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進化を続ける東京マラソンは、2017大会を新コースで開催し、2018大会では日本
新記録が誕生しました。

2019大会では、EXPO会場を一新。新たなスタイルで、ランニングの魅力を国内外
に発信します。

東京マラソンは、アジア唯一のアボット・ワールドマラソンメジャーズ大会として、2019
大会でもハイレベルなエリートレースを展開する一方、定員を2,000人増加し、より
多くの一般ランナーに出走の機会を提供します。

また、日本のスポーツチャリティをけん引すべく、チャリティランナーの定員も5,000人に
増やしました。

例年の2月開催から3月開催へと変更になる2019大会でも、市民ランナー、ボラン
ティア、観衆の皆さまの心に響く「東京がひとつになる日。」を提供します。

はじめに
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東京マラソンEXPO史上初のオープンスペースでの開催

東京を代表する観光スポットであり、日本最大級のエンターテインメントの一大拠点である

お台場オープンスペースでの開催が決定しました。

東京マラソンEXPOは、日本最大級のランニングトレードショー。

ランニングの最新ギアやアイテム、健康グッズ・ヘルスケア商品、

スポーツウエア・アクセサリーのようなファッションアイテムなどが

展示・販売されるとともに、様々なトレンドアイテムをその場で

体験でき、年齢・性別・国籍・職業・経験とは関係なく、

多くの人が楽しめるイベントです。

今回の東京マラソンEXPOの開催会場はお台場の屋外特設会場。

初めて“オープンスペース”での開催となる今回のEXPOは、ランナーやランニングファンだけではな

く、ファミリー層や若者、お台場に訪れる国内外の観光客などの来場が期待できます。これまで以

上に、幅広い層のコンシューマーにアピールできる絶好の機会といえます。

東京マラソンEXPO 2019に様々なジャンルの企業・団体様の参加を心よりお待ちいたします！

「東京マラソンEXPO 2019」に関して

●名称 東京マラソンEXPO 2019

●開催場所 お台場特設会場（お台場青海地区NOP区画）

東京都江東区青海2丁目

最寄り駅： ゆりかもめ 台場駅 徒歩5分

りんかい線 東京テレポート駅 徒歩7分

●開催期間 2019年2月28日(木) ～ 3月2日(土)

※2/28(木)、3/1(金) 11:00～21:00 【入場は20:30】

※3/2(土) 11:00～20:00 【入場は19:30】

●設営期間 2019年2月26日(火) ～ 2月27日(水) 9:00～21:00

※申込小間数によって時間が変動します。

●出展申込期間 2018年8月1日(水) ～2018年10月31日(水)

※出展申込に関する詳細はP.05以降を参照。

その他、「東京マラソンEXPO 2019」に関する詳細スケジュールはP.13を参照
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「東京マラソンEXPO 2019」会場環境

お台場エリアの特性

東京湾ウォーターフロントの中心に位置し、水辺や緑の空間、うるおいとやすらぎのある都市景観の創造をキー

ワードに開発されたエリアです。

さまざまな施設が集まるお台場エリアは、エンターテインメント、グルメ、ショッピングだけでなく、東京湾の海風を感

じながら、公園やビーチでの散歩、夕日・夜景も楽しむことができます。ファミリーから、若者、ご年配の方まで、多

くの人が訪れる日本を代表する観光スポットとして、近年では外国人観光客からの人気も急上昇中のエリアで

す。

「お台場青海地区NOP区画」とは

お台場青海地区NOP区画はフードフェス、モータースポーツ、花火大会など、季節により様々な人気イベントが

開催されています。イベントを実施してない期間、一部エリアを臨時駐車場として有料開放しています。
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「東京マラソンEXPO 2019」会場

会場ゾーニング イメージ会場ゾーニング イメージ

※ゾーニングは変更の可能性があります。

会場イメージ
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一般出展社 ブース仕様①

テント内の小間仕様

●テント内には照明器具(蛍光灯)が対角線状に設置されています。【下図参照】

●テントには空調設備はございませんのでご注意ください。

●雨天時に備え各自雨具などをご準備ください。(基本設備はテントの屋根のみとなります)

●開催時間終了後は、防犯のため「横幕」を設置します。
一度退出をされると、夜間にブース内に入ることができませんのでご注意ください。

●床上げの造作はございませんが、別途オプションにて「床上げ施工(約100㎜)」が可能です。

※オプション施工・レンタル備品等の詳細に関しては、出展社説明会にてご説明します。

テントサイズ 10m×10m / 高さ5.2m (開口部2.3m)

開催時間中

開催時間終了~翌日開催時間まで

※イメージとなります。

照明機器配置

テント外観

社名版



●9小間申込みの場合は、テント1棟貸しとなります。

※テント内のレイアウトは次ページをご参照ください。

●小間内の付属品は下記をご覧ください。
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一般出展社 ブース仕様②

申込小間形状に関して（テントブース）

平面図 （1小間の場合） 立面図

出展料金（テントブース）

１小間 ３m × ３m 壁面パネル(白)9枚、パラペット(白)、社名板、1.0kW使用料、
2口コンセント1ケ、アームスポットライト3灯

２小間 ６m × ３m 壁面パネル(白)12枚、パラペット(白)、社名板、2.0kW使用料、
2口コンセント2ケ、アームスポットライト6灯

３小間 ９m × ３m 壁面パネル(白)15枚、パラペット(白)、社名板、3.0kW使用料、
2口コンセント3ケ、アームスポットライト9灯

４小間 ６m × ６m 壁面パネル(白)18枚、パラペット(白)、社名板、4.0kW使用料、
2口コンセント4ケ、アームスポットライト12灯

６小間 ９m × ６m 壁面パネル(白)21枚、パラペット(白)、社名板、6.0kW使用料、
2口コンセント6ケ、アームスポットライト18灯

テント１棟 ９m × ９m 壁面パネル(白)27枚、パラペット(白)、社名板、9.0kW使用料、
2口コンセント9ケ、アームスポットライト27灯

一般出展社ブース

1小間
3m×3m（9㎡） 40万円(税別)

必要小間数は公式ウェブサイト
申込フォームにご入力ください。

テント一棟
9m×9m（81㎡）

300万円(税別)
※通常9小間:360万円から60万円OFF

必要小間数は公式ウェブサイト
申込フォームにご入力ください。

※申込多数の場合は、締め切り前にブース申込を終了する場合があります。
また、希望小間数に対応できない場合もありますので、早期申込みをお薦めします。

※テント一棟借りの場合でも、出展社の使用可能面積は9m×9m(81㎡)となります。
【10m×10mを全て使用できるわけではありません。】



3小間/6小間
レイアウト

テント１棟(9小間)
レイアウト

１小間/4小間
レイアウト

１小間レイアウト
1小間/2小間/4小間

レイアウト
1小間/3小間/4小間

レイアウト
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一般出展社 ブース仕様③

１小間

３m
×

３m

２小間

６m
×

３m

３小間

９m
×

３m

４小間

６m
×

６m

６小間

９m
×

６m

テント

１棟

９m
×

９m

1小間(3×3m) × ８ 1小間(3×3m) × 3

2小間(6×3m) × 2

4小間(6×6m) × 1

1小間(3×3m) × 2

3小間(9×3m) × 1

4小間(6×6m) × 1

基礎小間装飾規定/出展ルールなど

●出展製品を含むすべての装飾物は、自社ブース内に納めるように設計してください。

●テント部材(骨組み等)から、装飾物(バナー/ワイヤー等)を吊り下げることはできません。

●装飾の高さ制限は2.4mとなります。(オプションで床上げ工事を申し込んだ場合、床を含めた高さが2.4mとなります。)

