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世界トライアスロンシリーズについて

1 世界トライアスロンシリーズについて

「ITU世界トライアスロンシリーズ」は、オリンピックを目指す各国の代表選手が世界を転戦しながらポイントを獲得し、年間の
チャンピオンを決定するシリーズ戦です。横浜では、2009年の横浜開港150周年記念事業を機に世界シリーズが創設された初
年度から開催し、2020年は11度目となります。
東京2020オリンピック開催直前の国際レースである横浜に世界のトップアスリートが集結します。

開催日 開催都市・国 開催数

第1戦 3月06日（金）－07日（土） アブダビ UAE 6回目

第2戦 4月18日（土）－19日（日） バミューダ諸島 3回目

第3戦 5月16日（土）－17日（日） 横浜 日本 11回目

第4戦 6月06日（土）－07日（日） リーズ イギリス 5回目

第5戦 7月11日（土）－12日（日） ハンブルグ ドイツ 12回目

最終戦 8月21日（金）－23日（日） エドモントン カナダ 7回目

（1）位置付け

（2）2020年開催地
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世界パラトライアスロンシリーズについて

2 世界パラトライアスロンシリーズについて

パラトライアスロン競技は、2016年のリオパラリンピックで正式競技となり、2017年に「ITU世界パラトライアスロンシリーズ」が
誕生しました。横浜はアジアで唯一の開催国で、「世界一参加したい大会」と称賛され、2020年は東京パラリンピックへの出場
ポイントを獲得するための重要な位置付けとなっています。

開催日 開催都市・国 開催数

第1戦 2月29日（土）－3月1日（日） デボンポート オーストラリア 初開催

第2戦 5月02日（土）－03日（日） ミラノ
※シリーズ戦+世界選手権 イタリア 2回目

第3戦 5月16日（土）－17日（日） 横浜 日本 4回目

第4戦 6月20日（土）－21日（日） モントリオール カナダ 2回目

2020年のパラトライアスロンシリーズは、横浜がアジアで唯一の開催国となりました。重要な東京パラリンピックへの出場ポイ
ント獲得レースとなるため、選手にとっては貴重な一戦となります。

（2）2020年開催地

（1）位置付け
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エイジグループについて

3 エイジグループについて

エイジグループは、2011年に「エイジ大会」として競技が導入され、WTS/WPS大会に併設された国内最高峰の大会です。
参加者も厳しい参加条件をクリアしたトップレベルの選手が集結し、世界選手権出場に向けたエイジランキングポイントを獲得
するための重要なレースに位置づけられています。
一方で、長くトライアスロン競技を楽しむ中で、一つの目標大会でもあり、参加者は16歳－最高齢は80歳まで、幅広い年齢
層の参加者の皆さまに大会を盛り上げていただきます。

（1）位置付け

（2）エイジグループ年齢分布（2019大会実績） （3）エイジグループ男女比（2019大会実績）
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横浜大会の成長と発展

4 横浜大会の発展と成長

5 世界トライアスロンシリーズ｜デジタルメディア実績
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開催趣旨

未来につなぐレガシー

2009年に開港150周年記念事業として
開催された「ITU世界トライアスロンシリーズ
横浜大会」は、長年にわたり多くの企業・団
体・関係者の皆さまにお力添えをいただきな
がら、大会運営に横浜ならではの様々な創
意工夫を凝らし、ITUはもとより、各界から
高く評価される大会となりました。

世界各国から集まった選手たちが、山下公
園や赤レンガ倉庫、みなとみらい21地区など、
横浜の観光名所を舞台に繰り広げる熱戦は、
横浜の風物詩となりました。

また、2019年（10回大会）は、過去最
多の465,000人の観客を動員し、10年間
積み上げてきたトライアスロンレガシーは、「ト
ライアスロン・パラトライアスロンの街、横浜」と
して、着実に根付いています。

横浜大会は、来たる東京2020オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会を契機に、スポー
ツ振興、シティプロモーション等の様々な取り
組みを引き続きオール横浜で推進し、これか
らもトライアスロン発展の未来に向けて、新た
なステージで成長を続けていきます。

