出展募集 のご案内
申込期間

2022/10/14fri -10/31mon

開催日

2023/3/24fri 25sat 26sun
会

場

東京ビッグサイト

西1・2・4ホール＆アトリウム
西屋上展示場

特別公開 ｜ 2023年3月24日（金）10：00〜13：00
一般公開 ｜ 2023年3月24日（金）13：00〜18：00 ｜ 25日（土）10：00〜18：00 ｜ 26日（日）10：00〜1７：00
■ 前 売 券 ｜ 大人1,800円
■ 当日券 ｜ 大人2,200円
■
■

※価格は税込／高校生以下無料・障がい者の方は、本人と介護の方１名まで無料（障がい者手帳必要）
※東京ビッグサイトの規定に基づき、入場者の上限を設定する場合がございます。

東京モーターサイクルショー協会
全国オートバイ協同組合連合会／一般社団法人 全国軽自動車協会連合会／一般社団法人 全国二輪車用品連合会／一般社団法人 自動車公正取引協議会／
一般社団法人 東京都自動車整備振興会／一般財団法人 日本オートスポーツセンター／一般社団法人 日本自動車工業会／一般社団法人 日本自動車連盟／
一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会
一般社団法人 日本二輪車普及安全協会 出展予定 モーターサイクルおよびモーターサイクル関連企業他、一般企業
協 力
東京ビッグサイト 西1ホール
（約8,800m2）西2ホール
（約8,800m2）西4ホール
（約6,840m2）アトリウム
（約2,000m2）西屋上展示場（約3,000m2）
展示規模
主催

後援予定

ごあいさつ
平素より東京モーターサイクルショー協会の活動に、
ご理解ご協力賜り、
誠にありがとうございます。
3年ぶりの開催となりました第49回東京モーターサイクルショーは、皆様のお力添えをいただき、12万人を超える来場
者を迎えて大盛況のうちに終了することができました。
これもひとえに出展者ならびに関係者の皆様のご尽力の賜物と重ねて御礼申し上げます。
国内における二輪車市場は新型コロナウイルス感染拡大の影響下において、二輪車の“三密”を避けて移動できる有用
性や、
ワークライフバランスの充実に適した趣味という特性が認められつつあること等を背景に、原付第二種と小型二輪
の保有台数は足下で微増しており、保有、免許取得者とも回復の兆しがうかがえます。
本ショーはモーターサイクルが持つ楽しさや魅力、感動をお客様に伝える場として、
また、二輪車の利用環境の改善や
需要拡大に向けた取り組み、安全運転の啓発などを社会に向けて発信する場として業界の発展に寄与するとともに、
ご出
展者の皆様のビジネス拡大に繋げるイベントとして、
今後もより一層努力する所存です。
第50回においても、
若年層や女性層の取り込み強化が重要課題であり、
「＃バイクでつながる」をコンセプトに、
バイクを
通じて人、
モノ、
企業と多様に繋がる機会を創出し、
「見て、
体験して、
感動できる」
ショーを目指し、
現二輪ユーザーはもちろ
んのこと、
若者や新規免許取得者の取り込みなど次世代のお客様づくりへの取り組みも積極的に行ってまいります。
皆様の第50回東京モーターサイクルショーへの出展を心よりお待ち申し上げます。
東京モーターサイクルショー協会

会長

赤坂 正人

第49回東京モーターサイクルショー 開催実績

会場

東京ビッグサイト

西1・2・3・4ホール&アトリウム・西屋上展示場

入場者数 ： 123,439名 / 総出展者数 ： 153者

小間数 ： 948.7小間

2

展示車両 ： 560台

2

会場規模 ： 屋内
（西1ホール）
・約8,800m （西2ホール）
・約8,800m （西3ホール）
・約4,680m2
（西4ホール）
・約6,840m2 アトリウム・約2,000m2 屋外
（西屋上展示場）
・約6,000m2

