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出展募集のご案内

2023ワールドトライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会
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ワールドトライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会でこれまで開催していた「EXPO」は、会場・名称をリニューアル

して 『Yokohama Triathlon Festival（ハマトラFES）』 として生まれ変わり、昨年３年ぶりに開催しました。

山下公園と赤レンガ倉庫を結び、横浜港発祥の地である「象の鼻パーク」で開催するハマトラFESは、トライアスロンをは

じめとしたスポーツの魅力を伝えるとともに、異国情緒あふれる港町「横浜」の魅力を発信することで、市民をはじめ、大会

を目的に来浜された方や観光で会場に訪れた方を、広く巻き込んだ賑わいの創出を目指します。

また、地球環境にやさしいトライアスロン大会を目指し、ハマトラFESもSDGsの取り組みを推進します。

イベント名
Yokohama Triathlon Festival
ハマトラFES

開催日程
2023年5月13日（土）9：00～17：00 ／ 5月14日（日）9：00～17：00
※雨天決行

主 催
世界トライアスロンシリーズ横浜大会組織委員会
（構成団体：横浜市、横浜市スポーツ協会、日本トライアスロン連合、日刊スポーツ他）

実施内容

■トライアスロン（スイム・バイク・ラン）、スポーツ、横浜市、SDGsに関する出展ブース
■飲食出展ブース、キッチンカー、SDGsマルシェ
■大型ビジョンによるWTCS横浜大会の競技・表彰式中継、企業CM等の上映
■ステージパフォーマンス、トークセッション
■ハマトラアンバサダー上田藍選手の大会オリジナルグッズの販売
■回遊スタンプラリー、アスリートめし企画、ハマトラFESチケット配付
■大会参加者（約1,700名）向けの記念品（Tシャツ・大会グッズ・協賛パートナー販促品等）配付

昨年大会
実績

■参加選手数
エリートパラトライアスロン42名、エリート92名、エイジ1,625名 合計1,759名

来場目標 ２日間延べ 約40,000人

◆ハマトラFESとは
ハマトラFESは、トライアスロン（スイム・バイク・ラン関連）ブース、スポーツ関連ブース、大会オリジナルグッズ販売ブース、
飲食ブースや環境PRブースなど、様々な出展ブースが集結する国内最大級のトライアスロンフェスティバルです。
出展者の皆さまをはじめ、関係の皆さまとパートナーシップを築き、来場された方々が１日中楽しむことができるイベントを
目指します。今年は４年ぶりにステージイベントが復活！音楽・ダンス等で盛り上げるステージパフォーマンスをはじめ、オリ
ンピック３大会連続出場のハマトラアンバサダー「上田藍選手」によるトークセッションを予定しています。
あわせて、大会参加者約1,700名にお渡しする記念品の配付を本会場で実施します。

開催概要

開催概要（予定）

ぜひ一緒に「トライアスロン」そして「横浜」を盛り上げましょう！ご出展をお待ちしております。
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象の鼻パーク Bゾーン （神奈川県横浜市中区海岸通１丁目１）

◆象の鼻パークとは
現在、象の鼻パークと呼ばれている場所は、1854年にアメリカ合衆国のペリー提督が、2度目の来日で初めて横浜に上陸した
場所です。1859年、日米修好通商条約により横浜が5つの開港場の一つに指定されて以降、この地区は横浜で最初の本格
的な波止場となり、諸外国との活発な貿易、交易の舞台となりました。

※会場のレイアウトやゾーニングは、出展数や出展内容により変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