開催にあたって

6 開催趣旨

ビジョンと開催目標
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2020WTS横浜大会 開催概要

2 競技スケジュール（予定）

5月16日（土） 5月17日（日）

06:55  － 09:03 パラトライアスロン
10:16  － 12:16 エリート女子
13:06  － 15:06 エリート男子

7:15－14:00 エイジグループ

交通規制時間

6:30－15:20 7:00－13:00

エリートパラトライアスロン エリート エイジ（スタンダード／スプリント／リレー／パラ）

70名 110名
（女子・男子各55名）

一般 1,250名
リレー 50組（150名）

一般 300名
パラ 40名

スプリントディスタンス
（25.75Km）

スタンダードディスタンス
（51.5Ｋｍ）

スタンダードディスタンス
（51.5Ｋｍ）

スプリントディスタンス
（25.75Km）

★スイム（0.75km）
山下公園前面海域

★バイク（20km）
山下公園➝日本大通り
➝横浜税関前➝ワールド
ポーターズ➝赤レンガ
➝大さん橋前➝山下公園

★ラ ン（5km）
山下公園➝日本大通り
➝横浜税関前➝大さん橋前
➝山下公園

★スイム（1.5km）
山下公園前面海域

★バイク（40km）
山下公園➝日本大通り
➝横浜税関前➝ワールド
ポーターズ➝赤レンガ
➝大さん橋前➝山下公園

★ラ ン（10km）
山下公園➝日本大通り
➝横浜税関前➝大さん橋前
➝山下公園

★スイム（1.5km）
山下公園前面海域

★バイク（40km）
山下公園➝山下ふ頭
➝山下公園

★ラ ン（10km）
山下公園➝山下ふ頭
➝山下公園➝象の鼻
パーク周辺➝山下公園

★スイム（0.75km）
山下公園前面海域

★バイク（20km）
山下公園➝山下ふ頭
➝山下公園

★ラ ン（5km）
山下公園➝山下ふ頭
➝山下公園➝象の鼻
パーク周辺➝山下公園

項 目 内 容

開催日程
2020年5月16日（土）－5月17日（日）
5月16日：エリートパラトライアスロン、エリート
5月17日：エイジグループ（パラトライアスロン、スタンダード、スプリント、リレー）

会 場 横浜市山下公園周辺特設会場（山下公園スタート・フィニッシュ）

主 催 国際トライアスロン連合、2020世界トライアスロンシリーズ横浜大会組織委員会

後 援（予定）

外務省、スポーツ庁、国土交通省観光庁、環境省、神奈川県、日本オリンピック委員会、日本スポーツ協会、
日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会、日本イベント産業振興協会、日本スポーツツーリズム
推進機構、神奈川県体育協会、横浜商工会議所、横浜港運協会、神奈川経済同友会、神奈川県経営
者協会、横浜銀行協会、横浜港振興協会、横浜青年会議所、横浜貿易協会、神奈川新聞社、日本放
送協会横浜放送局、テレビ神奈川、横浜エフエム放送、アール・エフ・ラジオ日本

主 管 神奈川県トライアスロン連合

協 賛（予定） メインパートナー：ＥＮＥＯＳ（ＪＸＴＧエネルギー）、ローソン、NTT東日本
ほか、全66社（2019大会実績）

助成団体（予定） 日本スポーツ振興センター、横浜こどもスポーツ基金、ミズノスポーツ振興財団

キッズパートナー（予定） ジョンソン

中継等（予定）
・NHK BS1 2020年5月16日（土）10時－15時15分／生放送
・インターネット中継：ITU TV（triathlon.tv）による全競技ライブ配信
＊ITUメディアを通じた世界190以上の国と地域に配信

1 開催概要



EXPO開催概要
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2020WTS・WPS横浜大会 ＥＸＰＯ概要

ＥＸＰＯ開催概要（※予定）

催事名 2020ITU世界トライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会EXPO

開催日程 2020年5月16日（土）8：00～17：00 ／ 5月17日（日）8：00～15：00
※雨天決行

会 場 山下公園（神奈川県横浜市中区山下町279）

主 催 ITU世界トライアスロンシリーズ横浜大会組織委員会

実施内容
■トライアスロン（スイム、バイク、ラン）、スポーツ、飲食、環境などの業種による出展ブース
■学生や地域団体、アーティストによるステージパフォーマンス
■大型ビジョンを使ったトライアスロン競技中継 他

※2019大会
実績

■出展ブース 46ブース（テント出展43小間、キッチンカー3台）
■ステージイベント 14団体
■観戦者数 約358,000人 ※山下公園内/2日間延べ人数
■出走選手数 エリートパラトライアスロン70名、エリート93名、エイジ1,537名 合計1,700名

参考
※過去4大会の
観戦者総数

下記、いずれも競技エリア全体、2日間延べ人数となります
■2016（第7回大会） 412,200名
■2017（第8回大会） 305,000名 ※初日雨天
■2018（第9回大会） 421,000名
■2019（第10回大会）465,000名