●テント外へ突出物(霧/照明などブース外に噴出・照射)を取り付けることはできません。

●会場床(アスファルト)へのアンカーの打設、杭打ち等はできません。

●閉場後は、横幕を張りますが貴重品等は各自保管/管理にてお願いします。

●他の出展社や近隣施設に迷惑がかからないよう考慮し、スピーカ音量について制限をさせていただきます。

※音量規定は、ブースから5m離れた場所で測定した数値が、必要最小限度の60dB以内を基本とします。

●ブース内の図面を事前に事務局までご提出いただきます。【開催日1ヶ月前を目安】

基礎小間装飾規定/出展ルール(全出展社対象)

●システムパネルはリース品です。出展社による損傷については弁償していただきますのでご注意ください。

●パネルに直接、釘や鋲類を打つことはできません。また、パネルおよびポールへの加工、切り接ぎ等もできません。

●供給電気容量以上の使用や接続機器類の漏電等に起因し生じた周辺停電によって他出展社へ損害が発生した
場合は、起因となったご出展社の弁済とさせていただきます。

●給排水設備はございませんのでご注意ください。

●開催中の荷物搬入出(台車での移動)はできません。

注意事項

1小間(3×3m) × 5

4小間(6×6m) × 1

3小間(9×3m) × 1

6小間(9×6m) × 1

9小間(9×9m) × 1

テント内小間レイアウトパターン ※申込状況によってレイアウトは変動します
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一般出展社 ブース仕様④

申込小間形状に関して（フラットブース）

一般出展社ブース
（フラットブース）

1小間
3m×3m（9㎡） 30万円(税別)

必要小間数は公式ウェブサイト
申込フォームにご入力ください。

※10小間以上購入の場合は割引特典があります。詳しくは事務局までお問い合わせください。

※申込多数の場合は、締め切り前にブース申込を終了する場合があります。
また、希望小間数に対応できない場合もありますので、早期申込みをお薦めします。

テントブースでは出展が難しい場合、「フラットブース」での出展申込が可能です。

テントブースにおける各種規制や食品衛生法・薬事法などの各種法令によってテントブースでの出展が不可能な場合、

「フラットブース」への出展申込が可能です。

例）ケータリングカーやステージカーなどの車両による出展、ランニング体験スペースなど

出展料金（フラットブース）

●1小間＝3m×3m(9㎡)

●1小間単位での申込みとなります。

申込小間数の制限はありませんが、申込状況によって小間数調整をさせていただく場合があります。

●ブースの形状は、正方形もしくは長方形とし、凹凸があるなど変形小間での出展は不可とします。

出展可能な基本小間形状は以下の通りです。(20小間以上の場合は事務局にお問い合わせください。)

出展申込単位/ブース形状など

※ブースレイアウトの都合上、事務局にて形状を調整する場合がございます。

※メイン導線等に接する「辺」の指定はできません。原則として、メイン導線に接する辺は「短い辺」としますので予めご了承ください。

1小間 3.0m×3.0m 7小間 9.0m×7.0m 13小間 13.0m×9.0m

2小間 6.0m×3.0m 8小間 9.0m×8.0m 14小間 12.0m×10.5m

3小間 9.0m×3.0m 9小間 9.0m×9.0m 15小間 12.0m×11.25m

4小間 6.0m×6.0m 10小間 10.0m×9.0m 16小間 12.0m×12.0m

5小間 7.5m×6.0m 11小間 11.0m×9.0m 18小間 13.5m×12.0m

6小間 9.0m×6.0m 12小間 12.0m×9.0m 20小間 15.0m×12.0m

●1小間あたり ＝ 1.0kW使用料、2口コンセント1ケ

※壁面パネル、パラペット、社名版、アームスポットライトは付帯しません。

付帯設備

●テントブース内でも実施可能だと事務局が判断した場合、テントブースに変更させていただくことがあります。

●施工をする際は、建築確認申請の必要がなく、なおかつ安全管理が担保できるものに限定いたします。

●食品衛生法・薬事法などの各種法令により、ユニットハウス等の施工をご検討の出展社様は、事務局へ

ご相談ください。（※ユニットハウス等は、自社でのお持ち込みはできませんので、必ず事務局へご連絡ください。

詳細をご説明いたします。）

●会場床(アスファルト)へのアンカーの打設、杭打ち等はできません。

●造作物の高さについては、4m未満とします。

●車両を使用して出展することは可能ですが、開催期間中はエンジンの停止が必須条件となります。

その他、出展に関する規制に関して
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出展申込に関して①

ランニングスポーツ関連又は東京都のシティ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

及び商社、情報媒体業者、組織団体等が出展可能です。

出展に際しては内容審査があります。事務局にて出展内容をご確認させていただき、出展可否を判断させてい

ただきます。

会場変更に伴い、今まで出展可能だった内容も出展不可となる場合がありますのでご注意ください。

出展条件

オフィシャルゾーン
東京マラソン2019のオフィシャルパートナー、共催メディアなど、東京マラソンの関係団体が出展するゾーン。
※このゾーンでは東京マラソンオフィシャルパートナーの契約カテゴリーと競合する内容のブース展開を行うことはできません。

一般出展社ゾーン
一般申込みをした企業・団体が出展するゾーン。
※このゾーンの出展に関しては、競合排除は行いません。

東京マラソンEXPO 2019出展エリアは、大きく「オフィシャルゾーン」「一般出展社ゾーン」に分かれます。

出展エリア

出展申込方法

公式ウェブサイトより、必要事項を入力の上、お申込みください。東京マラソンEXPO 2019の開催趣旨にそぐわ

ないと主催者が判断した場合(上記出展条件等を満たさない企業・団体による出展申込み等)は、出展をお断

りする場合がございますので、予めご了承ください。

出展申込公式ウェブサイト https://www.marathon.tokyo/events/expo/

出展に際しては、1ブース1ブランド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

ランドが申込小間を使用する「共同出展」が可能です。「共同出展」の場合には、同一小間内に、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。また、「共同出展」の際には幹事会社1社を決定し、出展料

金やその他必要経費の支払いは幹事会社が行うものとします。共同出展エリア

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。

【第１次締切】 2018年9月30日(日) 24時

【第２次締切】 2018年10月31日(水) 18時

※申込期間に関わらず予定小間数に達した時点で申込みを締め切らせていただきます。

※申込登録日により小間位置抽選順を決めさせていだだきます。（P.10 「早期申込メリットに関して」参照）

申込締切日

出展料は、東京マラソンEXPO 2019出展社事務局からの請求書に記載の指定銀行口座にお振
込ください。

出展料振込は、請求書に記載の期日を厳守してください。支払期日は、8月・9月の申込みの場合
は申込月の翌月末、10月申込みの場合は11月16日(金)までとなります。

なお、手形によるお支払いはお断りいたします。また振込手数料は出展社のご負担となります。

出展料の
お支払

既に申し込まれた小間に対する変更又は取消しについては、すべて書面にてその理由を明記し、主
催者へ提出、承認を得てください。

出展確定後の変更・取消しについては以下の取消料を申し受けます。

出展の
変更・取り消し

※出展確定日とは、事務局より出展確定書を発送した日を指します。
確定書の発送は、申込み後、1ヶ月程度かかります。

1 出展確定日(※) ～ 2018年11月16日(金)までにキャンセルの場合 小間料金の50％

2 ご入金後、2018年11月17日(土)以降にキャンセルの場合 小間料金の100％

3 出展確定日(※) ～ 2018年11月16日(金)までにご入金の確認ができない場合
出展取り消し
小間料金の100％



10

出展申込に関して②

テント内小間レイアウトを含む、会場レイアウトの決定は、小間数、出展内容等を考慮のうえ、主催者の一任と

させていただきます。

※出展社説明会にて、会場レイアウトの発表を予定しています。

※同じ小間数の出展社に関しては、出展社説明会時に抽選を行い決定します。

ブース位置の
決定について

9月30日までにお申込みいただくと、10月1日以降にお申込みいただくより、小間位置抽選にて優遇されます。

申込日により、小間位置抽選順は、下記の通りとなります。

早期申込
メリットに関して

(一般出展社ゾーンのみ)