会場レイアウト イメージ

開催会場

開催概要

大会メイン会場
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上田藍選手

トークセッション

トライアスロンで北京・ロンドン・リオ
と３大会連続五輪出場を果たし
たオリンピアン「上田藍選手」によ
るトークセッションを展開！

イベントを彩る

ステージパフォーマンス

地元横浜で精力的に活動する
「横濱シスターズ」をはじめ、音楽
やダンス等で会場を盛り上げます！

トライアスロン横浜大会

パブリックビューイング

世界のトップ選手が集まるエリート
大会と、国内外から一般選手が
集まるエイジ大会の競技や表彰
式の様子を生配信！

地産地消

SDGsマルシェ

横浜市中区との連携により、よこはま
産野菜等の直接販売を行う地産地
消「SDGsマルシェ」を実施します！

約1,700名が来場

大会参加者記念品配付

大会エイジグループ参加者にお渡し
する記念品を、ハマトラFES会場で
配付します！

販売促進

ハマトラFESチケット

大会当日のみ利用できる「ハマトラ
FESチケット」1,000円分を事前に
大会参加者へ配付します！

会場内・会場外を回遊

スタンプラリー

来場促進企画として、ファミリーで楽
しめるスタンプラリーを実施します！

大会参加選手を応援

アスリートめし

飲食ブースで提供するアスリート
向けメニュー「アスリートめし」企画
を実施！おすすめメニューを参加
選手にご紹介します！

※画像はイメージです

プレスリリース ・横浜市からイベント開催告知の記者発表（プレスリリース）を行います。

WEB ・大会公式WEBサイトにイベント専用ページを設置し、各出展ブースの情報を掲載します。

SNS
・大会公式SNS（Facebook・Twitter）でイベントに係る情報発信を行います。
・横浜市や日本トライアスロン連合をはじめ、関係企業・団体や各出展者・ステージ出演者の皆さまと連携し、それ
ぞれのSNSで情報発信を行います。

広告
・大会開催告知ポスターやバナーに情報掲載します。
・市内各施設や公共交通機関等のデジタルサイネージ広告に情報掲載します。

テレビ・ラジオ ・地元テレビ局やラジオ局等へ広報依頼します。

記事掲載 ・新聞、地元広報誌、トライアスロン専門誌等へ広報依頼します。

プログラム・チラシ ・大会公式プログラムや観戦ガイド等にイベント案内を掲載し、会場付近で配布します。

横浜開港月間 ・横浜開港月間のイベントとして、WEBサイトへの掲載をはじめ、連携した情報発信を行います。

実施内容（予定）

広報計画（予定）

開催概要
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昨年の様子

開催概要
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ハマトラFES 出展要項
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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、組織団体等。

◆出展規約を遵守し、安全で円滑なイベント運営となるよう努めること。
◆準備から撤収まで、すべての段階において環境に配慮すること。
◆基本的な感染症対策を徹底し、所属スタッフの健康管理を実施すること。

※出展可否は、申込み締切後、３月24日（金）までにハマトラFES出展事務局からご連絡いたします。
※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。
※2023年３月28日（火）開催予定の出展者説明会への出席が必須となります。

●出展料

①テント出展（展示・物販・飲食販売等）

出展料 170,000円（税別）／ ２日間

※出展料には、環境協力金(P.9参照)や床面養生費等が含まれます。
※床面養生は出展内容により判断し、主催者が敷設します。
※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）をお支払いいただきます。
サイズや形状、デザイン等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、1.5間×2間相当分（9.7㎡程度）のスペースをお渡しします。

※テント出展２小間をご希望される場合は、
出展料 250,000円（税別）／ ２日間 にて受け付けいたします。

②キッチンカー出展

出展料 50,000円（税別）／２日間

※出展料には、環境協力金(P.9参照)や床面養生費等が含まれます。
※床面養生は出展内容により判断し、主催者が敷設します。

●共同出展について

出展に際しては、１小間１企業･団体が原則となりますが、以下の条件を満たす場合は、複数の企業･団体または
ブランドが申し込み、１小間を使用する「共同出展」が可能です。
「共同出展」の場合は、複数の企業名･団体名または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

１小間：奥行2.65ｍ×間口3.55ｍ
（1.5間×2間テント１張）※昨年のサイズから変更しています
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出展要項

●出展申込方法

大会WEBサイト内ハマトラFES案内ページ( https://yokohamatriathlon.jp/wts/fes.html )の出展申込
フォームよりお申し込みください。