※2019大会では過去最高の観戦者数となりました

「環境にやさしく、トライアスロンを楽しんでもらうEXPO」を目指して

EXPOは、みなとみらい地区の観光名所を巡る、競技のスタート・フィニッシュ会場となっている山下公園（メイン会場）
で実施をいたします。

2019大会では、初心者からエキスパートまでを対象としたトライアスロンブース（スイム・ラン・バイク関連）、スポーツ関
連ブース、大会オリジナルグッズ、飲食ブースや環境PRなど、出展は計46ブースの実施規模となりました。
大会会場には、世界各国そして全国から参加する約2,000名の選手、市内外から訪れる観戦者、さらには観光地であ
ることから一般来場者が足を運び、昨年は開催期間2日間で過去最多の465,000人に観戦いただきました。また、
EXPO会場内に設置しているステージでは、市内大学や地域団体等と連携し、音楽やダンスなどのステージコンテンツも展
開しました。
「自然にやさしいトライアスロン大会」を目指す世界トライアスロンシリーズ横浜大会と共に行うEXPOでは、環境にやさしく、
来場者にトライアスロンを楽しんでいただけるEXPOを目指します。

是非、出展をご検討ください

山下公園
EXPO会場

会場案内
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レポート（2019WTS横浜大会 ＥＸＰＯ）

2019ITU世界トライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会の魅力
の一つであり、参加選手や一般来場者から大人気の「トライアスロン
EXPO」を山下公園内で２日間にわたり開催しました。
EXPO会場では、大型ビジョンから放映されるレースの生中継や、特設ス
テージでの多種多様な催しによって大会を盛り上げました。
また各ブースでは、トライアスロンをはじめとするスポーツグッズの販売、協賛
企業のPR、スポーツを通じた健康への取組みや環境活動の紹介、またバ
ラエティーに富んだ飲食ブースやキッチンカーを出展したことで、幅広い年齢
層の方々に来場いただき大いに賑わいました。

日 時 5月18日（土）8:00～17:00
5月19日（日）8:00～15:00

会 場 山下公園

出展総数 46ブース（テント出展43小間、キッチンカー3台）

2 風景

1 出展者紹介

昨年（2019大会）実施概要
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レポート（2019WTS横浜大会 ＥＸＰＯ）

EXPO出展者に対してアンケートを実施した結果、アンケートに答えていただいた
35団体中30団体(85%)が満足度の調査において「とてもよかった」または「良
かった」と答えており、EXPO出展に対する満足度の高さが伺えました。

ステージイベント

大会パートナー、横浜市などの協力により、
EXPOステージに着ぐるみが大集合し、大
会を盛り上げました。

着ぐるみ大集合

横浜市内の大学3大学9組の学生サーク
ルにより、多種多様な演目で会場を華やか
に彩りました。

市内大学との連携

3

出展者の声4

14

16

4 1

とても良かった 14
良かった 16
普通 4
不満 1

＊満足度に関する理由

<とても良かった>
・トライアスリートにも知っていただけた。
・天候にも恵まれ、トライアスロンの大きな大会にも参加できてとても嬉しい。
<良かった>
・日本のトライアスロン愛好家だけでなく、世界の選手や関係者に商品のPRをすること
ができた。

<普通>
・もう少しEXPOへの誘導があると良いかと思いました。



EXPO出展要項
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EXPO出展要項

●出展条件
トライアスロン関連、または横浜市のプロモーションに寄与する製品・サービス・出版物等を取り扱うメーカーおよび商社、
情報媒体業者、組織を主とする団体等。

※出展の可否は、お申込み締切日から10日以内にEXPO出展事務局からご連絡します。

※出展内容は、調整をお願いする場合があります。

※出展にあたっては大会公式パートナーが優先されますのでご了承ください。

※3月13日(金)開催の出展者説明会への出席が必須となります。

「自然にやさしいトライアスロン大会」を目指して
2020ITU世界トライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会では、大会全体で環境への取組みを行っています。
それに伴い、大会と共に開催されるEXPOでも「環境にやさしく、トライアスロンを楽しんでもらうEXPO」を目指します。

①プラスチックゼロへの取組み
・エコバッグ運動

お持ち帰り用などとしてビニール袋の提供は行わず、お客様より求められた場合は大会で販売するエコバッグの
購入をご案内ください。
出展者ご自身でお持ち帰り用の袋を提供する場合は、

●エコバッグ
●生分解性プラスチックを使ったビニール袋

※「日本バイオプラスチック協会認定グリーンプラ®商品」を使用ください。

●紙袋
をご用意ください。

・プラスチック容器、カトラリー（スプーン、フォーク等）、ストローの削減
プラスチック製の容器やカトラリー（スプーン、フォーク等） ・ストローの提供を極力避け、
環境にやさしい素材での提供を実施してください。
※ストローにつきましては、横浜産の木製ストロー「ＳＤＧｓストロー・ヨコハマ」の購入案内が可能です。

ご希望の場合はEXPO出展事務局へお問い合わせください。

②大会公式エコPlayer
出展者の皆様にも「環境に配慮した取り組み」にご協力いただければと思います。
実際に取組みにご協力いただいた出展者には「大会公式エコPlayer」として
■EXPOステージでのブースPRタイム(1分程度)の提供
■大会公式エコPlayerとして大会ウェブサイトにて紹介
■ステージMCからの紹介
■エコステーションにて大会公式エコPlayer一覧パネルの展示
上記、4点を実施いたします。