申込日 ～9月30日 10月1日～10月31日

抽選順 第1次抽選グループ 第2次抽選グループ

※上記の表に当てはまらない場合は「抽選権利なし」とし、小間位置は事務局にて決定いたします。

例）2小間申込が複数あった場合

A社
(2小間)

8/5申込

B社
(2小間)

8/30申込

C社
(2小間)

9/15申込

D社
(2小間)

9/30申込

E社
(2小間)

10/1申込

F社
(2小間)

10/5申込

G社
(2小間)

10/20申込

H社
(2小間)

10/31申込

第1次抽選グループ
A社・B社・C社・D社

選択順位①～④の抽選を行い、

出展位置を決定

第2次抽選グループ
E社・F社・G社・H社

選択順位⑤～⑧の抽選を行い、

出展位置を決定
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出展申込にあたっての留意事項①

飲食物の提供について

●ブース内にて調理行為はできません。密封状態で、最終加熱のみに限定されるものであれば、
出展(販売・無償提供)が可能です。

※ブ－ス内で、仕込行為があるものは不可となります。

●缶・ビン・ペットボトル・ウォーターサーバーでの提供

未開封の状態での、展示・販売・無償提供が可能です。

開封して試飲等を行う場合は、18ℓ以上のタンク（手洗い可能なコック付き）及び、受けバケツを必ず用意して

ください。（ ※保健所へ申請を行い、追加条件があれば従ってください。）

粉末状のサンプル材を水などに溶かして提供する場合上記と同条件に加えて、さらに詳細の条件がありますので、

事務局にご相談ください。

●飴やサプリメントに関しては、個別包装がされており、食品表示法の基準を満たしたものであれば、

出展(販売・無償提供)が可能です。

個別包装がされていない製品は、皿・ボウルなどに出して提供することも可能ですが、下記条件を満たすことが

必須となります。下記条件を満たしても、許可が得られない場合もありますので予めご承知おきください。

≫ ブース内への給排水設備の設置

≫ 市販容器・パッケージから出す際に、手をふれたり、カットしたりなどの行為を行わない

≫ 包装やパッケージは開催期間終了まで保管しておくこと

会場変更に伴い、出展ブースでの展開にも様々な制限が設けられています。
過去に出展経験のある出展社の方は特にご注意ください。

医薬品・医薬部外品の提供について

●薬局用医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品(第一種/第二種/第三種)の出展(販売・無償提供・タッチ＆

トライ)は厳しい条件がありますのでご注意ください。

また、自由にふれることのできるテスターの設置等も不可となります。

●医薬部外品、化粧品に関しては、出展(販売・無償提供・タッチ＆トライ)が可能です。

また、保健所への届け出・申請は不要です。

ただし、ブ－ス内で取り扱う商品・展示物として、事務局に届け出をいただきます。

●医療機器(絆創膏、ガーゼ、家庭用磁気治療器など)に関しては、出展(販売・無償提供・タッチ＆トライ)が可能

です。
ただし、保健所への事前申請が必要となります。

医薬品・医薬部外品の出展、サンプリング等を実施される場合は、
出展社にて管轄保健所（江東区保健所/TEL：03-3647-5855）に直接ご確認いただいています。
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出展申込にあたっての留意事項②

出展社説明会

出展社説明会を2018年11月20日(火) 14時(予定)から、TFTビル(有明)にて行います。

出展に関する詳細ルール、装飾規定、各種申請等に関しましては、出展社説明会で「出展の手引き」をお渡しし、
ご説明します。

東京マラソンの呼称・ロゴの使用について

オフィシャルパートナー以外の企業・団体は、東京マラソンの呼称・ロゴの使用は一切できません。

東京マラソンの呼称・ロゴを使用できるのは、東京マラソンのオフィシャルパートナーのみとなりますのでご了承ください。

東京マラソン2019を想起させるイラストや文言によるプロモーションについても禁止となります。

また、一般出展社に関しては、「東京マラソンのナンバーカード」に関連付けたプロモーション（例えば、ナンバーカード
をお持ちの方限定でプレゼントを進呈するなど）もできませんのでご注意ください。

なお、東京マラソンEXPO 2019の呼称・ロゴに関しては、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、出展社説明会にてご説明いたします。

■海外からの出展について

海外から展示物や配布物を送る場合は、EXPO開催の前日2019年2月27日(水)日時指定にて自社出展ブー
ス宛で発送(自社ブース名明記)し、荷物は各出展社が責任を持って受け取るようにご手配をお願い致します。出
展社事務局では事前に出展社様の荷物をお預かりしたり、代理で受け取ることはできません。原則として発送から
受取まですべて出展社の責任で行っていただきます。主催者・事務局は荷物輸送契約、通関業務、それらに関わ
るすべての代理店契約に対し、一切関与することができませんのでご了承ください。尚、通関等の手続きには予想
以上の時間を要する場合がございますので余裕を持ったスケジュールでご手配ください。

12

火気の使用、危険物の持込みについて

●裸火に関して
会場内、ブース内では、裸火の使用は一切禁止です。

●危険物に関して
危険物（スプレー等）の持ち込みは、事前に必ず事務局へ申請を行ってください。
会場、所轄消防署と協議し、許可が下りたものについては、未開封の状態に限り、展示、配布、販売が可能です。
テントブース内でのスプレーの噴霧や危険物を使用した実演は禁止です。
フラットブースでは、会場、所轄消防署と協議の上、許可が下りたものに限り、スプレーの噴霧や実演が可能です。

※以上、いずれの場合も、成分や量によって持ち込み・使用に制限や条件がある場合がございます。
事前に必ず事務局へご連絡ください。

※水素水など、「水素を含む製品」も危険物に該当しますので十分ご注意ください。
※危険物かどうかの判断に不安がある場合は、必ず事務局までご連絡ください。

展示会の開催中止、開催期間・時間の短縮について

主催者は、荒天（降雨・降雪・強風等）や、地震、水害等の天変地異、火災、その他やむを得ない不可抗力に
より、展示会の中止、または開催期間・時間の短縮をする場合がございます。

上記による出展料や、出展に関わる一切の返金は行いませんので、ご了承ください。
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出展関連スケジュール

東京マラソンEXPO 2019 東京マラソン2019

●7月2日(月) 寄付及びチャリティランナー申込受付開始

※寄付金のみは2019年3月31日(日)

●8月1日(水) 一般ランナー申込受付開始8月1日(水)

東京マラソンEXPO 2019出展申込受付開始

●8月31日(金) 一般ランナー申込受付締切り

●9月下旬 一般ランナー抽選結果発表・通知

10月31日(水) 18時 申込締切り

出展申込期間

8月1日(水) ～ 10月31日(水)

●第1次締切 9月30日(日)

●第2次締切 10月31日(水)

11月20日(火) 14時 出展社説明会(TFTビル)

11月末(予定) 申請資料 提出締切①

※詳細規定の説明、ブースレイアウト発表、ブース位置抽選

≫ 印刷物・ウェブ掲載用 正式出展社名・PR文章の提出

12月上旬 公式ウェブサイトにて出展社一覧掲載

≫ 施工系申請書類、オプション申込締切

●2月 東京マラソン2019 参加案内送付

●2月 東京マラソンウィ－ク(予定)

●3月2日(土) 前日祭
・ファミリーラン ・フレンドシップラン ・丸の内仲通りイベント

3月3日(日)

大会当日

1月下旬(予定) 申請資料 提出締切②

2月26日(火) ～ 2月27日(水)

東京マラソンEXPO 2019 設営日

2月28日(木) ～ 3月2日(土)

東京マラソンEXPO 2019

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

2018年

2019年

●2月28日(木)～3月2日(土) ランナー受付
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出展規約

