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1. TOKYO OUTDOOR WEEKEND とは？ 
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最新のアウトドアギア ＆ ウエアから、食、クルマまで集結する、大博覧会。 
    最新キャンプ道具、アウトドアファッション、美味しいソト飯、SUV車などが一堂に集まる。 

ファミリーでも、カップルでも楽しめる、地球に優しいアウトドアの博覧会。 

キャンプが浸透してきた今だからこそ、大人も子供も満足できるアウトドアの本当の楽しさや、 

知識、体験を提案します。 

キャンプや登山、アウトドア・ファッション、から、釣り、自転車、SUV車に至るまで、 

様々なコトが会場内で多数展示され開催。 

アウトドアの魅力を最新グッズ、アクティビティー、ワークショップとともに体験できる 

誰でも参加OKなアウトドアイベントです！ 

８回目となる今回は「有明」に舞台を移し、それぞれのブランドが世界観を表現するブースをつくり込むことで、 

出展社様と一緒にアウトドア大博覧会を盛り上げていきます。 

 

 
【イベント概要】 

■日程：2020年 3月14日（土）10時〜17時 

                        15日（日）10時〜17時 

■会場：東京臨海広域防災公園（東京都江東区有明3丁目8—35） 

■想定来場者数：20,000人 

■入場料（予定）：前売券￥700／ 当日券￥1,000／当日中高生券￥500 

                             ※チケットは1/30（木）〜3/15（日）の期間中、ローソンチケット、チケットぴあ、イープラスにて発売 

                             ※雨天決行、荒天の場合は中止 

■主催：TOKYO OUTDOOR SHOW実行委員会 

■企画・運営：株）三栄 / アースガーデン 

■協力媒体：GO OUT（三栄） 

■公式サイト：www.tokyooutdoorshow.jp/2020/index.html    
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2.Target & Keyword 
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▶Target 
   アクティブな生活を楽しむニューファミリー／アウトドアファン／スポーツファン／健康志向な層 
    環境問題、自然体系を意識する層 
    上記のような豊かなライフスタイルを目指している、もしくは実践している人々がターゲット 

▶Keyword 
    アウトドア／ファッション／クルマ・バイク／自転車／釣り／エコ／ペット（犬、猫）／地域性 
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3.Contents 
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▶コンテンツ・アクティビティ紹介 
 
 
 
 
 
 

◆フィッシング 
人気アングラーや、アパレル、アーティストを交えたトークショー 
 

◆環境 
地球に優しい、エコロジーワークショップ 
 

◆ SUV車 
ベスト アウトドアカー コンテスト（上位入賞の車はGO OUTに掲載） 
 

◆アウトドアなフードコート 
アウトドアといえば、カレー!! 約30種類の有名カレーパンが大集合。都内を中心に人気を集めるカレーキッチンカーが一堂に軒を連ねる。 
カレーにベストマッチなクラフトビールエリアも登場。 
 

◆体験アウトドアエリア 
テント立て教室、丸太切り、キャンドル作り、ボルダリング、ヨガ、フリスビー、スケートボード、ナイフの使い方教室など。 
会場内に様々なアウトドア、アクティビティに参加できるエリアが登場 
 

◆チャリティーオークション 
 毎回恒例のチャリティーオークション。 
 

◆アウトドアトークショー 
 アウトドア有名人・冒険家によるアウトドア・キャンプの楽しみ方など。 
 

◆最新テント＆ランタン展示 
 

◆メディアブース 
 アウトドア雑誌・WEBメディアがそれぞれブースを展開。  ・・・・And more!!! 
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4.Plan –①ブース出展協賛＜メーカーブース A＞  

出展料（税別） ¥150,000 

お申込み締切 
2020年1月31日（金） 
※期日前でも枠が埋まり次第締め切らせていただきます。 

出展スペース 

間口6m×奥行4m（1コマ） 
※1ブースお申込の方で6m×4mを超える大きさのテントは 
  使用できません。 
  面積を超える範囲でロープなどが必要なタープ類も不可。 
   ブース面積を超える場合は、予めブースを追加して 
   複数でお申込をお願い致します。 