出展企業一覧
車両関連
アイディア・プジョーモトシクル
株式会社 アライブプラス
井上ゴム工業株式会社
インディアンモーターサイクル
株式会社 エスター
F.B MONDIAL JAPAN
MV AGUSTA JAPAN
株式会社カワサキモータースジャパン
KTM JAPAN
原ちゃり電ちゃり
株式会社コハクジャパン
株式会社サクマエンジニアリング
有限会社ボスホスサイクルジャパン
GPXJAPAN 株式会社
有限会社 月木レーシング
XEAM/株式会社MSソリューションズ
株式会社 スズキ二輪
SPHERE LIGHT
トライアンフ モーターサイクルズ ジャパン
株式会社ドレミコレクション
株式会社バイク王＆カンパニー
ハーレーダビッドソン ジャパン株式会社
P-UP World
ビー・エム・ダブリュー株式会社
ヒョースンモーター・ジャパン
株式会社 プロト
株式会社ホンダモーターサイクルジャパン
モータリスト合同会社
MOTO CORSE
ヤマハ発動機販売 株式会社
株式会社ユニコーンジャパン
YOKOHAMA TOTSUKA CHANNEL

パーツ・アクセサリー関連
株式会社アールエスタイチ
アールケー・ジャパン株式会社＆エキセルリム株式会社
株式会社あおごち
株式会社アクティブ
株式会社 阿部商会
ウィック・ビジュアル・ビューロウ
株式会社ヴィプロス
ウインズジャパン
ACEWELL JAPAN 有限会社エービーシー
ACE CAFE Japan
株式会社エーゼット
NGKスパークプラグ
株式会社 江沼チヱン製作所
エビスニット株式会社
有限会社エム
ELF
FLAGSHIP
株式会社オーヴァーレーシングプロジェクツ
有限会社 大久保製作所
株式会社オージーケーカブト
岡田商事株式会社
有限会社 カラーズインターナショナル
株式会社カロッツェリアジャパン
株式会社ギガステーション
株式会社キジマ
株式会社クシタニ
株式会社グランツ
株式会社 ケイズ
コウワ二輪事業部KOOD
株式会社コーケン
株式会社コーヨーラド
株式会社ゴッドブリンク
株式会社コミネ
株式会社サイン・ハウス
株式会社 榮技研

ホームページに関して

有限会社ジェーアンブル
車検対応Jekill＆Hydeマフラー
シュアラスター株式会社
SHOEI
株式会社 城南ホールディングス
SHORAI JAPAN
Super-Bike DIG-IT
SCOYCO JAPAN
スズキ機工株式会社
住友ゴム工業株式会社
3D Beta Japan
セナ・ブルートゥース・ジャパン
一般社団法人全国二輪車用品連合会
大同工業株式会社 D.I.D
タカラ株式会社/ベスラ株式会社
タナックス
DOUBLE O GlassesGEAR
青島征和工業股份有限公司
TEITO.CO.,LTD
株式会社デイトナ
TIMSUN（ティムソン）
株式会社カスタムジャパン
TECTile
TERAMOTO CO.,LTD.
10FACTORY
株式会社 東単
株式会社 アライヘルメット
株式会社東洋硬化
ニューレイトン株式会社
株式会社BILO
株式会社ピーエムシー
株式会社ビーディーエス
株式会社P.E.O.
VICTORYKISS（ビクトリーキス）
hit-air（無限電光株式会社）
株式会社ブリヂストン
ポートダグラス

株式会社インパラ
株式会社 丸直
株式会社丸中洋行
株式会社ミツバサンコーワ
motoCUBIC（株式会社東亜製作所）
MOTOSALON
IXON JAPAN
MONIMOTO
株式会社 山城 CR-1
U-KANAYA
MADMAX
EURO SPORTS
株式会社ヨシムラジャパン
RIDEZ INC.
株式会社ラフアンドロードスポーツ
LIQUI MOLY GmbH/株式会社谷尾商会
株式会社リベルタ
株式会社LINKS
株式会社レイト商会
レンタル819
LEXIN（Lotus合同会社）
LOCK
株式会社ワークス
株式会社ワイズギア

出 版
株式会社クレタ
株式会社 三栄
実業之日本社
株式会社 造形社
BMW BIKES
モーターマガジン社
モンスターダイブ RIDE HI
株式会社八重洲出版
ヤングマシン（内外出版社）
ラブ・ジ・アース

https://motorcycleshow.org/

学

校

関東工業自動車大学校
埼玉自動車大学校
学校法人 小山学園 東京工科自動車大学校
ホンダ テクニカル カレッジ 関東

関連団体
ウエルカムライダーズおがの
AJ関東ブロック
一般社団法人自動車公正取引協議会
公益財団法人自動車リサイクル促進センター
全国オートバイ協同組合連合会
一般社団法人全国二輪車用品連合会
東京都自動車整備振興会 二輪自動車支部
一般社団法人 日本二輪車普及安全協会
筑波サーキット
（JASC）
一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会
特定非営利活動法人三宅島スポーツ振興会
公益社団法人自動車技術会
一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）
一般社団法人 日本ライダーズフォーラム
警視庁