1. 出展申込みと契約の成立
出展希望者は、本出展規約を遵守することを承諾した上で、申込

書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、展示会の主旨に適合するものと考えられる出

展物を展示する出展希望者に対してのみ、「出展確定書」と「請

求書」を発行いたします。出展社と主催者との出展契約は、この

「出展確定書」を発送した時点をもって成立するものとします。

2. 出展料の支払い
出展社は「請求書」に記載の指定日までに、出展料の支払いを完

了するものとします。指定された期日までに出展料の入金が確認さ

れない場合は、出展契約を取り消すことがあります。国や地方自治

体などの助成金を活用して出展する場合、助成金の交付が展示

会開催後であっても、出展料は全額を指定された期日までに支払

うものとします。

3. 出展の変更・取消し
出展の取消しまたは出展申込みに際して申込んだ展示スペース

(以下、「小間」といいます)の変更については、すべて文書にその理

由を明記し、主催者に提出してください。出展確定後の取消し・変

更については、書面の主催者への到達日が、以下の期間に当たる

場合、取消料を申し受けます。

【1】 出展確定日～2018年11月16日(金)まで＝小間料金50％

【2】 2018年11月17日(土)以降＝小間料金100％

出展社が、上記相当金額を取消しの時点で支払っていない

ときは、ただちにこれを支払うものとします。。

4. 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

招聘保証書・招聘理由書を出展社に対して発行しないものとしま

す。

5. 査証の取得
海外の出展社が、査証の取得を必要とする場合は、招聘保証

書・招聘理由書を含む必要書類は出展社の責任において作成、

手続きを行ってください。この書類作成について、主催者は、「出

展確定書」以外の書類を発行しないものとします。また、日本国

大使館または領事館から査証が発給されず、出展社が出展でき

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. 小間の転貸などの禁止
出展社および申込者は、契約した小間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ないものとしま

す。

7. 小間位置の決定
小間位置の決定方法は、小間数、出展内容等を考慮のうえ、主

催者の一任とさせていただきます。

8. 小間の使用方法
(1)宣伝・営業活動はすべて小間の中で行われるものとします。小

間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、

出展社は、宣伝活動のために小間近くの通路が混雑することが

ないように責任を持つものとします。

(2)出展社は他の小間に隣接している場所では、隣接する小間を

妨害する形で自社の小間を施工しないことに同意するものとし

ます。隣接の小間から苦情が出た場合、主催者は展示会運営

上小間の装飾に変更が必要であるかどうかを判断します。主催

者が変更を必要と認めた場合は、出展社はその判断に従い、

装飾の変更を行ってください。出展社同士のトラブルについては、

主催社は一切関与いたしません。

(3)装飾物の高さは、後日主催者から「出展の手引き」により通知

される範囲内にて行われるものとします。装飾物などはいかなる

場合も割り当てられた床の範囲を超えてはならないものとします。

東京マラソンEXPO 2019出展社事務局

〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟1階 一般財団法人 東京マラソン財団内
TEL:03-6380-7348（受付時間10:00～18：00/土・日・祝日を除く） E-mail: expo@tokyo42195.org

(4)主催者は、その音・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を制限し、また、主催者の立場から

みて、展示会の目的に適合しない展示物を禁止または撤去す

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があると考える性質のものすべてに及ぶも

のとします。

(5)出展社は(4)の制限または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、その際これらの変更・制限によって生ず

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

することはできません。

9. 出展品目・条件
(1)出展品は「出展条件」に定められた出展品目に限定されるも

のとします。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、

出展社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。

10. 保証条項
出展社は主催者に対し、東京マラソン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。

11. 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社

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。

12. 出展物等の設置および撤去
(1)出展物等の会場への搬入と設置は、後日主催者からの「出展

の手引き」により通知される時間内に行われるものとします。小

間内の出展物設置は、開会の前日午後9時までに完了されな

ければならないものとします。出展社が開会の前日午後9時ま

でに自社の小間を占有しなければ、主催者は契約が解除され

たものとみなし、当該場所を主催者が適切と考える方法で使用

できる権利を有します。その際、主催者は、出展料の返金はい

たしません。

(2)会期中の出展物の搬入、移動、搬出の際は、出展社は、必

ず主催者の承認を得た後にその作業を行うこととします。

(3)小間内の出展物及び装飾物などは、会期最終日24時までに

撤去されなければならないものとします。その時までに撤去され

ないものは出展社が所有権を放棄したものとみなし、主催者が

撤去します。撤去費用は出展社の負担とします。

(4)「出展の手引き」により通知される時間外で作業を行いたい場

合、事前に事務局への申し出が必要となります。またその場合、

時間外作業費として1時間あたり10万円(税抜)を徴収いたし

ます。

13. 契約の解除
(1)主催者は「出展確定書」を発行した後でも出展社に次の各号

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8項(小間の使用方法)及び規約９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出展社の出展品が規約10項の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、東京マラソンEXPOの正常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

とき。

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、出展社は以下

の事項を異議なく承認するものとします。

①東京マラソンEXPO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、小間を原

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出展社が解除に応じなかったことに起因して主催者が第三

者から損害賠償などを請求された場合、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、主催者の発行する発行物、会場

内掲示について出展社の該当記事を削除する等の措置をとる

ことができるものとします。

14. 損害賠償
(1)出展社は、自己またはその代理人の不注意その他によって生じ

た会場設備または展示会の建造物の損壊、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)出展社は主催者に対し、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

経費及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出展社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(出展社ととも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、主催者は出展社の意思拘束されないものと

します)。

15.展示会の開催中止、開催期間の短縮について
主催者は、荒天（降雨・降雪・強風等）や、地震、水害等の

天変地異、火災、その他やむを得ない不可抗力により、展示会の

中止、または開催期間・時間の短縮をする場合がございます。

上記による出展料や、出展に関わる一切の返金は行いませんので、

ご了承ください。

16. 規約の遵守
出展社は、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。さらに、出展社は主催者が

定めるすべての規約・規定等を本展示会の利益保護のためと解釈

し、その実行に協力するものとします。

17. 準拠法
本契約の準拠法は、日本法とします。

18. 使用言語
本契約の使用言語は、出展社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。

19. 合意管轄裁判所

本契約に関する紛争の管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。

2018年7月30日改訂
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よくある質問①

出展のお申込みについて

申込期間は2018年8月1日(水) から 10月31日(水)までです。

【第１次締切】 2018年9月30日(日) 24時

【第２次締切】 2018年10月31日(水) 18時

申込期間に関わらず予定小間数に達した時点で申込みを締め切らせていただきます。

また申込日により小間位置抽選順を決めさせていただきます。

詳しくは、P.10 出展申込について②「早期申込メリットに関して」をご参照ください。

Q.1 出展の申込期日(締切)はいつまでですか？

A.

既に申込まれた小間に対する変更又はキャンセルについてはすべて文章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・取消しについては以下の取消料を申し受けます。

Q.2 出展申込完了後の小間の申込内容の変更、キャンセルはできますか？

A.

※出展確定日とは、事務局より出展確定書を発送した日を指します。確定書の発送は、申込み後、1ヶ月程度かかります。

ブースの場所をご指定いただくことはできませんのでご了承ください。

申込小間数が同数で複数社の場合、出展社説明会に於いてブース位置の抽選を実施いたします。

抽選順はお申込日順となります。詳しくは、P.10 出展申込に関して②「早期申込メリットに関して」をご参照ください。

Q.3 ブースの場所を指定した場所にしてもらえますか？

A.

東京マラソンEXPO 2019では、原則、申込小間数によって形状を決めさせていただいています。

詳しくは、P.07 一般出展社 ブース仕様③「テント内小間レイアウトパターン」をご参照下さい。

※ブース配置の段階で、事務局都合にて規定形状とは異なるブースの設置をお願いする場合もございます。

Q.4 複数小間を申込みの場合、ブースのレイアウト希望はできるか？ 【例:横一列，長方形等】

A.

出展社説明会後、事務局にて各種備品に、映像・音響機材、パソコン等を有料にて申込みを受け付けます。

申込期限は設けますが、EXPO設営中、開催期間中、会場に於ける備品の追加手配も可能です。

ただし、設営中・開催期間中に手配できるものは限られますのでご注意ください。

出展社独自に手配することも可能です。

※詳細に関しては、出展社説明会にて資料を元にご説明いたします。

Q.5 テーブルや展示台等の備品の追加方法は？

A.