③エコステーションの設置
EXPO会場内にゴミを分別して捨てるエコステーションを設置します。
飲食ブースで提供した食器等は、エコステーションに捨てることができますので来場者の皆様へご案内ください。
※出展におけるゴミについてはお持ち帰りにご協力をお願いいたします。

但し、出展料に＋1,000円（税別）をいただければエコステーションで分別の上、捨てることが可能です。

参考：生分解性ショップバッグ・レジ袋（半透明）
20L 1箱(1000枚入) ￥29,800(税抜)
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EXPO出展要項

大会ウエブサイト内EXPO案内ページ( http://yokohamatriathlon.jp/wts/expo.html )の出展申し込みフォームより

お申し込みください。

●出展申し込み方法

●共同出展について
出展に際しては、1ブース1企業･団体が原則となりますが、下記条件を満たす場合のみ、複数の企業･団体またはブラン
ドが申し込みブースを使用する「共同出展」が可能です。
「共同出展」の場合には、同一ブース内に、複数の企業名･団体名/ブランド名を掲載することが可能です。
ただし、「共同出展」の際には代表者を決定し、出展料金やその他必要経費の支払いは代表者が行うものとします。

＜共同出展条件＞
① 複数の企業・団体が加盟する団体
② 資本関係があるグループ会社・関連会社・ブランド
③ 共同事業・コラボレーションによる事業を推進中の企業・団体・ブランド

2020年2月2１日(金) 17:00まで
※募集予定小間数：ブース出展（物販・飲食販売等）42ブース、キッチンカー3台（予定）
※募集予定小間数を超えた場合、お申し込みをお断りする場合がございますので、ご了承ください。

●申し込み締切日

② 2小間ブース出展（展示・物販・飲食販売等） 250,000円（税別）／2日間

●出展料

※２小間：テント１張り D3.6ｍ×W5.4ｍ（2間×3間）
※オリジナルテントを持ち込まれる場合は、別途20,000円（税別）がかかります。

形状、デザインは主催者による事前チェックがあります。
オリジナルテントの場合もD3.6m×W5.4m（2間×3間）のスペースをお渡しします。

※出展位置によってはブランド露出の制限があります。

③ キッチンカー出展をご希望される方はEXPO出展事務局（株式会社横浜アーチスト）へ
お問い合わせください

① 1小間ブース出展（展示・物販・飲食販売等） 150,000円（税別）／2日間

※１小間：テント1/2張り D3.6ｍ×W2.7ｍ（2間×3間サイズテントの半分）
※１小間での申し込みの場合、となりのブースとは横幕での仕切りとなります。
※オリジナルテントを持ち込まれる場合は、別途10,000円（税別）がかかります。

形状、デザインは主催者による事前チェックがあります。
オリジナルテントの場合もD3.6m×W2.7m（ 2間×3間サイズテントの半分）のスペースをお渡しします。

※出展位置によってはブランド露出の制限があります。

2020大会より、ブース１小間のサイズが変更となります。

http://yokohamatriathlon.jp/wts/expo.html


14

EXPO出展要項

出展料は、2020ITU世界トライアスロンシリーズ横浜大会EXPO出展事務局からの請求書により指定銀行口座にお振り込
みください。振込手数料は出展者のご負担となります。

出展料お支払い締切日 2020年3月11日(水)
※2020年3月11日（水）までにご入金が確認できない場合は主催者より出展申し込みを取り消しさせていただくことが
あります。また、その場合は出展料の100%をご負担いただきます。

●出展料のお支払い

既に申し込まれた出展に対する変更または取り消しについては、すべて文書にてその理由を明記し、主催者の承認を得
てください。

出展確定後の変更・取り消しについては以下の取消料をいただきます。

① 出展確定日（申し込み締切2月21日（金）から10日以内）～2020年3月11日（水）出展料お支払い締切日

= 出展料50%

② 2020年3月12日（木）以降

＝ 出展料100％

●出展の変更・取り消し
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出展料には、下記設備が含まれています。

【1小間】
① テント(2間×3間) 1/2張(横幕付き)

※天幕は青白のもので統一させていただきます。
② テーブル(1800×600) 1本
③ パイプイス 2脚
④ 店名板（A3ラミネート程度）
※保健所等の指導による追加設備につきましては、

出展者のご負担となります。

【2小間】
① テント(2間×3間) 1張(横幕付き)

※天幕は青白のもので統一させていただきます。
② テーブル(1800×600) 2本
③ パイプイス 4脚
④ 店名板（A3ラミネート程度）

※保健所等の指導による追加設備につきましては、
出展者のご負担となります。

●ブースの基礎設備

ブース位置および会場レイアウトは、ブース数、出展内容等を考慮の上、主催者の一任とさせていただきます。

※2ブース以上お申し込みの場合、テントの並びは横連棟になります。

●ブース位置の決定

2020ITU世界トライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会の呼称･ロゴを使用できるのは、