●申込締切日

2023年３月19日（日）23:59

※募集予定小間数：ブース出展（展示・物販・飲食販売等）50ブース、キッチンカー５台 程度
※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。

●出展料のお支払い

出展料は、ハマトラFES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。

お支払い締切日：2023年３月31日（金）

※締切日までにご入金が確認できない場合、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。

●開催中止の場合の取り扱い

雨天決行となりますが、地震・風水害・事件・事故・疫病等により、やむを得ず開催を中止とした場合でも、出展料の
返金は致しかねますので、ご了承ください。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により開催を中止する場合、出展料は返金いたします。

●出展者説明会 【必須】

出展者説明会は、2023年３月28日（火）10:00 に実施する予定です。
出展に係る注意事項や、ハマトラFESチケットの運用、各種申請等についてご説明いたします。

【会場】 ニッセイ横浜尾上町ビル 地下１F会議室
（横浜市中区尾上町6-81）

なお、出展者説明会はオンラインでの出席も可能です。
出展申込み時にオンライン出席を選択された方には、
準備が整い次第、メールで会議用URL（Zoom）を
お送りします。
お申込み後に出席方法を変更される場合は、必ずハマ
トラFES出展事務局へご連絡ください。

ニッセイ横浜
尾上町ビル

https://yokohamatriathlon.jp/wts/fes.html
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●ブースの基礎設備

テント出展（１小間）の出展料には、以下の設備が含まれています。

①1.5間×2間テント １張 【全面に横幕が付きます】

②テーブル（450×1800）２本

③パイプイス ４脚

④店名板（A3ラミネート）

※ブース内で必要な感染症対策備品は各自ご準備ください。
※保健所等の指導により必要になる追加設備（手洗い設備等）につきましては、出展者のご負担となります。
※＋20,000円（税別）で電源をご用意することが可能ですが、通電はハマトラFES開催時間中のみとなります。
その他オプション備品のお申込に関する詳細については、出展者説明会でご案内いたします。

●ブース位置の決定

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

●2023ワールドトライアスロン・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

2023ワールドトライアスロン・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、2023ワールドトライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会ハマトラFES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。

●ハマトラFESチケットについて

イベント当日のみ利用できる1,000円分のチケットを発行し、大会参加者（エイジ）に提供します。
各出展ブースにおいて利用された分は、後日ハマトラFES出展事務局が精算いたします。
※チケットの運用方法については調整中です。詳細は、出展者説明会でご案内いたします。

●大会参加選手へのおもてなし（アスリートめし企画）

飲食販売を行う出展者の皆さまは、ぜひアスリート向けのメニューをご用意いただき、大会参加選手の応援をお願いし
ます。高タンパクな鶏肉料理をはじめ、レース前日に食べたいカーボローディング料理、レース後の疲れを癒すスイーツなど、
大会参加選手に喜んでいただけるようなメニューのご用意をお願いします（例：低糖質・高タンパクなささみの●●、カル
シウムたっぷりのチーズを使った●●、エネルギー補給食のバナナを使った●●）。アスリートめし企画にご協力いただける場
合、出展ブースの告知のほかに、アスリート向けのおすすめメニュー１品を事前に参加選手へ告知させていただきます。

●出展者アンケート 【必須】

イベント１日目に配付するアンケートにご回答をお願いいたします。今後の参考資料にさせていただきます。
ご記入いただいたアンケートは、イベント２日目終了後、ハマトラFES本部（出展事務局）にご提出ください。

出展要項

奥 行

m 間

2.65 1.5

間 口

m 間

3.55 2

※昨年のサイズから変更しています
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出展要項

①プラスチックゼロへの取組

◆環境にやさしいビニール袋 【必須】
お持ち帰り用のビニール袋を提供する場合は、環境配
慮型のビニール袋をご用意ください。

・厚さが50マイクロメートル以上で何度も繰り返し使えるもの
・海洋生分解性プラスチックの配合率が100％のもの
・バイオマス素材の配合率が25％以上のもの 等

※ビニール袋を避け、紙袋や布袋の提供も可能です。
※大会参加者にはマイバッグの持参を推奨します。

◆環境にやさしい容器・カトラリー 【推奨】
プラスチック製の容器・包装やカトラリー（スプーン・フォ
ーク等）、ストロー等の提供を極力避け、出来る限り
環境へ配慮した素材での提供を実施してください。

