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実行委員⾧ 中嶋 順

1.事業名称 チャリダーズパラダイス箱根・小田原

2.開催日  2021年 3月27日(土)・28日(日) 2日間 9：00～16：00(予定) 雨天時は中止
  
3.開催会場 小田原鈴廣かまぼこの里 駐車場

4.開催コンセプト

『 箱根・小田原サイクリストのパラダイスをつくりたい！ 

エリア初の自転車の道の駅で新たな発見と優しさを提供します！』

5.開催目的

6.実施内容

1.ブース出展 /  飲食・物販・体験・展示

 自転車に配慮したお店の紹介・飲食店・ 物産店など出店を募り設置

 自転車メーカー・関連企業の紹介  / 自転車の新製品や関連グッズの販売など

2. 安全啓発  /  交通ルールの継承と安全対策

 交通の注意ポイントなど紹介・一列走行のお願いや注意箇所などの周知

3. 周遊モデルコースの紹介

 GPSアプリによるスタンプラリーを実施。 賞品あり

7.感染予防対策

感染予防ガイドラインを策定し実施します。

TEL：0465-23-1811 FAX：0465-22-087

susumu.takahashi@odawara-cci.or.jp

担当：高橋 

≪お問合せ≫

小田原箱根商工会議所 大博覧会事務局

2021-02-01

スポーツフェス チャリダーズパラダイス箱根・小田原

 小田原箱根商工会議所では、小田原・箱根の地域の魅力を紹介する「小田原箱根大博覧会」を2015年より開催

しております。小田原・箱根の各所を博覧会会場とし、自然・文化・伝統工芸・スポーツアクティビティなど箱

根・小田原エリアの多彩なコンテンツに焦点を当て一年を通じ各所にて開催しています。本年は、近年人気が高

まっているサイクルスポーツをテーマに箱根・小田原を訪れるサイクリストの方々を対象に「自転車版道の駅」

を創出し、箱根・小田原の豊かな自然、歴史や文化、この土地ならではの食などをサイクリストの方々に紹介し

て地域の魅力を発信すると共に、現状限られた道幅の中で行き交う、自転車と車が相互に交通安全に取り組み、

譲り合い思いやりのある交通ルールを啓発し、相互にやさしい道づくりを推進する事業目的を掲げ、箱根・小田

原スポーツフェス「チャリダーズパラダイス箱根・小田原」を企画しております。当事業を通じて、新しい生活

様式の中で多種多様に普及する自転車のニーズを取り込み、サイクリストの交流拠点としての側面から箱根・小

田原の魅力を発信し、安全と交流をテーマに新しい取り組みとして実施します。

開催概要
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展示・販売・ワークショップ等 出店要項

1.出店料 2日間 12,000円 1ブース
※ テント・机・椅子の基本セットのご利用は出店料12,000円(税込)に含まれます。

2.出店内容  ① プロモーション、展示会 
 自転車関連・車体展示・試乗体験、グッズ・車体の販売・商品展示など

② 地元食などの紹介
※飲食が発生するブースについては食材、加工、販売方法など内容を事前にお知らせください。

③ ワークショップ  ※参加費用設定については各店舗にお任せしております。

     地域ならではのものづくり体験

3.出店時間 2021年 ３月27日(土)  9：00～16：00
2021年 ３月28日(日)  9：00～16：00

途中参加、途中終了については事前にお知らせください。

4.雨天等への対応
小雨決行します。

雨天の場合は、前日17時天気予報を確認し判断します。

5.ブースについて
ブース代は出店料12,000円に含まれます。精算は当日現金にてお願いします。

スペースは 1.5K×2K 約3坪のスペースを提供します。

セット内容 テント（1.5K（約2700mm）×2K（約3600mm）約3坪）

椅子2客 / 机（1.8ｍ）2本 / 追加：椅子1客 500円・机1本1,000円で承ります。

・電気については、基本準備しておりません。ご相談は承ります。 駐車場 あり

6.スケジュール

8:00 搬入設営開始 8:00 搬入設営開始
車両搬入は8時45分までにお願いします。 車両搬入は8時45分までにお願いします。

8:50 出店者、関係者集合 全体説明 8:50 出店者、関係者集合 全体説明
9:00 オープン 9:00 オープン

16:00 クローズ 16:00 クローズ
※終了後片付け作業 17:00 完全撤収
※販売展示品は引き上げてください。 ※終了後片付け作業

7.協賛受付
協賛・サンプリング・スタンプラリー賞品提供承ります。

8.広告
会場にて配布するご案内チラシ(A4・3000枚)・事前告知チラシ(A4・10000枚)・HPにて社名・ロゴ掲載します。

出店お申込みについて

出店お申込みは、別紙 『チャリダーズパラダイス箱根・小田原出店申込書』にご記入いただき下記に送信ください。

出店担当：小田原箱根商工会議所  小田原箱根大博覧会 担当 高橋  e-mail susumu.takahashi@odawara-cci.or.jp

小田原箱根大博覧会 HPチャリダーズパラダイス箱根・小田原ページでも受付中 FAX：0465-22-087

3月27日 3月28日

スポーツフェス チャリダーズパラダイス箱根・小田原

2021-02-01



出店エリアについて
小田原鈴廣かまぼこの里 駐車場 神奈川県小田原市風祭２４５ https://www.kamaboko.com/sato/

日本橋→小田原鈴廣かまぼこの里 国道1号線経由 94.1㎞ /横浜駅から 60.3㎞  

店舗前/ 展示  えれんなごっそエリア / 飲食物販・ワークショップ / 試乗など

交通アクセス
電車をご利用のお客様 JR東海道線・小田急線小田原駅より箱根登山鉄道「風祭駅」下車、徒歩約2分
お車でお越しのお客様 東名高速道路厚木I.C経由 小田原厚木道路箱根口 出口信号右折 約1分