出展料に含まれる 
スタッフパス・招待券 

スタッフパス 6枚 / 無料招待券 15枚 

【追加】スタッフパス スタッフ１名につき￥1,000 

ロゴ掲出 ・ポスター・オフィシャルHP 

注意事項 
（必須） 

・テントには合計80Kg以上のウエイトをご使用いただくか、 
 ペグダウンを必ずお願い致します。 
・テント外周を囲える横幕をご用意下さい。 
（夜間締め切りに使用） 
・発電機をご使用になる場合は、予め使用目的を 
 ご記入の上お申込み下さい。 
 (使用目的によってはお断りさせて頂く事場合もあります。) 

お申し込み方法 

オフィシャルサイトのエントリーフォームよりお申し込みください。 
http://www.tokyooutdoorshow.jp/2020/booth_entry/index.h
tml 
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ブース内はシーズンコンセプト、もしくはブランドの世界観をイメージしたディスプレーをお願いします。必須 

※写真は過去の実施例です 

http://www.tokyooutdoorshow.jp/2020/booth_entry/index.html
http://www.tokyooutdoorshow.jp/2020/booth_entry/index.html
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4.Plan –②ブース出展協賛＜テントメーカー＞※限定７枠  

出展料（税別） ￥150,000 

お申込み締切 
2020年1月31日（金） 
※期日前でも枠が埋まり次第締め切らせていただきます。 

出展スペース 

間口14m×奥行10m（1コマ） 
※1ブースお申込の方で14m×10mを超える大きさのテントは 
  使用できません。 
  面積を超える範囲でロープなどが必要なタープ類も不可です 
   ブース面積を超える場合は、予めブースを追加して 
   複数でお申込をお願い致します。 

出展料に含まれる 
スタッフパス・招待券 

スタッフパス 6枚 / 無料招待券 15枚 

【追加】スタッフパス スタッフ１名につき￥1,000 

ロゴ掲出 ・ポスター・オフィシャルHP 

注意事項 
（必須） 

・テントには合計80Kg以上のウエイトをご使用いただくか、 
 ペグダウンを必ずお願い致します。 
・テント外周を囲える横幕をご用意下さい。 
（夜間締め切りに使用） 
・発電機をご使用になる場合は、予め使用目的を 
 ご記入の上お申込み下さい。 
 (使用目的によってはお断りさせて頂く事場合もあります。) 

お申し込み方法 
 
営業担当までご連絡ください 
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ブース内はシーズンコンセプト、もしくはブランドの世界観をイメージしたディスプレーをお願いします。必須 

※写真は過去の実施例です 
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4.Plan –③ブース出展協賛＜クルマメーカー＞  

出展料（税別） ¥150,000 

お申込み締切 
2020年1月31日（金） 
※期日前でも枠が埋まり次第締め切らせていただきます。 

出展スペース 

間口6m×奥行4m（1コマ） 
※1ブースお申込の方で6m×4mを超える大きさのテントは 
  使用できません。 
  面積を超える範囲でロープなどが必要なタープ類も不可。 
   ブース面積を超える場合は、予めブースを追加して 
   複数でお申込をお願い致します。 

出展料に含まれる 
スタッフパス・招待券 

スタッフパス 6枚 / 無料招待券 15枚 

【追加】スタッフパス スタッフ１名につき￥1,000 

ロゴ掲出 ・ポスター・オフィシャルHP 

注意事項 
（必須） 

・テントには合計80Kg以上のウエイトをご使用いただくか、 
 ペグダウンを必ずお願い致します。 
・テント外周を囲える横幕をご用意下さい。 
（夜間締め切りに使用） 
・発電機をご使用になる場合は、予め使用目的を 
 ご記入の上お申込み下さい。 
 (使用目的によってはお断りさせて頂く事場合もあります。) 

お申し込み方法 

オフィシャルサイトのエントリーフォームよりお申し込みください。 
http://www.tokyooutdoorshow.jp/2020/booth_entry/index.h
tml 

※メーカーブースAよりお申し込みください 
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ベスト アウトドアカー コンテスト実施予定！！（上位入賞の車はGO OUTに掲載） 