MFJコーナー
MFJ Motorcycle Sport PRコーナー
MFJ レースマシン体験
ふれあいTRIAL体験コーナー
MOTO LADIES

協 力
BS11「MOTORISE」×56design

出展者に関して、
ホームページに出展者名の表記および
公式ホームページへのリンクを貼ります。

第50回東京モーターサイクルショー

〜出展募集のご案内〜

二輪業界から元 気を！
国内最大級のモーターサイクル関連の展示イベントとして、毎回
数多くのお客様にご来場いただいている
「東京モーターサイクル
ショー」。
ご来場いただいた幅広いお客様に対して、最新商品・サー
ビスの提案、
ブランド・ショップのPRだけではなく、新規顧客の獲
得、実質的な販売の場、
お客様からの最新情報収集などにご活用
いただいております。
第50回は、
ウィズコロナ時代に相応しい二輪業界活性化イベント
として、適切な新型コロナウイルス感染予防策を講じ、出展者様・
来場者様が安全にご参加できるよう準備を進めてまいります。
ぜひ、
この機会に東京モーターサイクルショーにご出展ください。

ご出展メリット
Merit

屋内会場イメージ図
出展者ゾーンは、西1・2・4ホールを使用します。
※西1・2・4ホールへの小間の割り当ては協会が調整し決定します。

出展者ゾーン

西1ホール

出展者ゾーン

出展者ゾーン

西4ホール

西2ホール

アトリウム
上部

関連団体ゾーン
アトリウム
1階

屋上
展示場

4階

出展者とお客様が一体となれるライブなイベント、それが東京モーターサイクルショーです。

1

Merit

INFORMATION
国内、
海外のバイクメーカーはもと
より、二輪関連企業が一堂に揃う、
日本最大級のバイクのビッグイベ
ントとして広く認知されています。

2

Merit

3

Merit

4

PRESENTATION

COMMUNICATION

ENTERTAINMENT

商品に触れる機会が少ないユーザー
に直接PRできるのはもちろん、新商
品の発表や、ユーザーとの距離感を
縮め、企業への関心を一層向上させ
る有意義な場です。

イベントでは、二輪免許未取得者
から10代～20代の若年層や女
性層まで幅広い層の方が楽しん
でいただけるコンテンツを強化し
ており、将来的なユーザー獲得の
絶好のチャンスです。

バイクの魅力、利便性を伝えるイベ
ントの充実により、バイク好きはも
ちろん、潜在的なユーザーの発掘
から、将来の二輪ファンを獲得し育
てていく、二輪業界を盛り上げてい
くイベントです。

第49回東京モーターサイクルショー アンケート結果
来場者様アンケートより

出展者様アンケートより

本ショーへのご来場の目的は？

出展目的は？
ユーザーへの
PRの場として

65%

・・
・
新商品発表の場として

…12％

業者へのPR及び商談の場として

… 9％

商品販売の場として

… 5％

その他

… 6％

未記入

… 3％

「新商品発表の場」
としては？

100

%が
出展者の
とても満足・満足

「ユーザーへのPRの場」
としては？

93

%が
出展者の
とても満足・満足
とても満足
不満

満足

とても不満

どちらとも

国内新型車両
パーツ・アクセサリー
輸入新型車両
カスタム車両
警視庁イベント
ウェア
MFJ トライアルデモ
レディスサポートスクエア
MFJ レースマシン体験
進学相談コーナー
その他

51.8

来場者の
%が
国内新型車両を目的に来場

本ショーへの今後の要望は？
車両の展示
ショーの規模・出展者数の増加
パーツ・アクセサリー展示
バイク関連ステージ
カスタム車両の展示
バイク初心者向けイベント
駐車場の規模拡大
女性向けイベント
子供向けイベント
整備関連の専門学校紹介ブース
その他

