
主催：BICYCLE CITY EXPO 2021実行委員会（運営事務局：株式会社ライジング出版） 
開催期日：2021年5月19日（水）～20日（木）
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出展のご案内



BICYCLE CITY EXPO 2021 
～自転車まちづくり博～in 東京ドームシティ・プリズムホール は、 

自転車を利活用したまちづくり、環境未来都市の創造 
を推進する展示会です。

開催テーマ

自転車愛、人間愛、地球愛。 
　自転車ワールドは進化を遂げ、新たな地平に突入しています。新型コロナウイルスが世界の社
会・経済活動を失速させておりますが、３密から最も遠い乗り物である自転車は新型コロナウ
イルス感染のリスクが極めて低く、安全な乗り物として注目を集めております。今こそ自転車の
有用性をしっかりとアピールすべき時であり、そうした活動の中に新たなビジネスチャンスが生
まれると確信しております。本展示会は「自転車愛、人間愛、地球愛。自転車は人類の危機を
救う！」を主力テーマとして掲げ、自転車を利活用したまちづくりの有り様を探求いたします。
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　自転車政策を積極的に推進している都市は世界各国で急速に増加しております。脱炭素社会の構築、地球環境
に優しいまちづくりは世界の主要都市が取り組んでいる重要テーマです。そうした潮流が高まる中、排ガスゼロ
で健康的な乗り物である自転車の有用性はますます注目度を増しております。とりわけウィズ・コロナの時代に
あって自転車は３密から遠い乗り物、移動手段として着目され、世界各国、各都市でニーズを高めています。自
転車が地球の救世主としての役割をさらに広げていくことは間違いないでしょう。 
　日本国内では2018年６月に自転車活用推進計画が閣議決定され、本格的に自転車利用環境の整備が推進され
ています。ナショナルサイクルルートの構築、自転車走行空間の拡充、次世代型駐輪場の整備、自転車の安全・
安心対策、スポーツサイクルの振興、シェアサイクルの運用、自転車を取り入れたライフスタイルの導入、自転
車観光ツーリズムの推進、電動アシスト自転車をはじめとする新機能商品の開発・普及など自転車ワールドを進
化、拡充させる動きは急速に強まっております。 
　ペダルを漕ぐという人力とIoT、AI・人工知能の融合は自転車の活用を新たな次元に導きつつあります。時代
はまさに自転車の変革期であり、自転車新世紀の到来です。自転車を利活用したまちづくりは今、まさに時宜を
得たタイムリーなテーマで、さまざまなビジネスチャンスを生み出す土壌、基盤が形成されつつあります。そう
したエキサイティングな時代背景の中で特筆すべきは電動アシスト自転車をはじめとする各種電動モビリティの
台頭です。「BICYCLE CITY EXPO 2021～自転車まちづくり博～in 東京ドームシティ・プリズムホール」は
新たな乗り物の進化にも着目し、次世代モビリティの可能性を探ってまいります。 
　「BICYCLE CITY EXPO 2021～自転車まちづくり博～in 東京ドームシティ・プリズムホール」は時代の要
請に応えて開催する画期的な展示・イベントです。５年目の開催となる本展はさらに進化し、内容充実をバック
ボーンとして社会的な貢献度も一段と高まるものと確信しております。 
　皆様のご参加・ご参画を心よりお薦めする次第です。

開催趣旨
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開催概要
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◆ 名　称     : BICYCLE CITY EXPO 2021 
　　　　　　  ～自転車まちづくり博～ in 東京ドームシティ・プリズムホール 

◆ 開催日時 : 2021年5月19日（水）10:00～17:30 
                              5月20日（木）10:00～17:00 
                   設営：  5月18日（火）12:00～21:00 
                   撤去：  5月20日（木）17:00～21:00 

◆ 会　場    :　東京ドームシティ・プリズムホール（東京都文京区後楽１丁目３-61） 
　　          　  https://www.tokyo-dome.co.jp/prism/ 