※大会参加者にはマイ箸やマイカトラリーの持参を推奨し、環
境に配慮していただくようご案内する予定です。マイボトルや
マイ食器等をご持参された場合は、可能な範囲でご対応い
ただきますようご協力をお願いいたします。

②環境協力金

本イベントは、地球温暖化対策によるCO₂排出量削減
効果から生み出されたカーボンオフセットのクレジットを活用
して、CO₂排出量をオフセット（埋め合わせ）します。
具体的には、出展者にお支払いいただく出展料の一部を
環境協力金として、会場内の発電機利用や、車両での搬
入・搬出等によって生じるCO₂排出量に相当するクレジット
を購入し、CO₂排出量をオフセットします。クレジットを購入
することで、本イベントが温暖化対策を間接的に支援します。

③エコステーション

会場内に、来場者用のエコステーションを設置します。飲食
エリアで提供した使い捨て容器等は、分別の上、エコステーシ
ョンで処分していただくよう来場者の皆さまへご案内ください。

※出展におけるごみについては、お持ち帰りの徹底をお願いします。
ただし、出展料に＋1,000円（税別）をお支払いいただく場合
は、エコステーションで分別いただき（缶・びん・ペットボトル・プラス
チック・燃やすごみ等）、処分することが可能です。氷や油を含む
液体物については処分することができませんので、持ち帰りをお願
いします。会場内に排水設備はありません。

「地球環境にやさしいトライアスロン大会」を目指して
ワールドトライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会では、「地球環境にやさしいトライアスロン大会」を掲げ、持続
可能な大会運営に取り組んでいます。
横浜大会を通じて、脱炭素化などの環境問題解決に貢献していくためには、大会に係る様々な方と共に、地球環境
にやさしいイベントを創り上げることが大切だと考えています。
ハマトラFES出展者の皆さまにおかれましても、クリーンエネルギーの活用やプラスチックゼロへの取組等、環境への配慮
にご協力をお願いいたします。
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出展要項

１ お申し込み 2023年3月19日（日）23:59 まで

※出展可否は、申込み締切後、3月24日（金）までにハマトラFES出展事務局からご連絡いたします。

２ 出展者説明会 2023年3月28日（火）10:00 から

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

【会場】 （公財）横浜市スポーツ協会 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）

※オンラインで参加される方には、準備が整い次第メールで会議用URL（Zoom）をお送りします。

４

出展料のお支払い

2023年4月14日（金）まで

３

各種書類のご提出

2023年3月31日（金）まで

５ 出展者搬入（ハマトラFES開催前日） 2023年5月12日（金）

６ ハマトラFES開催 2023年5月13日（土）14日（日）

７ 出展者搬出 2023年5月14日（日）17:00 以降

８ チケット精算分 請求書発行 2023年5月31日（水）まで

お申し込みからご出展までの流れ
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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」に同意した上で、
出展募集案内に記載されている申込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、ハマトラFES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2023年３月31日（金）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、助成金の交付がハマトラFES開催後であっても、出展料
の全額を期日までに支払うものとします。

※期日までにご入金が確認できない場合、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、その場合は出展料の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。
出展確定後の変更・取り消しについては、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
料を頂きます。
※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】2023年３月20日（月）から３月24日（金）まで～ 【支払い期日】 2023年３月31日（金）

⇒出展料の50％
（２）2023年４月１日（土）以降⇒出展料の100％

出展者が、変更及び取り消し時点で支払い済み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。

４．開催の中止
雨天決行となりますが、地震・風水害・事件・事故・疫病等により、やむを得ず開催を中止とした場合でも、出展料
の返金はいたしません。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により開催を中止する場合、出展料は返金いたします。