大会公式パートナーのみとなります。

出展者は呼称・ロゴを使用することが出来ませんのでご了承ください。

ただし、 2020ITU世界トライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会EXPOの呼称に関しては、事前の出展告知、

事後の出展報告等においてご活用いただくことが可能です。

詳しくは出展者説明会にてご説明いたします。

●2020ITU世界トライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会の
呼称・ロゴの使用について

※出展者説明会への出席は必須となります。

出展者説明会は、2020年3月13日（金）10：00に開催を予定しています。

出展に関する規約、ブース装飾の注意点、各種申請等に関しましては、出展者説明会で別途資料をお渡しします。

説明会会場：「(公財)横浜市体育協会」地下1F会議室
横浜市中区尾上町6-81 ニッセイ尾上町ビル

●出展者説明会

1小間

2小間
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EXPO会場の出展ブースにて使用できる1,000円分（ 500円×2枚）の金券を発行し、

大会参加者（エイジ）に提供しています。

【配布方法】

エントリー後に参加者へ郵送する大会参加案内に同封します。

【デザイン】

●EXPO チケットについて

【表面】 【裏面】 ※日・英表記
※今大会用デザイン作成中

【利用上の注意】

・本券の使用は会計時のみ有効。

・本券はEXPO出展ブースでのみ使用可。

・本券に対するお釣り銭はお渡しできません。

・本券の販売及び換金はできません。

・本券にて購入された物品の返品は原則お断り。

・本券の再発行はできません。

【換金フロー】

①チケット裏面の店舗名署名欄に出展者名を記入。 ※必須 印鑑可

②イベント２日目終了時、現地EXPO本部にて精算。

③EXPO本部スタッフが各出展者と金券枚数（金額）を確認。

④精算書に各出展者のサインをいただく。

⑤精算金額を記載した控えを出展者に渡し、後日請求書をEXPO出展事務局あてに発行していただく。

⑥EXPO出展事務局は請求書受取り後、振り込み

※精算書のアンケートを必ずご記入ください。

アンケートのご記入が無い場合には、

精算手続きができないことを予めご了承ください。

【請求書送付先】

2020ITU世界トライアスロンシリーズ・

パラトライアスロンシリーズ横浜大会EXPO出展事務局

株式会社横浜アーチスト

〒２３１－００２３

横浜市中区山下町１ シルクセンター４Ｆ 担当：柄澤宛

請求内容：EXPOチケット精算金

《精算書イメージ（昨年実績）》
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EXPO出展要項

お申し込み 2020年2月21日（金）17:00 申し込み締切phase１

出展料 お支払い締切 2020年3月11日（水）入金締切Phase３

各種申請書類のご提出 2020年4月10日(金)Phase５

＊出展者説明会について
出展者説明会へは必ずご参加ください。
ご参加が難しい場合は代理の方がご出席ください。

開催日 2020年3月13日（金）10：00開始予定
会場 （公財）横浜市体育協会 地下１F会議室

横浜市中区尾上町6-81ニッセイ尾上町ビル
（ＪＲ・市営地下鉄桜木町駅・関内駅から徒歩5分、

みなとみらい線馬車道駅から徒歩5分）

○申請書類の配布および説明
○搬出入手順の説明

出展に関する規約、ブース装飾の注意点、各種申請等に関しましては、
出展者説明会で「EXPO出展者説明会資料」をお渡しし、ご説明いたします。

出展者搬入（EXPO開催前日） ※詳細は別途ご案内 2020年5月15日(金)Phase６

出展者説明会 2020年3月13日（金）10：00開始予定Phase４

●お申し込みからご出展までの流れ

EXPO開催本番日 2020年5月16日(土)、17日(日)Phase７

EXPOチケット精算・出展者搬出（EXPO開催2日目終了後）Phase８

事後精算 2020年5月18日(月)以降Phase９
・EXPOチケット精算額を出展者よりEXPO出展事務局にご請求

出展許可連絡、請求書の送付 お申し込み締切日から10日以内phase２

※出展の可否をお申し込み締切日から10日以内に、EXPO出展事務局よりご連絡させていただきます。



EXPO出展規約
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出展規約