一般出展社ゾーンにはインターネット回線の引込ができません。

各出展社にて、Wi-Fi回線などをご用意ください。

※Wi-Fi端末等は、事務局にて別途オプションでお申込みいただくことが可能です。

Q.6 会場で、インタ－ネットをブースに引き込むことはできますか？

A.

1 出展確定日(※) ～ 2018年11月16日(金)までにキャンセルの場合 小間料金の50％

2 ご入金後、2018年11月17日(土)以降にキャンセルの場合 小間料金の100％

3 出展確定日(※) ～ 2018年11月16日(金)までにご入金の確認ができない場合
出展取り消し
小間料金の100％
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よくある質問②

展示について(1)

前日搬入時間からイベント当日にかけて、会場には夜間警備員が常駐いたします。

ただし、主催者側では展示物に関して保険等はご用意しておりませんので、出展社のみなさまご自身の責任において管理し
ていただきますようお願いします。

特に、前日搬入をご利用いただく場合は、上記の点をご了承ください。高額商品、貴重品に関しては、会場に残さず、お手
元で管理いただくことをおすすめします。

また、開催期間終了後は、防犯のため「横幕」を設置します。一度退出をされると、夜間にブース内に入ることができませんの
でご注意ください。

Q.1 前日搬入時間からイベント当日にかけて展示商品等の管理はどのようになっているのでしょうか？

A.

可能です。

ただし、他の出展社や近隣施設に迷惑がかからないよう考慮し、スピーカ音量について制限をさせていただきます。

音量規定は、ブースから5m離れた場所で測定した数値が、必要最小限度の60dB以内を基本とします。

スピーカー等で音を出せるのは、各日10:00~20:00までとなります。

なお、楽曲使用の場合JASRAC等への申請は各社様でお願いします。

Q.2 音楽は流すことはできますか？

A.

開催日前日・2月27日(水) 9:00に通電を開始する予定です。ただし、工事の進行状況により、遅れる場合もございますの
でご了承ください。詳しくは、出展社説明会にてご説明いたします。

前日は会場全体が設営段階にありますので、展示作業中に「電気の配線作業」を行わせて頂く可能性があります。

そのため、設営中に突然通電が停止する可能性も考えられますので、十分ご注意下さい。

パソコンやビデオを使用する方は、バックアップをご用意いただくことをお勧めさせていただいています。

Q.3 前日搬入時間にもブースにて電気を使用できますか？

A.

開催期間本番中のブース照明に関しては、テント内に蛍光灯を設置します。詳しくは、P.05一般出展社 ブース仕様①「テン
ト内の小間仕様」をご参照ください。

夜間、曇天時には屋外照明(街灯)を点灯し、会場全体の照度を確保するとともに、各テントからの“地明かり照明”を計画し
ています(内容検討中)。 詳細は、出展社説明会にて資料を元にご説明いたします。

Q.4 開催期間中の照明はどうなっていますか？

A.

可能です。

ただし、物販を行なう際には、事務局への届出が必要となります。

詳細は、出展社説明会の際に資料を元にご説明いたします。

Q.5 物販は可能ですか？

A.

できません。

サンプリングを含む展示・実演は全て自社ブース内で行ってください。

他の出展社に迷惑を及ぼさないように充分注意してください。

また、サンプリング時に発生する待機列等は小間内に収めていただきますようお願いいたします。

場内来場者安全確保の観点より、通路スペース上での待機列利用、PR活動は固くお断りいたします。

Q.6 ブース外でのサンプリングは可能ですか？

A.
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よくある質問③

展示について(2)

施工物の高さ制限、避難通路確保のためのレイアウト制限等、各種装飾規定がございます。P.07 一般出展社 ブース仕様
③「基礎小間装飾規定/出展ルールなど」をご参照ください。また、安全上問題があると考えられる施工・装飾および危険物
の使用等は行えません。

詳しくは、出展社説明会にて資料を元にご説明いたします。

東京マラソンEXPO 2019の一般出展社は、東京マラソン2019の呼称・ロゴを使用することはできません。また、EXPO内で
の造作物等だけでなく、プロモーションツール、広告全般、映像関係、商品、販売物、MCによるナレーション等に関して、東京
マラソン2019の呼称・ロゴは一切使用することができませんので、ご注意ください。東京マラソン2019を想起させるイラストや
文言による表現についても禁止となります。なお、一般出展社に関しては、「東京マラソンのナンバーカード」に関連付けた販
促施策(例えば、ナンバーカードをお持ちの方限定でプレゼントを進呈するなど)もできませんのでご注意ください。

その他のロゴ使用にあたっての使用制限等は出展社説明会時にて資料を元にご説明いたします。

Q.7 装飾に関して何か規制はありますか？

A.

可能ですが、制限があります。

詳しくは、P.11 出展申込にあたっての留意事項①「飲食物の提供について」をご参照ください。P.11に記載はありませんが、
においの強いものの提供はお断りをする場合があります。

なお、実施内容により、保健所への個別確認が必要となります。詳細は出展社説明会にて資料を元にご説明いたしますが、
飲食提供をお考えの際には事前に事務局までお問い合わせください。

※食品の無料配布・試食等を行う場合には、保健所の判断により、水道設備設置が義務付けられる場合がございます。

基本的には、封をされた食品（ペットボトルや密封された容器・袋に入ったもの）を配付する場合には、

水道設備は必要ありませんが、食品の無料配布・試食等を行う場合には、必ず事務局までご相談ください。

※会場内での飲食の配付に伴い発生する容器等のゴミは出展社にて処理をお願いします。

Q.8 飲食の提供は可能ですか？

A.

一般出展社ゾーンでのアルコール飲料の提供は可能です。ただし、P.11「飲食物の提供」、ならびに上記「Q.8 飲食物の提
供」に記載の通り、カップ等に移しての提供、開封しての提供は不可となります。

詳細は、出展社説明会にて資料を元にご説明いたします。

アルコールの提供をご検討の際は事務局までお問い合わせください。

Q.9 アルコール飲料の提供は可能ですか？

A.

テント内、出展ブースに収まる車両であれば出展・展示が可能です。

ただし、本番開催期間中、エンジンを始動させることは一切禁止となります。電気が必要な場合は、別途お申込みが必要で
す。

高さなど出展制限で不明な点がある場合は、事務局までお問い合わせください。

Q.10 車両展示、車両を使用した出展はできますか？

A.

EXPO会場内で水を使用することは可能です。

ただし、給排水設備を設置することはできませんので、サンプリングなど、商品を冷やすためのクーラーボックスなどの水は各出展
社にてご用意ください。

また、屋外となりますが、水漏れなどによる他の出展ブースに影響が生じた際は、出展社の責任においてご対応ください。

Q.11 水の使用はできますか？ 【例：クーラーボックスで使用、ブース利用の飲料利用、器等の洗浄利用】

A.
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よくある質問④

展示について(3)

あります。

不測の事態等を未然に防ぐため、スタートエリア及びコース上に持ち込める物品等に関して制限があります。

東京マラソンEXPO 2019に出展は可能ですが、東京マラソン2019大会当日に持ち込めない物品等(水筒等、ビン、缶、
ペットボトルなど)があります。詳しくは東京マラソン2019の公式ウェブサイト(https://www.marathon.tokyo/faq/)を

ご参照ください。

Q.14 東京マラソン2019大会当日に、持ち込みが規制されているものはありますか？

A.

原則、火気の使用はできません。

テントブースでは、裸火の使用は一切禁止となります。

フラットブースへの危険物品の持込み・裸火等の使用は、会場・所轄消防署と協議し、承認の上で許可されます。

また、危険物に関して、テント内での危険物の展示は一切禁止となります。

フラットブースにおいて、実演のためやむをえない場合、また商品展示のために危険物に該当するものを持ち込む場合には、会
場・所轄消防署と協議し、承認の上で許可されます。

※水素水など、「水素を含む製品」も危険物に該当しますので十分ご注意ください。

Q.12 火気の使用はできますか？

A.