◆集客目標  :　4,000人/日　　合計8,000人　　　　　　　　 

◆出展・集客対象：全国の自治体、デベロッパー、駐輪場関連業者、自転車関連業者、  
　　　　　　　　　次世代モビリティ事業者、道路・建築関連業者、建設コンサルタント、 
　　　　　　　　　シェアサイクル関連業者、情報・通信関連企業、防犯・セキュリティ関連業者、 
　　　　　　　　　スポーツ・健康関連企業、鉄道・交通関連企業、商業施設・公共施設・ 
　　　　　　　　　オフィスビル・学校関係者、自転車小売り業者、デリバリー関連業車、 
　　　　　　　　　自転車愛好家、海外の自転車業界関係者、etc   

◆ 主　催 　:　BICYCLE CITY EXPO 2021実行委員会（運営事務局：株式会社ライジング出版）　　　　 

◆ 後　援 　:　自転車活用推進議員連盟、自転車活用推進本部、国土交通省、経済産業省、環境省、スポーツ庁、一般社団法人 自転車協会、 
　（予定）　　一般財団法人自転車産業振興協会、一般財団法人日本自転車普及協会、一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟、 

一般社団法人自転車駐車場工業会、NPO法人自転車活用推進研究会、日本自転車軽自動車商協同組合連合会、 
東京都自転車商協同組合、認定特定非営利活動法人日本都市計画家協会、一般社団法人日本シェアサイクル協会、 
自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会、全国自転車施策推進自治体連絡協議会、etc. 

◆ 協　力　:　警視庁交通部、一般財団法人東京都交通安全協会



開催内容
 最新鋭の駐輪機・駐輪システム、安全で機能的な自転車走行空間の整備拡充、シェアサイクルの提案、最新情報システム、自転車・
パーツ・用品の展示、地方自治体の自転車政策、研究者・ジャーナリストらによるパネルディスカッションなど充実した開催内容。
魅力的な自転車ワールドを創造・推進していくための提案が満載です！
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2019年の展示風景（抜粋）
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2019年の展示風景（抜粋）
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2019年の展示風景（抜粋）



東京ドームシティ・プリズムホール（全館使用） 
展示面積2800㎡ 
快適な空調設備。天候に左右されない屋内展示ホール。JR水道橋・都営地下鉄三田線水道橋駅から徒歩約２分！ 

開催場所
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会場レイアウト（仮）

ブースB（2ｍ×2ｍ） ブースA（2.5ｍ×2.5ｍ）



●注目のオピニオン提示！　自転車を利活用したまちづくりにスポットを当てた隔月
誌「BICYCLE CITY」。駐輪場、自転車走行空間、シェアサイクル、まちづくり、環
境問題、自転車文化の向上などタイムリーな情報満載。開催までの期間、「BICYCLE 
CITY EXPO 2021 ～自転車まちづくり博～ in 東京ドームシティ・プリズムホール」
の特集記事を連続的に掲載します。 
全国の地方自治体、鉄道・道路関連企業、商業施設・公共施設関係者、自転車小売店、
まちづくり関連団体・企業などに強力アピールいたします。 

㈱ライジング出版発刊の自転車を活用した“まちづくり”専門誌｢BICYCLE CITY｣、 
自転車専門誌｢BICYCLE JAPAN｣で特集記事を掲載。他、一般マスコミで広報

広報・広告プロモーション

●スポーツサイクルから電動アシスト自転車、電動モビリティまで自転車、パーソナルモビ
リティをフォローする話題満載の注目マガジン｢BICYCLE JAPAN｣。｢BICYCLE CITY 
EXPO 2021 ～自転車まちづくり博～ in 東京ドームシティ・プリズムホール｣開催までの
期間、特集記事を掲載。
●プレスリリースの配信、新聞・雑誌、Web広告、公式ホームページ、SNSなどで 
イベントを告知。｢BICYCLE CITY EXPO｣は毎年一般マスコミ、専門紙誌で展示内容 
が大きく報道されています。新型コロナ禍による2020年の開催中止を経て2021年はさらに 
広範囲な反響を呼ぶことは必至です。 
●自転車関連の各種イベント会場、自転車小売店などで｢BICYCLE CITY EXPO 2021～自転車まちづくり
博～ in 東京ドームシティ・プリズムホール」の告知・広報活動を展開。広報・広告プロモーションに注力し、
ビジネスの拡充に直接繋がる8,000人超の集客を予定しております。
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出展プラン