22.7

来場者の
%が
車両の展示に期待

本ショーの満足度は？
10点

9点

6点
2点

8点

5点

4点

1点

0点

7点
3点

75.5

%が
来場者の
7点以上の満足度

次回来場意向は？
ぜひ来たい

来たい

どちらとも

あまり来たくない

来たくない

93.8

来場者の
%が
ぜひ来たい・来たい

バイクの利用頻度は？
ほぼ毎日

週に2～3日

週に1日程度

月に1日程度

年に数日

34

来場者の
%が週に
数回以上利用するユーザー

職業
会社員

学生

公務員

自営業

主婦

その他

73.3%が

来場者の
会社員

出展募集受付方法のご案内
第50回東京モーターサイクルショーを2023年3月24日(金)・25日(土)・26日(日)の3日間、東京ビッグサイト西1・2・4ホール＆アトリウム・西屋
上展示場で開催いたします。第50回の出展募集に関しては10月14日(金)から10月31日(月)までの期間で受付を実施します。
出展申し込み締切後、各展示ホールの割当可能面積を基に、
出展物の種類、総申込面積、会場の物理的な条件のほか、
これまでの出展実績を勘
案し、
出展者への小間の割り当てを主催者が調整し決定します。該当の出展者様には、
出展受理書を発送いたします。
出展受理書をもって正式
受理とさせていただきます。
※会場のスペースには限りがあり、調整の結果、
申請面積の変更または出展をお断りする場合があります。
※出展者は小間の割り当てに対して苦情の申し出は一切できません。

お申し込みから出展までのスケジュール （スペース渡し、基礎小間A・B、セット小間）
2022年10月14日（金）

2022年10月31日（月）

2022年11月中旬

出展お申し込み

出展お申し込み

出展受理書の送付

受付開始

出展申込書（別紙）
と、
お申し込み金（3万円）
の入金証明をあわせてご提出ください。

締切

出展者への小間の割り当て

出展受理書をもって正式受理とさせていただ
きます。
請求書を発送いたしますので、
11月30日（水）
までに出展料全額をお振込
みください。

※出展者申込締切後、
各展示ホールの割当可能面積を基に、
出展
物の種類、
総申込面積、
会場の物理的な条件のほか、
これまでの
出展実績を勘案し、
主催者が調整し決定します。

※詳細は下記「出展お申し込み方法」
をご参照ください。

※詳細は下記
「出展お申し込み方法」
をご参照ください。

2023年1月11日（水）

2023年3月22日（水）
・23日
（木）

オンライン会議での開催を予定
「出展者説明会」
（小間割り発表）

2023年3月24日（金）・25日（土）・26日（日）

第50回
東京モーターサイクルショー

搬入・施工日

必要書類を随時ご提出いただきます。
2023年1月11日(水)
TMCS公式ホームページ内で
「出展のご案内」
（小間割り発表）
をアップします。

撤去・搬出日
３月26日
（日）
17：00〜

出展お申し込み方法

❶

必ずお申し込み金（3万円）
を下記口座にお振込みください。
出展申込書
（別紙）
に必要事項を記入し、
お申し込み金の入金証明（振込金受領書やご利用明細書など）
を
添付用紙
（別紙）
に添付して、運営事務局にメールまたは
FAXにてご送付ください。
※振込手数料は出展者様側でご負担ください。
※事前にお振込みいただくお申し込み金（3万円）
より、開催当日の電力供給幹線工事費、電気
使用料金などを精算いたします。

お振 込み先 銀 行
みずほ銀行

池袋支店

普通預金

No . 2470436

口座名 ： 東京モーターサイクルショー運営口

お申し込み受付期間 ： 2022年10月14日
（金）～10月31日
（月）

❷

出展申込書とお申し込み金の入金の確認・出展申込締切後、
小間の割り当てを協会が調整し決定次第、
事務局より出展料全額の請求書を送付いたします。
※お申し込み金の入金がない場合は、正式なお申し込みとして受理されませんのでご注意ください。

❸

請求書を確認後、
出展料を
《お振込み期限・11月30日
（水）》
まで
に左記口座へお振込みください。
※振込手数料は出展者様側でご負担ください。
※期限までにご入金のなかった場合、
キャンセル扱い
となります。

❹

❶～❸の手続きが終了次第、
正式なお申し込み受付完了と
させていただきます。
※小間割決定後、
なお小間に余裕が生じた場合
（キャン
セルによって空白となった小間など）
は再度割り当て
をする場合があります。
※新規出展の場合、
カタログなどをご提出いただく場合
があります。
※12月1日
（木）
以降、
出展をキャンセルされた場合、
いかなる事情がありましてもお申し込み金および
既納出展料は返還いたしません。
※主催者が開催前に中止を決定した場合、
お申し込み
金全額、
出展料については主催者が弁済すべき経費
を差し引いた後、納付済みの出展料の割合に応じて
出展者様に返還いたします。