■出展不可なもの（例）

・ガスコンロ/ガスバーナー ・花火/爆竹 ・火を使った演出行為 ・揚げ物をする際の油(調理行為が不可なため)

■消防署の承認が必要なもの（例）

・中毒等のガスを発生させる可能性のある化合物等 ・リラクゼーション等で使用するオイル

・水素系の製品

■消防署の承認が必要ないもの（例）

・電熱器/ＩＨヒーター（電熱器/ＩＨヒーターを使用して、裸火を発生させる行為は不可となります）

危険物等の一例

今回、出展社用の共有控室はありません。

控室が必要な場合は、有償のストックルームを借りるなど、出展社にてご手配ください。

Q.15 出展社控室はありますか？

A.

期間中会場内に有償で出展社専用のストックスペースをご用意いたします。

展示物品のストックをはじめ、出展社の控室としてもご利用いただけます

Q.16 出展社のストックスペースはありますか？

A.

小間内の清掃は、各出展社にて行ってください。

また、展示装飾、施工、撤去の際に発生した残材・廃材などは、各出展社の責任をもってお持ち帰りください。

オプションとして、清掃、残材・廃材処理などをお申込みいただくことも可能です。

展示廃棄物・使用済みの資材などを決められた時間内に撤去・搬出しない場合は事務局で処理いたしますが、その費用は
全額、出展社へ実費請求となりますのでご注意ください。

Q.13 開催期間中の清掃・ゴミはどう処理すればよいですか？

A.
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よくある質問⑤

設営・撤去に関して

設営は、2019年2月26日(火) ～ 2月27日(水) 各日9:00～21:00を予定しています。

ただし、26日(火)9:00~13:00までは、6小間・テント1棟でお申込みの出展社とさせていただく予定です。

また、撤去は開催期間本番終了後、2019年3月2日(土) 20:00～24:00を予定しています。

詳細は出展社説明会にてお知らせいたします。

Q.1 設営・撤去の日程・時間を教えてください。

A.

規定時間外作業は有料となります。費用に関しては、詳細は出展社説明会にてお知らせいたします。

なお、夜間(20時以降)は、大きな音が出る作業は一切禁止となります。

大きな音が出る作業に関しては、規定時間内に行っていただくか、2月27日(水)・2月28日(木)・3月1日(金)の早朝6時
~9時の規定時間外にて有料作業をお願いします。

※規定時間外の作業費用は「1時間/10万円(税抜)」となります。

Q.2 規定時間外の作業はできますか？また、夜間作業はできますか？

A.

ブース横まで進入することが可能です。ただし、設営・撤去時の状況によって、ブース横まで進入することができない場合があり
ますので、予めご了承ください。

なお、進入可能な車両は4t車までとなります。

Q.3 設営・撤去時に、運搬車両はどこまで入れますか？

A.

利用可能です。

設営時に関しては、あらかじめ指定された宛先に送付いただくことで当日会場にて受け取りができます。ただし、到着日は設
営期間中とし、各出展社が責任を持って受け取れるようにご手配をお願いいたします。開催期間中の受取りも可能ですが、
来場者の安全を優先するため、車両や台車での運搬を制限する場合がありますのでご注意ください。

また、撤去時(3/2)に関しては宅配カウンターの設置はありません。ただし、事務局サービスとして、着払伝票を貼り付け「指
定の場所」にお持込みいただいた荷物を一時お預かりし、翌日宅配会社に引き渡すことを検討しています。なお、その際の荷
物の紛失・破損に関して、事務局では一切の責任を負いませんので予めご了承ください。

詳しくは、出展社説明会にてご案内いたします。

Q.4 宅配便による搬入・搬出サービスは利用できますか？

A.
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よくある質問⑥

会場に関して

主催者による駐車場の用意はございませんので、近隣の有料駐車場をご利用ください。

詳細は出展社説明会にてお知らせいたします。

Q.1 開催期間中、車で会場へ行こうと思うのですが、駐車場はありますか？

A.

主催者による駐車場の用意はございませんので、近隣の有料駐車場をご利用ください。

詳細は出展社説明会にてお知らせいたします。

Q.2 バイクの駐車場はありますか？

A.

開催期間中、会場内の救護室に看護師が常駐しています。

Q.3 医師は常駐していますか？

A.

貴重品ボックス(セーフティーボックス)のご用意はございません。

貴重品は必ず身につけていただき、各自で管理いただきますようお願いいたします。

Q.5 貴重品ボックス(セーフティボックス)はありますか？

A.

ペット専用キャリー･ゲージ等(直接ペットが露出しないもの)を利用されてのご来場をお願いいたします。

Q.6 ペットは連れて行けますか？

A.
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よくある質問⑦

その他

運営事務局とは関係なく、ウイルスが差出人名としてWebページや感染PCのアドレスブックから取得した運営事務局のメール
アドレスを使用する可能性があります。皆様には各自、ウイルス対策を行っていただけますようお願いいたします。

なお、運営事務局よりメールをお送りする際には、必ず日本語のタイトルをつけてお送りしています。英語のみのタイトルでお送
りすることはありません。 ※海外出展社は除く

Q.1 アドレスにウイルスメールらしきメールが届いたのですが？

A.

主催者側は出展社の金銭のトラブルには一切関与いたしかねます。

「保障」等はございませんので、貴重品や商品、商品収益金の管理は出展社のみなさまでご注意いただけますようお願いいた
します。

Q.2 開催期間中に売上金や展示商品が盗難に有った場合、保障等はあるのでしょうか？

A.



東京マラソンEXPO 各種データ
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来場者データ①

●出場する約38,000人が必ず来場！
※東京マラソン2019の定員は、前回大会より2,000人増となる38,000人で実施いたします。

●出場するランナーを含め約100,000人を越える方が来場！

来場者の性別比率

70.6%

29.4%

男性

女性

来場者の男女比は 7：3

来場者の年齢

10-19歳 0.5%

8.0%20-29歳

30-39歳

40-49歳

50-59歳

60歳以上

19.9%

41.7%

26.1%

0.5%

来場者の推移

2008年

2009年

19.9%

41.7%

26.1%

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

74,188

83,493

80,849

85,920

83,160

81,082

96,273

103,330

111,742

114,848

116,073

※来場者数は、来場者導線や計測ポイントが変わっているため参考数値となります。

※東京マラソンEXPO 2007(2日間)＝ 51,970人 【東京ドーム(入場規制あり)】

※2008年以降は東京ビッグサイトにて開催。

※東京マラソンEXPO 2018 および 過去実績データ参考



24

来場者データ②

Q. 東京マラソンEXPOに来場された
目的は何ですか？（複数回答可）

Q.会場内で、いくらぐらいお使いになりましたか？
（グッズ・フードなど全て）

ナンバーカード
交換

買い物

情報収集

その他

友人・知人・
ランナーへの

付き添い
6.1%

82.3%

4.1%

36.6%

27.0%

5,000円
以下

5,000円
~ 9,999円

10,000円
~ 49,999円

50,000円
以上

54.2%

28.5%

16.9%

0.4%

Q. どのような目的でランニングを
行っていますか？（複数回答可）

Q.会場内での滞在時間はどのくらいでしたか？

美容・健康
のため

体力強化

記録への
チャレンジ

のため

その他

コミュニケーション
促進 1.6%

33.7%

2.7%

30.8%

22.8%

30分以内

30分
～ 1時間

1時間
～ 2時間

2時間以上

24.9%

47.9%

24.7%

2.5%

※東京マラソンEXPO 2018 および 過去実績データ参考
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外国人アンケート集計データ