※写真は過去の実施例です 

http://www.tokyooutdoorshow.jp/2020/booth_entry/index.html
http://www.tokyooutdoorshow.jp/2020/booth_entry/index.html
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4.Plan –④ブース出展協賛＋共有試乗エリア＜自転車メーカー＞ 

出展料（税別） ￥300,000 

お申込み締切 
2020年1月31日（金） 
※期日前でも枠が埋まり次第締め切らせていただきます。 

出展スペース 

間口6m×奥行4m（1コマ） 
+各社共有試乗エリア（60m×8m） 
※1ブースお申込の方で6m×4mを超える大きさのテントは 
  使用できません。 
  面積を超える範囲でロープなどが必要なタープ類も不可。 
   ブース面積を超える場合は、予めブースを追加して 
   複数でお申込をお願い致します。 

出展料に含まれる 
スタッフパス・招待券 

スタッフパス 10枚 / 無料招待券 30枚 

【追加】スタッフパス スタッフ１名につき￥1,000 

ロゴ掲出 ・ポスター・オフィシャルHP 

注意事項 
（必須） 

・テントには合計80Kg以上のウエイトをご使用いただくか、 
 ペグダウンを必ずお願い致します。 
・テント外周を囲える横幕をご用意下さい。 
（夜間締め切りに使用） 
・発電機をご使用になる場合は、予め使用目的を 
 ご記入の上お申込み下さい。 
 (使用目的によってはお断りさせて頂く事場合もあります。) 

お申し込み方法 
 
営業担当までご連絡ください。 
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※写真は過去の実施例です 
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4.Plan –⑤ブース出展協賛＜飲食メーカー＞ 

出展料（税別） ￥500,000 

お申込み締切 
2020年1月31日（金） 
※期日前でも枠が埋まり次第締め切らせていただきます。 

出展スペース 

間口6m×奥行4m（1コマ） 
※1ブースお申込の方で6m×4mを超える大きさのテントは 
  使用できません。 
  面積を超える範囲でロープなどが必要なタープ類も不可。 
   ブース面積を超える場合は、予めブースを追加して 
   複数でお申込をお願い致します。 

出展料に含まれる 
スタッフパス・招待券 

スタッフパス 10枚 / 無料招待券 20枚 

【追加】スタッフパス スタッフ１名につき￥1,000 

ロゴ掲出 ・ポスター・オフィシャルHP 

注意事項 
（必須） 

・テントには合計80Kg以上のウエイトをご使用いただくか、 
 ペグダウンを必ずお願い致します。 
・テント外周を囲える横幕をご用意下さい。 
（夜間締め切りに使用） 
・発電機をご使用になる場合は、予め使用目的を 
 ご記入の上お申込み下さい。 
 (使用目的によってはお断りさせて頂く事場合もあります。) 
・飲食のご提供がある場合、有料・無料に関わらず、事前に行政
への出店許可の申請が必要です。 

お申し込み方法 
 
営業担当までご連絡ください。 
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※写真は過去の実施例です 
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4.Plan –⑥ブース出展協賛＜タバコメーカー＞※限定１枠 

出展料（税別） ￥1,000,000 

お申込み締切 
2020年1月31日（金） 
※期日前でも枠が埋まり次第締め切らせていただきます。 

出展スペース 
間口10m×奥行10m（1コマ） 
※10m×10mを超える大きさのテントは使用できません。 
  面積を超える範囲でロープなどが必要なタープ類も不可。 

出展料に含まれる 
スタッフパス・招待券 

スタッフパス 10枚 / 無料招待券 30枚 

【追加】スタッフパス スタッフ１名につき￥1,000 

ロゴ掲出 ・ポスター・オフィシャルHP 

注意事項 
（必須） 

・競合排除となります。 
・テントには合計80Kg以上のウエイトをご使用いただくか、 
 ペグダウンを必ずお願い致します。 
・テント外周を囲える横幕をご用意下さい。 
（夜間締め切りに使用） 
・発電機をご使用になる場合は、予め使用目的を 
 ご記入の上お申込み下さい。 
 (使用目的によってはお断りさせて頂く事場合もあります。) 
・飲食のご提供がある場合、有料・無料に関わらず、 
 事前に行政への出店許可の申請が必要です。 