１．出展申し込みと契約の成立
出展希望者は、本出展規約を遵守することを承諾し、主催者が定める「個人情報の取り扱いについて」に同意した上で、申し込み

書に記載されている申し込み方法に従ってお申し込みください。

主催者は、これを審査の上、EXPOの主旨に適合するものと考えられる出展物を展示・販売する出展希望者に対してのみ、出展を

許可し、「請求書」を発行いたします。

出展者と主催者の出展契約は、出展許可の連絡をもって成立するものとします。

２．出展料の支払い
出展者は 2020年3月11日(水) までに、出展料の支払いを完了するものとします。

国や地方自治体などの助成金を活用して出展する場合、助成金の交付がEXPO開催後であっても、出展料の全額を支払い期日まで

に支払うものとします。

※2020年3月11日(水)までにご入金が確認できない場合は、主催者より出展申し込みを取り消す場合があります。

また、出展料100％をご負担いただきます。

３．出展の変更・取り消し
出展の取り消しまたは出展申込みに際して申し込んだ出展スペース（以下、「ブース」という）の変更については、

文書にその理由を明記し、主催者へ提出してください。

出展確定後の取り消し・変更については、主催者への書面の到達日が以下の期日に当たる場合、次のとおり取消料をいただきます。

※出展確定日とは、出展契約の成立日を指します。

（１） 出展確定日～2020年3月11日（水）まで ⇒ブース料の50％

（２） 2020年3月12日（木）以降 ⇒ブース料の100％

出展者が、変更及び取り消し時点で支払い済の金額が上記区分による金額を超えている場合、主催者は超過分を返金するものとし

ます。

2020年3月13日（金）実施予定の「出展者説明会」は代表者の出席を必須とします。

なお、代表者の出席が難しい場合は、代理の方がご出席ください。

４．出展者説明会の出席について

海外の出展者が、査証の取得を必要とする場合は、身元保証書・招聘理由書を含む必要書類は出展者の責任において作成、手続き

を行っていただきます。この書類作成について、主催者は「請求書」以外の書類を発行しません。

また、日本国大使館または領事館から査証が発給されず、出展者が出展できなかったことによる一切の損害について、主催者は何

らの責任を負いません。

６．査証の取得

７．ブースの転貸などの禁止
出展者および申込者は、契約したブースを主催者の書面による承諾なしに転貸、売買、交換または譲渡することはできません。

ブース位置の決定方法は、ブース数、出展内容等を考慮の上、主催者の一任とさせていただきます。

2ブース以上で申し込まれる場合、テントの並びは横連棟になります。

８．ブース位置の決定

出展者は、共同で火災予防･衛生･清掃などの措置を取ると共に、会場の品位と美観を向上させるように各自努めてください。

出展者が会場内の施設を破損した場合、その程度に応じ、賠償の責任を負います。

９．ブースの設置、及び会場内の管理

主催者はいかなる理由があっても、日本国外務省が定める書式の身元保証書・招聘理由書を出展者に対して、発行しません。
５．招聘保証
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10．ブースの使用方法
（１） 宣伝・営業活動（のぼり･バナー等の掲出･着ぐるみ･コンパニオン等を含む）はすべてブースの中で行うものとし、

ブース以外のスペースを使用しての宣伝活動はできません。
また、出展者は宣伝活動の為にブース近くの通路が混雑しないように責任を持つものとします。

（２） 出展者は、他のブースに隣接している場所では、隣接するブースを妨害する形での自社ブースの施工はできません。
隣接のブースから苦情が出た場合、主催者はEXPOの運営上、ブース装飾の変更要否を判断し、
主催者が変更を必要と認めた場合は、出展者はその判断に従い、装飾の変更を行ってください。

（３） 主催者は、音･操作方法･材料または、その他の理由から問題があると思われる展示物・ EXPOの目的に適合しない展示物

を制限、禁止及び撤去する権限を有するものとします。
この権限は、人・物・行為・印刷物および主催者が問題があると考えられる性質のものすべてに及ぶものとします。

（４） 出展者は（３）の制限、禁止及び撤去を行ったことによる費用を負担するものとします。また、その際にこれらの変更・

禁止及び制限に起因するすべての損失・損害に関し主催者に対して損害賠償を請求はできません。

搬入・搬出は、すべて出展者の負担において行い、定められた時間内に完了してください。
ブースは5/16(土)、5/17(日)両日ともAM8:00までに必ずオープンしてください。