Q. どの国から来られましたか？ ※日本のぞく Q.会場内で、いくらぐらいお使いになりましたか？
（グッズ・フードなど全て）

香港

マカオ

台湾

アメリカ

中国

ブラジル

イギリス

タイ

スペイン

マレーシア

シンガポール

フィリピン

1.3%

22.7%

ロシア

インドネシア

イタリア

メキシコ

20.1%

9.7%

5.2%

5.2%

4.5%

3.2%

3.2%

1.9%

1.9%

1.9%

1.9%

1.3%

1.3%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

アイルランド

アルゼンチン

オーストラリア

オーストリア

カナダ

コロンビア

デンマーク

ドイツ

トルコ

マン島

5,000円
以下

5,000円
~ 9,999円

10,000円
~ 49,999円

50,000円
以上

17.4%

32.6%

6.8%

43.2%

Q.次回以降出展してほしいカテゴリーは？

●ラニング関連グッズ

●サプリメント

●ランニング講座

●ランナーケア

●飲食

●ウェア関連

●インソールメーカー

●シューズ関連

●食事栄養講座

●トライアスロン講座

●トレイルラン

Q. 日本での滞在日数はどのくらいですか？

~6日

7~13日

14日~21日

日本在住

22日以上

1.6%

33.7%

2.0%

30.8%

9.3%

※東京マラソンEXPO 2018 および 過去実績データ参考
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東京マラソンEXPOはテレビ・新聞をはじめ、

様々なメディアから注目され、紹介されています。
JPubb 「NEUTRALWORKS. BY GOLDWIN」が 今年も東京マラソンEXPO 2018に出展します

PR Times 「NEUTRALWORKS. BY GOLDWIN」が今年も東京マラソンEXPO 2018に出展します

JPubb
C3fit：東京都の木“銀杏（いちょう）”がモチーフ

／TOKYO Graphic Designのフュージョンゲイターを限定発売

PR Times
C3fit：東京都の木“銀杏（いちょう）”がモチーフ

／TOKYO Graphic Designのフュージョンゲイターを限定発売

日本経済新聞 ゴールドウイン、東京都の木「銀杏」がモチーフのフュージョンゲイターを限定発売

ウーマンズラボ ランニング×ファッション・美容・ヘルスケアを提案 東京マラソンEXPO

ウォーカープラス 巨大絵馬も登場！「東京マラソンEXPO 2018」開催

Yahoo! ニュース(ウォーカープラス) 巨大絵馬も登場！「東京マラソンEXPO 2018」開催

CYCLE C3fit、東京都の木「銀杏」をデザインしたフュージョンゲイター限定発売

WWD JAPAN.COM ニュートラルワークスが東京ミッドタウン日比谷にオープン　階下には「ノース・フェイス プレイ」

Yahoo! ニュース(WWD JAPAN.COM) ニュートラルワークスが東京ミッドタウン日比谷にオープン　階下には「ノース・フェイス プレイ」

Apparel Business Magazine 「NEUTRALWORKS. BY GOLDWIN」が今年も東京マラソンEXPO 2018に出展します

JPubb 「東京マラソンEXPO 2018」ブース出展のお知らせ

RunnersPulse 海外マラソンツアーのH.I.S.が東京マラソンEXPO 2018に出展

J-CASTトレンド 東京都の木「銀杏」をモチーフ　運動時の足運びをサポートする「フュージョンゲイター」

Fashionsnap.com 「サッカニー」から市松桜模様の限定モデルが登場

RUNNET 【知っ得】GARMINからGPSウォッチ最新モデル 「ForeAthlete645/645Music」が発表！

Triathlon LUMINA 2/24 sat 開催★On共同創業者オリヴィエ・ベルンハルドと東京マラソンEXPOで会おう！

All About Beauty フルマラソン1週間前の練習＆食事と過ごし方

ファンダフル 東京マラソンに先駆けてEXPOが開幕！注目ブース7選

cazual
「NEUTRALWORKS. BY GOLDWIN」が今年も東京マラソンEXPO 2018に出展！

THE NORTH FACEのアイテム販売も！

ハミングバーズ・ウェブ 「NEUTRALWORKS.」の東京マラソンEXPO 2018ブースがすばらしい充実っぷり!!