ご注意ください！ 出展のお申し込みにあたって

事前にお振込みいただくお申し込み金（3万円）
より、開催当日の電力供給幹線工事費、電気使用料金などを精算し、
残金が発生した場合は返金いたします。
また、不足があった場合は、後日請求書を発行いたしますので2023年4月末日までにお振込みください。

出展に関してのご注意
出展対象

ショー会場および小間の展示・装飾

モーターサイクルショーの開催趣旨、
目的に合致したモーターサイクルおよび関連商品・
サービス等の製造・販売・PRを行う、法人および個人とします。
出展内容によってはその受
付を保留、
または禁止する場合があります。海外からの出展を希望される場合は、
必ず国内
の代理店を通して申込書を提出してください。
1）
出展物は東京モーターサイクルショーの開催趣旨、
目的にそった品目で、原則二輪免許
で運転が可能な、
車両もしくはそれに関連した部品・用品などで運営事務局に申請した
ものとします。

1）
ショー会場の全般的な装飾の規定として、各出展者の境界線を明確化するため、必ず
小間内の床面にパンチカーペット等の処理を行ってください。申請があれば、工事は
事務局が行います。
2）個々の小間の装飾は、
それぞれの出展者が行ってください。出展者は東京都火災予防
条例に基づき制定された諸規定に従ってください。

※電動バイクおよびペダル付電動自転車の出展に関しては、
出展物が道路運送車両の保安基準に適
合していることが条件となります。
※電動キックボードの出展は、禁止といたします。
※当ショーはあくまでモーターサイクル（オートバイ）のショーであり、例えば、保安部品を取り付け
た状態で原動機付自転車扱いとなる電動キックスケーターや小型特殊車両としてナンバー取得
するATC、ATV、また、四輪自動車や四輪に準ずるもの、その他当ショーに適さないものや社会
通念上モーターサイクルの正しい普及に対し不必要な誤解を招くと協会が判断する出展品の展示
を規制または禁止します。
※出展者で判断ができない場合は事前に運営事務局にご確認ください。

2）製造メーカーおよびそれに準ずる販売代理権を有するものの出展を優先します。
3）事務局に申請された品目であっても東京モーターサイクルショーの正常な運営に支障
をきたす恐れがあり、
またショーにふさわしくない出展物と協会が判断したものについて
は会期前はもとより会期中であっても、
その出展を規制または禁止します。
事務局は、その裁量により、当該物品の撤去その他の措置をとることができるものと
します。
また、
出展者は、
かかる事務局の措置に異議を述べないものとします。

出展申込
1）
お申し込み金はお申し込み面積取得の保証にはなりません。
お申し込み状況によっては
希望面積を取得できない場合や、面積が全く取得できない場合もあります。
出展不可の
場合は、
お申し込み金を返金します。
2）事務局は、
お申し込み受付の保留、拒絶、面積の制限をしてもその理由を示しません。
3）事前にお振込みいただきましたお申し込み金3万円につきましては、電力供給幹線工事
費、電気使用料等を精算の後、余剰金が発生した場合は返金します。
また、3万円を超え
て不足金が発生した場合は、会期終了後請求書を発行します。
4）一般出展者様におけるお申し込み最大小間数は、24小間216㎡以下とします。
5）出展者は、割り当てられた小間の全部または一部を、有償、無償にかかわらず第三者に
譲渡、
貸与することはできません。
また、
出展者相互間において交換することもできません。
6）
協会で許可をした場合は、
出展社は、
自社1社だけでなく、
関連会社や提携企業などと複数
まとまって共同出展することが可能です。
※協会では、受付の際に、共同出展の目的、理由を確認し、上記禁止事項の
「割り当てられた小間の
全部または一部を有償、
無償にかかわらず第三者に譲渡、
貸与する」
に抵触すると判断した場合は、
共同出展の受付をお断りします。

7）
出展料は全て日本円でお支払いください。

出展の手引き
出展物の搬入・搬出、
装飾、
電気、
電話等の施設関係については、
「出展要項」
によりご案内
いたします。
出展要項はHPからダウンロードしてください。

説明会
出展者を対象に行う説明会は2023年1月11日（水）にオンライン会議での開催を予定し
ております。

会場案内
会場マップを作成し、
出展者様名・小間割り図を明記し、
会場入口にて配布いたします。

ご注意
会場内での裸火の使用、
危険物の持ち込みは禁止されています。
これらの禁止行為の解除が
必要な場合には、
事前に事務局にご相談ください。
会場内へのガソリンの持ち込み、
エンジン
の始動は禁止です。