項目 サイズ 備考 申し込みコマ数 1コマの金額（税抜）

出展ブースＡ

2500mm×2500mm 仕切りパネル込み 1コマ ¥250,000

2500mm×2500mm 仕切りパネル込み 2～3コマ ¥240,000

2500mm×2500mm 仕切りパネル込み 4コマ以上 ¥230,000

出展ブースＢ 2000mm×2000mm 仕切りパネル無し 1コマ ¥170,000

角料金（ブースA） １角（原則として２コマ以上申込みの出展者） ¥30,000

試乗コース出品 ２台まで（入れ替え可） ¥20,000

基本プラン ※コンセント、照明は含まれていません
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電気工事、レンタル備品、ブース装飾は含まれておりません。
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ブース内容

※レンタル備品、電源コンセント、ブース装飾は別途料金がかかります。

ブースイメージ（Aタイプ）

ブース（AタイプBタイプとも）にはパネル・社名板を設置いたします。

（Aタイプは１社につき長テーブル１台、イス２脚まで無料。Bタイプは１社につき長テーブル１台、イス２脚まで無料）

パネル
color：　白

オクタノルム　ポール
color：　シルバー

オクタノルム　ビーム
color：　シルバー

社名板
１社＝１枚（片側１面）

高さ2400

平面図

寸法単位:　mm
平面図寸法はポールの芯からです。

99
0

99
0

49
5

2,4
75

2,475
990 990495

パネル
color：　白

オクタノルム　ポール
color：　シルバー

オクタノルム　ビーム
color：　シルバー

社名板
１社＝１枚（片側１面）

高さ2400

平面図

寸法単位:　mm
平面図寸法はポールの芯からです。
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ブースイメージ（Bタイプ）

オクタノルム　ビーム
color：　シルバー

高さ2400

寸法単位:　mm
平面図寸法はポールの芯からです。

平面図

社名板
１社＝１枚（片側１面）

← 社名板

オクタノルム　ポール
color：　シルバー

パネル
color：　白
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オクタノルム　ビーム
color：　シルバー

高さ2400

寸法単位:　mm
平面図寸法はポールの芯からです。

平面図

社名板
１社＝１枚（片側１面）

← 社名板

オクタノルム　ポール
color：　シルバー

パネル
color：　白
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協賛プラン

項目 特別協賛 協賛

金額 ¥1,000,000 ¥300,000

公式HP掲載 　　　　　○（大） 　　　　　○（小）

WEB、SNSロゴ掲載 　　　　　○ 　　　　　○

ポスター・チラシロゴ掲載 　　　　　○（大） 　　　　　○（小）

天井バナー 　　　　　○ 　　　　　×

サンプリング（飲料不可） 　　　　　○ 　　　　　○

受付・ステージバックパネルロゴ掲載 　　　　　○ 　　　　　○

受付ロビー展示スペース 　　　　　○ 　　　　　×

「BICYCLE CITY」特別広報枠設置 　　　　　○ 　　　　　×
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スケジュール（予定）

2020年

８月下旬 公式ホームページオープン

　11月10日（火）
出展・協賛申込み　第１次締め切り 
（※第１次申込み締め切り日までに出展申込書を提出された出展者の
方にはコマ位置の優遇措置があります）

2021年

３月19日（金） 会場レイアウト確定

５月18日（火） 会場設営・搬入

５月19日（水）- ５月20日（木） イベント本番

５月20日（木） イベント終了後、撤去・搬出
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お問合せ先

BICYCLE CITY EXPO 2021  ～自転車まちづくり博～ 
in 東京ドームシティ・プリズムホール 事務局

（株式会社ライジング出版内）

東京都千代田区神田三崎町２-14 -６ 会沢ビル３F 
TEL. 03-5276-3075／3076 
FAX. 03-5276-3088 

MAIL. bicyclecity.expo@rising-publish.co.jp 
URL. http://www.rising-publish.co.jp

mailto:bicyclecity.expo@rising-publish.co.jp?subject=
http://www.rising-publish.co.jp