＠Press
「東京マラソンEXPO 2018」にスポーツマリオが出店

海外ブランド最新ランニングウェアをいち早く展示・販売

東京ベイ経済新聞 東京ビッグサイトで「東京マラソンEXPO 2018」　ランナー応援グッズやセミナー

Yahoo! ニュース(東京ベイ経済新聞) 東京ビッグサイトで「東京マラソンEXPO 2018」　ランナー応援グッズやセミナー　／東京

SANSPO.COM 仲間と乾杯！朝香りほ、「アサヒ　ドライゼロ」をサンプリング

デイリースポーツ 朝香りほ　運動後には「ドライゼロ」

産経ニュース 【東京マラソン】EXPO開幕、出展ブースは123ブース　3日間で10万人来場見込む

産経ニュース 【東京マラソン】全ランナーの顔写真登録を初実施　不正出場など防止

東スポWEB アサヒビールイメージガール・朝香りほ 「アサヒドライゼロ」マラソン仲間と味わってね

JPubb 家族やペットを1/200秒で撮影できる移動可能な3Dスキャンスタジオ『3D SNAP』を国内初生産

Yahoo! ニュース(SANSPO.COM) 仲間と乾杯！朝香りほ、「アサヒ　ドライゼロ」をサンプリング

NHKニュース 東京でおかやまマラソンをPR

JPubb 東京マラソンEXPO2018に『NEUTRALWORKS. BY GOLDWIN』ブースを出展しています

ベースボール・マガジン社WEB 東京マラソンEXPOでついに噂のドリンクに出会えた

GetNavi WEB 東京マラソンまであと3日! ランナーのために開催されたビッグなイベントに潜入してみた♪

ZAKZAK 「アサヒドライゼロ」無料サンプリング開催　２年連続売り上げナンバーワンを達成

価格.comマガジン 「スポーツようかん」も！ 東京マラソンEXPOで見つけた最新ランニングギア

産経ニュース 【東京マラソン】「洋服ポスト」で衣類再利用を支援　衣類１キロにつき７円が寄付先へ

Yahoo! ニュース(産経新聞) 25日号砲控え東京マラソンEXPO開幕

東京新聞 30キロ地点の私に「励まし」を　東京マラソンEXPO本社もブース

YOMIURI ONLINE 東京マラソン　一般ランナー受け付け開始

Yahoo! ニュース(産経新聞) 不正防止へ「顔」登録　東京マラソンのランナー受け付け

産経ニュース 漫遊マラソンを都内でPR　東京マラソンEXPOで水戸市職員ら魅力紹介

Yahoo! ニュース(産経ニュース) 漫遊マラソンを都内でPR　東京マラソンEXPOで水戸市職員ら魅力紹介

トラベル Watch タイ国政府観光庁、“微笑みの国”タイを走ろう！ ｢Amazing Thailandマラソンセミナー2018」開催

Yahoo! ニュース(トラベル Watch) タイ国政府観光庁、“微笑みの国”タイを走ろう！ 「Amazing Thailandマラソンセミナー2018」開催

テレビ

TOKYO MX NEWS 走らなくても楽しめる!東京マラソン

モーニングCROSS 東京マラソン観光案内所＆みどころマップ

ラジオ

BUZZ TOWN 東京マラソンEXPO 2018

新聞

東京新聞 東京新聞の事業　ほっとなび　 東京マラソン25日号砲  22日から「EXPO」開催

産経新聞（東京） 東京ビッグサイトで「東京マラソンEXPO」

報知新聞（東京） アサヒ　ドライゼロ25日まで無料配布

スポーツニッポン（東京） 東京マラソンEXPOと大会当日に「アサヒドライゼロ」無料サンプリング

サンケイスポーツ（東京） 「アサヒ　ドライゼロ」をサンプリング

日刊スポーツ（東京） 東京マラソンサンプリング アサヒドライゼロゴール後乾杯して

東京中日スポーツ（東京） 東京マラソン当日とEXPOでサンプリング ノンアルコールビール「アサヒドライゼロ」PR

デイリースポーツ（東京） 運動後には「ドライゼロ」

東京新聞　夕刊 東京マラソン受け付け ⑥

東京新聞　夕刊 笑顔で東京マラソン　参加受け付け　初の顔写真登録

夕刊フジ（東京） 22～24日「東京マラソンEXPO2018」/ 25日「東京マラソン2018」「アサヒ ドライゼロ」無料サンプリング開催

東京スポーツ アサヒ ドライゼロ  マラソン仲間と味わって

日刊ゲンダイ（東京） 東京マラソンEXPOと大会当日ゴール付近で　サンプリングを実施！　「アサヒドライゼロ」

産経新聞（東京） 25日号砲控えEXPO開幕

東京新聞 東京マラソンEXPO 本社もブース

産経新聞（東京） 「洋服ポスト」で衣類再利用アシスト

東京新聞 読者部だより　投稿読者の完走

雑誌/フリーペーパー

文藝春秋 日本の顔　内村航平

TOKYO TREND RANKING 日本最大のランニングトレードショー「東京マラソンEXPO 2018」をみちかがレポート！

東京シーサイドストーリー 東京ビッグサイト　Event Schedule  /東京マラソンEXPO 2018

mono 読者プレゼント&インフォメーション　 東京マラソン財団　東京マラソンEXPO 2018開催

女性セブン SEVEN'SCATCH UP 今週のイベント / 東京マラソンEXPO2018

業界紙誌

WWD JAPAN 「ON」のランニングシューズが支持される理由

日刊水産経済新聞 豊洲の魅力発信ＰＪが始動、都主導で展示イベントなど積極出展。

繊維ニュース 東京マラソンエキスポ出展／タビオ「レーシングラン」

美容経済新聞 アミックグループ、スポーツ化粧品販促強化、スポーツ推奨企業に認定も

JPubb 花粉の少ない森づくり運動 花粉飛散時期PRを実施

SankeiBiz 【東京ビッグサイト】２月イベント

PR Times スポーツ化粧品 AthleteXの東京マラソンEXPO 2018出展のお知らせ

RUNNET
【知っ得】総勢100名！「SUUNTO Spartan Trainer Wrist HR」トライアルキャンペーン開催

(応募締切2月12日まで)

PR Times サプリメントブランド「HALEO」が東京マラソンEXPO 2018に初出展。

PR Times ザムストは今年も東京マラソンEXPO 2018に出展

music.jp
「東京マラソンEXPO 2018」でカゴメがランナーを『野菜』で応援！

浅尾美和はトークショーで健康的な体を維持する秘訣を披露

ベースボール・マガジン社WEB GARMINから音楽再生機能がついたForeAthlete 645が3月に発売される

PR Times
東京マラソン2018直前3日間に開催「東京マラソンEXPO 2018」にカゴメが出展
参加ランナーを『野菜』で応援！ 2月12日（月）に浅尾美和さんがトークショーを実施健康的な体を維持する秘訣を披露

＠Press
ジョガーズニップル解消グッズ　業界初の無色透明メンズニップレスシール

東京マラソンEXPO 2018 出展決定！ 10万個売れた『MEN'S NIPPLE』を会場にて無料配布

JPubb 首都圏で「おかやまマラソン」など岡山県のPRを行います

ドリームニュース 東京都行政書士会が東京マラソンEXPO 2018へブース出展
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出展社アンケートデータ

※東京マラソンEXPO 2018 および 過去実績データ参考

16%

Q. ご出展の目的は
何ですか？

16%

34%

24%

5%

自社(企業・団体)の
紹介

自社(企業・団体)の
取組み紹介

商品・製品の紹介

自社商品・
製品の即売

商品・製品のサンプリング

セミナー、診断 2%

ランナーとのコミュニケーション 1%
その他 2%

Q. 次回「東京マラソン
EXPO」にも出展を
希望されますか？

50%

19%

29%

出展する

前向きに
検討する

現時点では
わからない

出展しない 2%

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年 115

135

123

114

108

106

99

95

96

76

69

出展社数推移

オフィシャルパートナー出展社ゾーン 一般社団法人中央区観光協会 公益財団法人東京観光財団  平成29年度 東京ブランドPRブース 株式会社マリオットバケーションクラブ　インターナショナル

東京メトロ 東京都台東区 株式会社ボディワーク 株式会社トータルヘルスコンサルティング

スターツコーポレーション株式会社 江東区 江崎グリコ株式会社 株式会社ジーオーエヌ ・ 鈴廣かまぼこ株式会社

山崎製パン株式会社 NO LIMITS CHALLENGE 常葉大学／SOMANIKS（ソマニクス） パシフィックサプライ株式会社

アシックスジャパン株式会社 墨田区 味の素株式会社「アミノバイタル」 株式会社スポーツ寿苑

大塚製薬株式会社 共催メディアゾーン 株式会社カネカ ミドリ安全株式会社

ビー・エム・ダブリュー株式会社 東北・みやぎ復興マラソン2018（フジテレビジョン/仙台放送） 小林製薬株式会社 千葉県　ちばアクアラインマラソン

KNT-CTホールディングス株式会社 産経新聞社 アキレス株式会社 株式会社アミックグループ

第一生命保険株式会社 読売新聞東京本社 一般財団法人青梅マラソン財団 公益社団法人東京都不動産鑑定士協会

セイコーホールディングス株式会社 日本テレビ ビルマテル株式会社 おかやまマラソン

アサヒビール株式会社 東京新聞 井村屋株式会社 白樺湖活性化協議会、池の平ホテル＆リゾーツ

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc. 一般出展社ゾーン 株式会社Pandani 協同乳業株式会社

ＡＮＡ 株式会社ゴールドウイン 三井製糖株式会社 株式会社朝日新聞出版

カゴメ株式会社 株式会社アルペン　スポーツデポ L-BALANCE EYES (株式会社デューク） パルシステム生活協同組合連合会

オールスポーツコミュニティ ファイテン株式会社 株式会社スポーツマリオ マルサンアイ株式会社

コニカミノルタ株式会社 武田レッグウェアー株式会社 株式会社ツインズ 会津磐梯山・猪苗代湖合宿の郷を創る協議会

セコム オン・ジャパン株式会社 株式会社 COOLKNOT JAPAN 東京司法書士会

久光製薬株式会社 ピップ株式会社 株式会社ケミカルジャパン 海外出展社ゾーン

株式会社大和証券グループ本社 BODYMAKER株式会社 株式会社スポニチプライム タイ国政府観光庁

資生堂ジャパン株式会社 タビオ株式会社 株式会社エイチ・アイ・エス SCC Events GmbH

株式会社バンダイナムコエンターテインメント アメア スポーツ ジャパン株式会社 マガジンハウス　Tarzan INKnBURN

日本光電 株式会社 ボディープラスインターナショナル アスタリール株式会社 Follow Your Passion

EMTG株式会社 株式会社マスターズアイプロテクションジャパン ライオン株式会社 東京マラソン財団ゾーン

国士舘大学 ガーミンジャパン株式会社 アルコインターナショナル株式会社 東京マラソン2018オフィシャルショップ

首都高速道路株式会社 日本シグマックス株式会社 インフィニティ株式会社 一般財団法人東京マラソン財団チャリティ事業

東京コミュニティゾーン 有限会社パワースポーツ ポラール・エレクトロ・ジャパン株式会社 ONE TOKYO

東京観光情報センター SAUCONY JAPAN アリスト販売株式会社 東京マラソンウィーク2018

東京都行政書士会 興和株式会社 株式会社dot 東京マラソン財団

新宿区・新宿観光振興協会 エプソン販売株式会社 大阪マラソン

千代田区 株式会社フィッツコーポレーション 株式会社ディライトフル

港区観光協会 ヨネックス株式会社 タケヤ化学工業株式会社 ※東京マラソンEXPO 2018 ガイドマップ掲載順

東京マラソンEXPO 2018 出展社一覧（115ブース）

100を超える幅広いジャンルの企業・団体が出展しています！

ランニングスポーツ分野の企業・団体様だけではなく、走ることが楽しくなる商品・走ることに繋がるサービスであれば出展が可能です。