管

理

主催者は、会場全体の管理保全にあたりますが、万一発生した天災および不可抗力な
損傷、盗難その他の事故等について損害負担、賠償などの責任は負いません。
当ショーの
出展規定に抵触する展示出品物・展示内容、
および当ショーの正常な運営に支障をきたす
恐れがあり、
ショーに相応しくないと主催者が判断したものについては、撤去もしくは変更
を要請する場合があります。
出展規定の詳細につきましては
「出展要項」
をご覧ください。

物

販

全ての小間内において、
商品の販売は自由です。
（物販料金はかかりません。）
※ブース内において、
食品の販売行為をおこなうことは、
禁止とさせて頂きます。

電

気

主催者は出展者様のお申し込みにより、電気供給のための幹線工事（一次側）
を行います。

小間の割り当て

※基礎小間お申し込み分以外の電気工事をご希望の場合、
電力供給幹線工事は事務局が出展者様の
指定する位置まで配線し、
開閉器
（ブレーカー）
を設置します。
ただし、
2小間以上出展の場合も原則
として開閉器は1ヶ所とします。

1）
出展者への小間の割り当ては、
出展申込締切後、各展示ホールの割当可能面積を基に、
出展物の種類、
総申込面積、
会場の物理的な条件のほか、
これまでの出展実績を勘案し、
主催者が調整し決定します。

供給される電気方式
◎ 交流単相三線式100ボルト・50ヘルツ

※会場のスペースには限りがあり、
申込面積の変更または、
出展をお断りする場合があります。
※出展物確認のため、資料の提供をお願いする場合があります。

2）小間の割り当ては、共通通路の確保および展示ホールの適正な割当面積等を勘案しま
すが、
スペース渡し小間の申込は、
「4小間以上から」
とし、直列の販売はいたしません。
また、会場配置の都合上、
サイドバック・バックに他の小間が隣接する場合があります。
3）16小間以上のスペース渡し小間は、会場構成の都合により、
タテ・ヨコサイズの変更、
割当小間数相当分の面積で割り当てる場合があります。
4）
出展者は小間の割り当てに対して苦情の申し出は一切できません。
5）小間割決定後、
なお小間に余裕が生じた場合（取消しによって空白となった小間等）
は
再度割り当てをする場合があります。
6）出展者は、割り当てられた小間の全部または一部を、有償、無償にかかわらず第三者に
譲渡、
貸与することはできません。
また、
出展者相互間において交換することもできません。
7）小間割決定後であっても重要な理由に基づく場合には、小間割を一部変更することが
あります。出展者は、
この変更を理由に出展の取消しや賠償請求等苦情の申し立ては
できません。

◎ 交流単相三線式200ボルト・50ヘルツ
◎ 交流三相三線式200ボルト・50ヘルツ

電気料金表（価格は消費税抜）

電気を希望される方は、
下表のNo.1とNo.2のaもしくはbの、
どちらかをお支払いいただきます。

No.

項目

1

電力供給
幹線工事

2

電気使用
料金

使用時間

a
b

開催時間中
24時間送電

期間

容量

料金（税込）

会期中

1ｋWにつき

11,000円

会期中
24時間

1ｋWにつき
1ｋWにつき

2,200円
2,200円

開催の中止及び開催内容の変更
天災・人災・インフルエンザ、新型コロナウイルス流行などにより、会場（東京ビッグサイト）
から中止や自粛の要請があった場合、開催を中止することがあります。開催前に中止を決
定した時に限り、主催者は弁済すベき経費を差し引いた後、残った金額については支払い
済みの出展者様に返還します。但し、中止によって生じたその他のいかなる損害に対して
も、
主催者は補償いたしません。

注意：西4ホールの利用規定（西1・2ホールと利用規定が異なりますのでご確認ください）
重量物等の
展示制限

●
●
●

西1・2ホール会場内5t/㎡
西4ホール会場内2t/㎡
アトリウム360kg/㎡

●

搬入出時の
車両制限

●

西1・2ホールは、
総重量
（自重+積載重量）
が45tを超える車両の入場はできません。
西4ホールは、
搬入出の通行可能な車両は車両総重量10tまでとし、
最大傾斜13.1％
（7.5°）
のスロープを利用していただきます。