屋外 200台 地下 52台

出店お申込み・問い合わせ先

小田原箱根商工会議所  小田原箱根大博覧会 担当 高橋  e-mail susumu.takahashi@odawara-cci.or.jp

住所：神奈川県小田原市城内1-21 TEL：0465-23-1811 FAX：0465-22-087

小田原箱根大博覧会 HPチャリダーズパラダイス箱根・小田原ページでも受付中

駐車台数



出店を希望される方はご記入いただき下記に窓口に送信ください。
参加団体・企業名

HP URL

ご担当者様名

ご連絡先 電話

ご連絡先 

電子メール

ご住所

出店内容 ○で囲ってください

その他 例)サンプリング 

出店詳細 キャッチフレーズなど。※この文面がホームページなどの告知文章となります。

ワークショップ参加費

出店希望日

希望コマ数 コマ ＊ 1コマ 1.5K×2K 約3坪 / 一企業・一団体で利用可

基本セット 電源  / 相談 あり  ・ なし

備品追加数量

車両台数 台 車種

ご要望など

申込日   2021 年  月   日 記入担当者

＊内容についてのイメージ写真・会社ロゴ、団体マークなどもjpgデータにてご送信ください。ご協力お願い致します。

・お申込み

参加される方はこの「チャリダーズパラダイス箱根・小田原出店申込書」にご記入いただき下記に送信ください。
出店担当: 高橋  e-mail susumu.takahashi@odawara-cci.or.jp

Ｗｅｂ受付もホームページにございます。 小田原箱根大博覧会 OH!EXPO (odawara-hakone.com)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、やむを得ず中止とする場合があります

2021.3.27 sat 2021.3.28  san

テント1.5K×2K 机2本+椅子2脚 

テント:   張   机:  本   椅子: 脚追加 机・椅子 希望   あり・なし

 販売 ワークショップ プロモーション その他

 チャリダーズパラダイス箱根・小田原 出店申込書



４ 共用の物品や設備など複数の人の手が触れる器具や場所は、適時、洗浄・消毒をおこない感染防止に努めます。

スポーツフェス チャリダーズパラダイス箱根・小田原

新型コロナウィルス感染症予防ガイドライン

チャリダーズパラダイス箱根・小田原実行委員会では、新型コロナウィルス感染症の拡大を防止し、

ご来場の皆さまならびに出店者・関係者皆さまの健康と安全のため、次の取り組みをおこないます。

チャリダーズパラダイス箱根・小田原実行委員会の取り組み

１ 会場内の各所に手指消毒液（アルコール消毒液）を設置し、来場者にご利用いただけるようにいたします。

２ 会場内のブースは間隔を空けて配置し、ソーシャルディスタンス（最低１メートル以上）を確保するとともに

  関係者や出店者は、接客時にマスクを着用するなど、適切な感染防止に努めます。

３ 会場内のイベントでは、人と人との距離を一定に保ち、ソーシャルディスタンスに配慮した運営をおこない

  感染防止に努めます。

５ 会場内の各所に手指消毒液（アルコール消毒液）を設置いたしております。適時、ご利用ください。

５ 関係者および出店者は、ブース出店・運営の前に検温などをおこない、健康状態を確認します。

ご来場のお客様へのお願い・お知らせ

１ ご来場の前に健康状態をご確認（検温など）くださいますようご協力をお願いいたします。また、発熱や体調

    のすぐれない場合は、ご来場をお控えくださいますようお願いいたします。

２ イベント会場本部受付では、ご来場のお客様に検温を実施いたします。また、各出店ブースごとの感染症対策

  にご理解とご協力をいただきたくお願いいたします。

３ 新型コロナウィルス感染症予防のため、ご来場時はマスクをご持参いただき、会場内ではマスクの着用の

  ご協力をお願いいたします。また、人と人との距離が十分とれない恐れがある場合や対面をする場合などは、

  適時、マスクを着用いただき、お客様ご自身でも感染症予防対策をおこなうようご協力をお願いいたします。

４ 会場内でご体調がすぐれない場合は、関係者にお知らせくださいますようお願いいたします。 

スポーツフェス チャリダーズパラダイス箱根・小田原実行委員会では、お客様、出店者、関係者皆さまの健康・

安全を考慮し感染症防止に努めて参ります。皆さまのご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

                         主催 小田原箱根商工会議所 小田原箱根大博覧会実行委員会 

                     スポーツフェス チャリダーズパラダイス箱根・小田原実行委員会 