５．出展者説明会の出席
2023年３月28日（火）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。

６．招聘保証
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。

７．査証の取得
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。

８．ブースの転貸などの禁止
出展者および申込者は、契約したブースを書面による主催者の承諾なしに転貸、売買、交換または譲渡することは
できません。
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９．ブース位置の決定
ブース位置および会場レイアウトは、出展数や出展内容を考慮の上、主催者の一任とさせていただきます。

10．ブースの設置及び会場内の管理
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。

11．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、主催者はハマトラFES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・ハマトラFES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・印刷物及び主催者が問題ありと判断した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できません。

12．搬入・搬出／出展時間
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。
※ハマトラFES当日は、会場周辺で早朝から交通規制があります。
ハマトラFES開催日は、両日とも必ず午前９時までにブース内の準備を完了し、営業を開始してください。
開催時間中は、必ず営業を行うものとします。ハマトラFES終了時間前の撤去はできません。

13．出展品目・条件
（１）出展品は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、規定に違反する出展がなされていると認めた場合、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。

14．販売品目及び販売・PR方法の規制
出展者は下記の販売禁止品目やPR方法等のルールを遵守してください。

（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、及び主催者が不適当と認める物

（２）飲食販売について
・飲食販売を行う出展者は、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、神奈川県内※で営業許可を取得しているものとします。
※横浜市以外の場合は、神奈川県内で2021年6月1日以降新たに許可を受けた営業車が出展可能です。
車検証と車両での営業許可書をハマトラFES出展事務局に提出してください。

・横浜市健康福祉局が策定している「行事における食品提供の取扱指導要領」に従うものとします。
【参考】横浜市Webサイト 「行事で食品を提供する皆様へ」（ https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/shoku/yokohamaWEB/gyomu/gyouji.files/shusaishachirashi.pdf ）

・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。
・容器包装やカトラリー（スプーン・フォーク等）、ストロー等については、植物由来のものやリサイクル製品など、
環境へ配慮した素材を極力使用してください。
・飲料（ソフトドリンク）は原則としてコカ・コーラ社製品としてください。※販売価格を調整させていただく場合があります。
・ビール販売は原則としてキリンビール社製品としてください。※販売価格を調整させていただく場合があります。
※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。

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/shoku/yokohamaWEB/gyomu/gyouji.files/shusaishachirashi.pdf
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・キッチンカーの販売品目等は給水・排水タンクの容量によって異なりますので下記の通りとしてください。
※2021年6月1日以降に営業許可を取得したキッチンカーのみ下記が適用となります。

2021年6月1日より前に許可等を受けた営業車の営業範囲・施設基準は従来どおりです。

・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。
・キッチンカー及び①現地で加熱調理してその場で飲食させる品目 を販売するテント出展の場合は、主催者が
ビニールシート等で最低限の床面養生を行います。その養生費用は出展料に含まれます。
・油汚れ等床面の汚損には十分注意してください。原状復帰に係る費用は出展者のご負担となりますので、必
要と思われる追加養生は、出展者自身でご準備ください。
・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。
・保健所等の指導によりメニューを変更いただく場合があります。
・飲食販売を行う出展者については、別途ハマトラFES出展事務局より詳細な資料をお送りいたします。

（３）販売・PR方法の規制について
・ブースの敷地内に限り、のぼりやバナー等の掲出が可能です。
・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、ブース正面及びブースの間口範囲で行ってください。
ただし、スティックバルーンや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してください。
・サンプリング等の配布を行う場合は、申込時にハマトラFES出展事務局まで詳細をお知らせください。

15．保証条項
出展者は主催者に対し、ハマトラFES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。

16．出展物の管理と免責
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。

17．会場内の整備
イベント開催中の会場内の整備について、出展者はハマトラFES出展事務局の指示に従うものとします。
ブース内で出たごみは、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。
※会場内に排水設備はありません。
イベント終了後、ブース内の撤収作業が完了した時点で、ハマトラFES本部（出展事務局）に報告してください。
撤去状況を確認いたします。