※積載重量10t表示の車両や、
スロープ走行に適合しないロングボディー車両は、積載重量に関係なく通行できません。
●

西4ホールの吊り上げクレーンの乗り入れはクレーン付き中型トラック
（ユニック車）以下とします。

共同出展について
（個人出展者を除く）
出展者は、
自社1社だけでなく、関連会社や提携企業などと複数まとまって出展することが可能です。
共同出展者についても、
展示会で製品・サービスを展示することができます。
但し、共同出展
者名を主催者が制作する会場パンフレット・公式ホームページ・出展者一覧などに掲載する場合、
共同出展掲載に要する追加費用として、
￥33,000
（税込）
を共同出展者数分、
お支払いくださ
い。共同出展をする場合、
必ず代表者を1社決定し、代表者が
「出展申込書」
を提出してください。
事務局からの連絡や出展料の請求などは代表者宛に一括して行い、
共同出展者へのご連絡や出
展料の請求などは、
一切行いません。
なお、代表者を含めた共同出展者の合計者数分の小間をお申し込みください。 ※例 ： 3者で共同出展する場合、最低3小間のスペースが必要になります。

出展小間について
1. スペース渡し（9m2／1小間）
販売価格（税込）

2. 基礎小間A（9m2／1小間）
販売価格（税込）

245,300円/1小間

272,800円/1小間
サイドパネル
バックパネル

パンチカーペット
（グレー）

（mm）

小間面積のみを必要数、
スミ出ししてお渡しします。
販売単位
4小間以上から受付（直列の販売はございません）

（mm）

パネル・カーペットのみの小間です。
販売単位
1小間から受付

※形状は出展申込書・その③からお選びいただきます。

付帯設備
付帯設備一切なし・必要設備はすべて出展者負担

★価格は全て消費税込です。
※装飾物の高さは、床面より4.5m以下としてください。
※会場レイアウトの都合上、
サイド・バックに他のブースが隣接する場合がございます。
※床面については、
パンチカーペット処理を行ってください。
※16小間以上のスペース渡し小間は、
会場の都合上タテ・ヨコのサイズ変更をお願いする
場合がございます。
※一般出展者様における申込最大小間数は、
24小間216㎡以下とします。

付帯設備
バックパネル・サイドパネル・カーペット

★価格は全て消費税込です。
※装飾物の高さは、
床面より2.7m以下としてください。
※基本的には、
サイド・バックに他のブースが隣接します。

3. 基礎小間B（9m2／1小間）
販売価格（税込）

販売価格（税込）

294,800円/1小間

40W蛍光灯×2灯
（パラペット裏側）

4. セット小間（9m2／1小間）

335,500円/1小間
サイドパネル
バックパネル
社名板

40W蛍光灯×2灯
（パラペット裏側）

パラペット

サイドパネル
バックパネル
社名板

パラペット

パンチカーペット
（グレー）

パンチカーペット
（グレー）

受付カウンター

コンセント1ヶ所
（1kW）
カウンターチェア

（mm）

（mm）

パネルとパラペット、最低限の照明とカーペットを
セットした小間です。

基礎小間Bに受付カウンターとカウンターチェア、
コンセントをセットしたお得な小間です。

販売単位

販売単位

1小間から受付
付帯設備
バックパネル、
サイドパネル、
パラペット、社名板
（1出展者につき1枚・ゴシック書体、
スミ文字）
1小間につき40W蛍光灯2灯、
カーペット
（電源コンセントは付属しません）

1小間から受付
付帯設備
バックパネル、
サイドパネル、
パラペット、
社名板
（1出展者につき1枚・ゴシック書体、
スミ文字）
1小間につき40W蛍光灯2灯、
カーペット、
コンセント1ヶ所
（1kWまで・ご希望者のみ）
、
受付カウンターおよびカウンターチェア
（各1）