※ブース内のレイアウト作業を含みます。

11．搬入・搬出 / 出展時間

（１） 出展品は「出展条件」に定められた出展品目に限定されます。

また、出展品目であっても、主催者が不適合と判断した場合は出展できません。

（２） 主催者は、前各項の規定に違反する出展がなされていると認めた場合には、当該出展品の撤去を求めることができます。

なお、出展者が主催者の指示に応じない場合は、出展契約を解除することがあります。

（３） EXPO開催時間中は、必ず営業を行うものとします。終了時間前の終了・撤去はできません。

12．出展品目・条件

出展者は下記の販売禁止品目やPR方法等のルールにご注意ください。

（１） 販売禁止品目について

・花火類・火薬取締法及び高圧ガス取締法に規定する物品並びにこれらに準ずる物

・コピー商品、コピー類似商品･その他、公序良俗に反する物、及びEXPO開催にあたって主催者が不適当と認める物

（２） キッチンカー・テントによる飲食販売について

・出展者は原則として、飲食店営業者とします。

キッチンカーの場合は車検証と車両での営業許可書をEXPO出展事務局に提出してください。

保健所への営業許可書取得申請は出展者が各自行います。なお、申請手数料は、出展者の負担となります。

・食品は原則として、①現地で加熱調理してその場で飲食させる品目 ②食品営業施設から仕入れてそのまま販売する品目

とします。

・飲料（ソフトドリンク）は原則としてコカ・コーラ社の製品のものとしてください。

・酒類の販売は可とします。 ※未成年への販売禁止

・ビール販売は原則としてキリンビールの製品のものとしてください。

※クラフトビールや海外メーカーについては事務局へお問い合わせください。

・キッチンカーを設置する場合は必ず車両に輪留めをし、十分な安全確保をしてください。

・キッチンカーの販売品目は3～4品目としてください。但し、軽自動車の場合は1品目に限ります。

※飲食販売を行う出展者については、別途事務局より詳細な資料をお送りいたします。

・保健所等の指導により必要となった追加設備費は出展者の負担となります。

13．販売品目、及び販売・PR方法の規制
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主催者は出展物の管理・保全について警備員を配置するなど事故防止に最善の注意を払いますが、出展物の管理責任は出展者にあ

るものとし、あらゆる原因から生ずる損失または損害について主催者はその責任を負わないものとします。

15．出展物の管理と免責

16．会場内の整備
出展者は、会期中の会場内の整備については、EXPO本部の指示に従うものとします。

ゴミは出展者が回収し持ち帰りとなります。各自徹底をお願いします。

※但し、飲食ブースで提供した食器等は、EXPO会場内に設置するエコステーションに捨てることができますので

来場者の皆様へご案内ください。

会期終了後、ブース内の撤収作業が完了した時点で、EXPO本部に報告してください。運営本部が撤去状況を確認します。

17．EXPOチケット（金券）
参加者から受け取ったEXPOチケットは自己の責任において管理してください。

受け取ったEXPOチケット裏面の記入欄に必ず署名または捺印を行ってください。

主催者は、天災、火災、盗難等によって生じる紛失による損失は一切の責任を負いません。

EXPOチケットの精算は、大会２日目終了後にEXPOチケットをEXPO本部に持参いただき、精算書を発行します。

各出展者は2020年5月29日(金)【厳守】までに請求書をお送りいただき、確認後にEXPO出展事務局より請求額を振込みます。

EXPOチケットの精算の際には、EXPO本部から大会１日目に配布するアンケートを必ず提出してください。

アンケートをご提出いただけない場合には、精算書を発行できませんのでご了承ください。

出展者は主催者に対し、2020ITU世界トライアスロンシリーズ横浜大会EXPOの出展品またはこれに関連する出展品についての印刷

物その他の媒体が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害するものでないことを保証するも

のとします。

14．保証条項

（３） 販売・PR方法の規制について

・のぼり、バナー等の掲出は、ブースの敷地内に掲出可能です。ただし海側（コース側）に出展されるテントは

テント裏側への、のぼり、バナー等の掲出は出来ません。

・拡声器等の使用は禁止とします。

・サンプリング等を行う場合は、ブース正面・ブースの間口範囲で行ってください。

但し、スティックバルーン、フラッグ等応援グッズの配布は禁止します。

・サンプリング等で発生したごみは責任を持って回収を行ってください。

※ごみ回収により発生した費用は出展者が負担するものとします。

・サンプリング等の配布を行う場合は、申込時にEXPO出展事務局まで詳細をお知らせください。

18．契約の解除
（１） 主催者は出展確定後でも出展者に次の各号のいずれかにあたる行為がある場合には出展契約を解除することがあります。

① 指定された期日までに出展料の支払いがなされない場合

② 規約10項（ブースの使用方法）および規約12項（出展品目・条件）に違反し、かつ、その是正についての主催者の指

示に従わない場合

③ 出展者の出展品が規約14項(保証条項)に違反するものであることを認定する司法機関の判断及び関係省庁の指導がな

された場合

④ その他、 2020ITU世界トライアスロンシリーズ横浜大会EXPOの適正かつ円滑な運営に重大な支障が生ずるおそれがある

と認められる場合

⑤ 手形、小切手の不渡りを出し、銀行取引停止処分を受けた時

⑥ 仮差押、仮処分、強制執行、競売、特別清算、破産、民事再生、会社更生、その他これに類する申し立てがあった場合

⑦ 暴力団、暴力団関係団体もしくはその関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき、またはこれらの反社会的勢