お申し込み方法 
 
営業担当までご連絡ください。 
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※写真は過去の実施例です 
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4.Plan –⑦ブース出展協賛＜メーカーブース B＞  

出展料（税別） ￥80,000 

お申込み締切 
2020年1月31日（金） 
※期日前でも枠が埋まり次第締め切らせていただきます。 

出展スペース 

間口4m×奥行3m（1コマ） 
※1ブースお申込の方で4m×3mを超える大きさのテントは 
  使用できません。 
  面積を超える範囲でロープなどが必要なタープ類も不可。 
   ブース面積を超える場合は、予めブースを追加して 
   複数でお申込をお願い致します。 

出展料に含まれる 
スタッフパス・招待券 

スタッフパス 4枚 / 無料招待券 10枚 

【追加】スタッフパス スタッフ１名につき￥1,000 

ロゴ掲出 ・ポスター・オフィシャルHP 

注意事項 
（必須） 

・テントには合計80Kg以上のウエイトをご使用いただくか、 
 ペグダウンを必ずお願い致します。 
・テント外周を囲える横幕をご用意下さい。 
（夜間締め切りに使用） 
・発電機をご使用になる場合は、予め使用目的を 
 ご記入の上お申込み下さい。 
 (使用目的によってはお断りさせて頂く事場合もあります。) 

お申し込み方法 

オフィシャルサイトのエントリーフォームよりお申し込みください。 
http://www.tokyooutdoorshow.jp/2020/booth_entry/index.h
tml 
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ブース内はシーズンコンセプト、もしくはブランドの世界観をイメージしたディスプレーをお願いします。必須 

※写真は過去の実施例です 

http://www.tokyooutdoorshow.jp/2020/booth_entry/index.html
http://www.tokyooutdoorshow.jp/2020/booth_entry/index.html
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4.Plan –⑦サンプリング協賛 

出展料（税別） ￥500,000 

お申込み締切 
2020年1月31日（金） 
※期日前でも枠が埋まり次第締め切らせていただきます。 

サンプリング数 
5,000個 
※サンプリング個数はご相談可能です。 

配布場所 会場エントランスでの配布を予定。 

想定来場者数 20,000名 

納品日 追ってご連絡致します 

出展料に含まれる 
招待券 

無料招待券 30枚 

ロゴ掲出 ・ポスター・オフィシャルHP 

注意事項 
・競合排除は致しません。 

・形状の大きなものは事前にご相談ください。 

お申し込み方法 
 
営業担当までご連絡ください。 
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サンプリングはオリジナルのお土産袋にいれて 
来場者へお渡しいたします。 

※写真は過去の実施例です 
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5.レンタル備品一覧 

備品 単位 
金額  

※全て税別 
備考 

テント1（サイズ：5.4m×3.6m） １張 ￥55,000 
施工・撤去、四方幕が含まれます。 
ウエイトの発注は必要ありません。 

テント2（サイズ：3.6m×2.7m） １張 ￥28,000 
施工・撤去、四方幕が含まれます。 
ウエイトの発注は必要ありません。 

テーブル（サイズ：1.8m×0.6m） １台 ￥1,500 

パイプ椅子 1脚 ￥600 

電源（1500w） １口 ￥20,000 

ウエイト（20kg） １個 ￥1,200 

横幕（サイズ：幅5.4m×高さ2.0m） １枚 ￥1,700 ※持込テントの方のみ 
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※レンタル備品は申込後のキャンセルはできません。 
  また当日追加もできませんので、十分にご確認の上、ご注文ください。 
※テントを囲える横幕、20kgのウエイト8つ以上（160kg相当）が必須となっております。 
  各自でご用意が難しい場合は、レンタルをお願い致します。 



 
 株式会社三栄 

  〒160-8461  

  東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア7F   

   TEL : 03-6897-4622   FAX :03-6897-4660  
  GO OUT JAMBOREE 出展に関するお問い合わせ先 
  第二営業企画局 koukoku@sun-a.com（担当 鈴木知明） 
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