★価格は全て消費税込です。

★価格は全て消費税込です。

※装飾物の高さは、床面より2.7m以下としてください。

※装飾物の高さは、
床面より2.7m以下としてください。

※基本的には、
サイド・バックに他のブースが隣接します。

※基本的には、
サイド・バックに他のブースが隣接します。

会場へのアクセス

会期中ご来場の際は混雑が予測されますので、
なるべく公共交通機関をご利用ください。
■

三井ガーデンホテル
豊洲ベイサイドクロス
ホテル
インター
コンチネンタル
東京ベイ

ホテルJALシティ
東京豊洲
有明
豊洲市場
アリーナ
ファーイーストビレッジ
ホテル東京有明

ホテルヴィラフォンテーヌ
グランド東京有明

公共交通機関をご利用の場合

【りんかい線】国際展示場駅下車徒歩約7分
○大崎駅
（JR）
←約14分→国際展示場駅
○新木場駅
（JR、東京メトロ）
←約5分→国際展示場駅
【ゆりかもめ
（新交通）】東京ビッグサイト駅下車徒歩約3分
○新橋駅
（JR、東京メトロ、都営地下鉄）
←約22分→
東京ビッグサイト駅
○豊洲駅
（東京メトロ）
←約8分→東京ビッグサイト駅
【都営バス】
○東16系統
（豊洲駅前経由）
：東京駅八重洲口←約20分→
豊洲駅←約20分→東京ビッグサイト
○門19系統
（豊洲駅前経由）
：門前仲町←約15分→
豊洲駅←約20分→東京ビッグサイト
○都05-2系統
（勝どき駅前経由）
：東京駅丸の内南口
←約40分→東京ビッグサイト

有明
ガーデン

【京浜急行バス】
○横浜駅東口←約55分→東京ビッグサイト

がん研有明病院

【JRバス関東】
○東京駅←約30分→東京ビッグサイト←約6分→
東京港フェリーターミナル
【水上バス】有明客船ターミナル下船徒歩約2分
○日の出桟橋
（JR浜松町駅徒歩約7分）
←約30分→
東京ビッグサイト ※不定期運行

相鉄グランドフレッサ
東京ベイ有明

■

二輪車・四輪車をご利用の場合（首都高速利用の場合）

○都心から
（11号台場線・レインボーブリッジ経由）
→台場出入口から約5分
○横浜・羽田方面から
湾岸線→臨海副都心出入口から約5分
10号晴海線→豊洲出入口から約5分
○千葉・葛西方面から
湾岸線→有明出入口から約5分
10号晴海線→豊洲出入口から約5分

京浜急行バス

主催者紹介

14

JRバス関東

ターミナル
名 称 ： 東京モーターサイクルショー協会
設 立 ： 1993年10月6日
目 的 ： モーターサイクル産業の振興と健全なモーターサイクル文化の育成、普及を通じ豊かな社会生活の実現と
			 我が国経済の発展および国際社会への貢献に寄与することを目的とする。
株式会社カロッツェリアジャパン／株式会社カワサキモータースジャパン／
構 成 ： 【正会員】
				
株式会社コルセ／株式会社スズキ二輪／トライアンフ モーターサイクルズ ジャパン株式会社／
				
ハーレーダビッドソン ジャパン株式会社/ビー・エム・ダブリュー株式会社／株式会社プロト／
				
株式会社ホンダモーターサイクルジャパン／ヤマハ発動機販売株式会社
東京港フェリー

		
【準会員】
（都05-2系統、勝どき駅前経由）
【賛助会員】
役 員 ： 【会 長】
【理 事】

【監
		

事】

モーターサイクル関連企業
モーターサイクル関連団体
赤坂 正人
大庭 広記

青木 務
近藤 伸
小島 武
大貫 陽介

野田 一夫
佐伯 要
山口 和也
宮本 義信
市原 英夫
田島 和雄

計24社
計９団体
株式会社ホンダモーターサイクルジャパン
株式会社カロッツェリアジャパン

計10社

株式会社カワサキモータースジャパン
株式会社コルセ
株式会社スズキ二輪

トライアンフ モーターサイクルズ ジャパン株式会社
ハーレーダビッドソン ジャパン株式会社
ビー・エム・ダブリュー株式会社 モーターサイクルディビジョン
株式会社プロト
ヤマハ発動機販売株式会社
株式会社カワサキモータースジャパン
株式会社ホンダモーターサイクルジャパン

2022年9月現在

ショー全体・出展に関するお問い合わせは、
こちらへ
第50回東京モーターサイクルショー運営事務局

担当：槇野・原・桑原

〒135-0007 東京都江東区新大橋2-13-11 TEL：03-5638-6406 FAX：03-5638-6407
（平日：午前10時～午後6時）tmcs@eventas.co.jp
東京モーターサイクルショーホームページ https://motorcycleshow.org/
東京モーターサイクルショー協会事務局 〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル7F TEL：03-6902-8190 FAX：03-6902-8195