18．ハマトラFESチケット
ハマトラFESチケットについて、出展者は主催者が定める運用方法に従うものとします。
各出展ブースにおいて利用された分は、ハマトラFES出展事務局と出展者が双方で金額を確認した後、期日まで
に出展者が請求書を発行してください。
ハマトラFES出展事務局は、請求書を確認後、請求額を出展者に支払います。
※出展者は、イベント１日目に配付するアンケートを記入し、イベント２日目終了後、ハマトラFES本部（出展事
務局）へ提出してください。アンケートのご提出を確認した後、ハマトラFESチケット利用分の精算対応に移ります
ので、あらかじめご了承ください。

40㍑程度 80㍑程度 200㍑程度

提供品目数 単一品目 複数品目 複数品目

使い捨て容器の使用 ○ ○ ○

食器の使用 × × ○

大量の水を要する調理 × × ○

調理工程
簡易な調理のみ

（温める、揚げる、盛り付ける等）
２工程程度までの簡易な調理 複数工程からなる調理

車内での仕込み行為 × × ○※
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19．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11項（ブースの使用方法）および規約13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15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、ハマトラFES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

（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ハマトラFES会期中の場合、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、大会WEB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。

20．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ハマトラFESの建造物の汚

損や損壊、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、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）。

②①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）。

21．規約の遵守
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・規定等をハマトラFES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。

22．準拠法
本契約の準拠法は、日本法とします。

23．使用言語
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。

24．合意管轄裁判所
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。
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この「個人情報の取り扱い」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、ハマトラFES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、ハマトラFES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。
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2023ワールドトライアスロン・
パラトライアスロンシリーズ横浜大会

大会概要
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2023ワールドトライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会

項 目 内 容

大会名称
ワールドトライアスロンシリーズ（2023/横浜）
ワールドトライアスロンパラシリーズ（2023/横浜）

ランキング指定

- World Triathlon Individual Olympic Qualif ication Ranking:Paris2024
- World Triathlon Rankings
- World Triathlon Para Rankings
- 2023エイジグループ・ナショナルチャンピオンシップシリーズ

開催日程
2023年5月13日（土）・5月14日（日）
5月13日：エリートパラトライアスロン、エリート
5月14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 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、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
本パラスポーツ協会、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、神奈川県スポーツ協会、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、NHK横浜放送局、TVK、FMヨコハマ、アール・エフ・ラジオ日本

協 賛（予定）
メインパートナー ：ＥＮＥＯＳ、NTT東日本
シルバーパートナー ：全16社

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

中継等（予定）
・NHK BS1 2023年5月13日（土）10時－15時15分／生放送
・インターネット中継：WT TV（triathlon.tv）による全競技ライブ配信
＊WTメディアを通じた世界190以上の国と地域に配信

5月13日（土） 5月14日（日）

06：50  － エリートパラトライアスロン
10：16  － エリート女子
13：06  － エリート男子

7:15－14:00 エイジグループ

エリートパラトライアスロン エリート エイジグループ

80名
110名

（女子・男子各55名）
スタンダード 1,250名
リレー 50組（150名）

スプリント 300名
パラトライアスロン 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➝赤レンガ倉庫
➝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➝赤レンガ倉庫
➝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→本牧
ふ頭方面➝山下公園

★ラ ン（10km）
山下公園➝赤レンガ倉庫
➝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→本牧
ふ頭方面➝山下公園

★ラ ン（5km）
山下公園➝赤レンガ倉庫
➝象の鼻パーク周辺
➝山下公園

交通規制時間（予定）

6:30－15:20 7:00－14:00

大会概要
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ご不明な点は、下記担当までお問い合わせください。

2023ワールドトライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会

ハマトラFES出展事務局

株式会社横浜アーチスト

担当：黒川、柄澤

10:00～17:00（土・日・祝日を除く）

●TEL：045-232-4924 ●FAX：045-681-3735

●MAIL: wtcsyokohama-festival@y-artist.co.jp


