データ（1 点） 閲覧者メールアドレスの

取得が可能
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質 疑 応 答
質問事項をQ&Aに入力をお願いします。

お時間が許す限り回答いたしますが、後日回答をさせていただく場合もあります。
その場合、匿名でのご質問は回答ができない場合があります。ご了承ください。
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ご清聴ありがとうございました
これにて、出展概要説明会を終了といたします。本日はご参加いただきありがとうございました。

この後30分ほど、こちらのzoomを開けておきますので、
ご質問がある場合は、Q&Aへご入力ください。

本日の動画ならびに発表資料は、後日公式サイトよりダウンロード可能にいたします。

皆様のご出展をスタッフ一同、お待ちしております。

出展申込み締切日

2020年12月22日（火）
■お申込みサイト：

https://www.cyclemode.net/

お問い合わせ

サイクルモード事務局 担当：巽・湯浅・辰野・橘・寺嶋
〒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



サイクルモード事務局 担当：巽・湯浅・辰野・橘・寺嶋
〒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

■お申込みサイト： https://www.cyclemode.net/

出展申込み締切日

2021年4月3日（土）～4日（日）
会場：東京ビッグサイト 青海展示棟

2020年12月22日（火）

2021年3月6日（土）～7日（日）
会場：大阪 万博記念公園

お申込み締切日

2020年2月中旬～約２週間