力を利用していることが判明したとき
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出展規約

出展者は、主催者が定める一連の規定を本規約の一部とし、これを遵守することに同意するものとします。また、出展者は主催者

が定めるすべての規約・規定等を本EXPOの利益保護のためにと解釈し、その実行に協力するものとします。

21．規約の遵守

22．準拠法
本契約の準拠法は、日本法とします。

本契約の使用言語は、出展者が日本所在の企業である場合は日本語とし、それ以外は英語とします。

23．使用言語

本契約に関する紛争の管轄裁判所は、横浜地方裁判所とします。
24．合意管轄裁判所

19．損害賠償
（１） 出展者は、自己またはその代理人の不注意その他によって生じた会場設備またはEXPOの建造物の損壊、人身に対する損害

について、一切の損害を賠償するものとします。

（２） 出展者は主催者に対し、以下の場合にはその請求に起因する訴訟から生じた訴訟費用、債務（弁護士報酬を含む）、必要経

費および損害賠償について主催者に補償する義務を負うことに同意するものとします。

① 出展者の出展に関係する行為が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権、その他の知的財産権を侵害している

との主張に基づき、主催者に対して訴訟が提起された場合（出展者と共に被告とされた場合を含む）。

② ①の訴訟において、主催者が判決、または裁判上若しくは裁判外の和解において損害賠償義務を負うことになった場合

（和解について、主催者は出展者の意思に拘束されないものとします）。

雨天決行となりますが、台風、地震、天災等による止むを得ない中止の場合は、事前に通知します。
なお、万が一大会が中止の場合でも、出展料金の返金は一切いたしませんので、ご了承ください。

20．EXPOの開催中止

（２） 主催者から前項の解除通知がなされた場合、出展者は以下の事項を異議なく承認するものとします。

① 2020ITU世界トライアスロンシリーズ横浜大会EXPOの開催期間中の場合、主催者の指示に従い、ただちに自己の費用で出

展物を撤去して、ブースを原状に復帰すること。

② 主催者に対しては、解除について一切の損害賠償等を請求できないこと。

③ 解除の原因となる義務違反行為により主催者に損害が生じた場合、その損害を賠償すること。

④ 出展者が解除に応じなかったことに起因して主催者が第三者から損害賠償等を請求された場合、これに基づく一切の訴

訟費用、損害賠償等を補償すること。

（３）主催者は、本項（１）の解除の前後を問わず、同項各号に該当する行為がある場合には、主催者の発行する大会公式プログラム、

大会ウエブサイト、会場内掲示等について出展者の該当記事、名称等を削除する等の措置をとることができるものとします。



個人情報の取り扱いについて
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個人情報の取り扱いについて

この「個人情報の取り扱いについて」は、世界トライアスロンシリーズ横浜大会組織委員会（以下「組織委員会」という）が取得

し、保有する出展者の個人情報（以下「個人情報」という）を対象として、組織委員会の個人情報に関する基本的な指針を定める

ものです。

１．当組織委員会は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律および関連法令等を遵守し、個人情報を取り

扱います。

２．当組織委員会は、出展者に関する個人情報を、2020ITU世界トライアスロンシリーズ横浜大会EXPO実施以外の目的のために

利用しないとともに、第三者に開示、提供等一切しないものとします。

ただし、以下の場合はこの限りではないものとします。

（１）当組織委員会が委託会社に対し、2020ITU世界トライアスロンシリーズ横浜大会EXPOに関わる制作運営などを

業務委託する場合

（２）出展者から事前に承諾を得た会社に対して個人情報を提供する場合

（３）問い合わせのあった出展者に電子メール等の送付 ／ 電話対応を行う場合

（４）その他、法令に基づき個人情報の提出を強制される場合

（５）その他、出展者の同意を得た場合

（６）その他、大会の業務連絡・告知等を行う場合

３．当組織委員会は、業務委託先および出展者の承諾に基づき提供する会社に関して、当組織委員会は相当な注意をもって適

切な個人情報の管理を実施するよう要請するものとします。

４．出展者が出展者自身の個人情報の照会、修正等を希望する場合、当組織委員会まで連絡することにより、当組織委員会は

合理的な範囲内で速やかに対応します。

５．出展者情報への不正なアクセス等が行われることを防止するため、必要と考えられる安全管理対策を講じます。

６．当組織委員会は、出展者の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの（以下

「統計資料」という）を作成し、 新規サービスの開発等の業務を遂行するために利用、処理することが出来るものとします。

また、当組織委員会は、業務上の必要に応じて統計資料を業務提携先等に提供することが出来るものとします。



2020ITU世界トライアスロンシリーズ横浜
大会

EXPO出展事務局

株式会社横浜アーチスト
10:00～17:00（土・日・祝日を除く）

担当：柄澤、野田、黒川

●TEL： 045-232-4924 ●FAX： 045-681-3735
●MAIL:  wtsyokohama-expo@y-artist.co.jp

ご不明な点は、下記担当までお問い合わせください。


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26

