
大型・一般ブース出展要項

特定非営利活動法人東京レインボープライド

http://www.tokyorainbowpride.com
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東京レインボープライド2023 開催概要

この度は『東京レインボープライド2023』のご協賛・ご出展にお申し込みいただき、誠に有難うございます。

ご出展にまつわる細則をご案内をさせていただきます。

ご出展に際し、本書をよくご確認いただきますようお願い致します。

参加した皆様にご満足いただけるよう、また、ご出展者様におかれましても、

当イベントが有意義なものとなりますよう、運営委員、ボランティアスタッフ一同、鋭意準備を進めております。

引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

＜ 開催日程 ＞

4月22日(土)：11時〜18時

4月23日(日)：11時〜18時
※雨天決行・荒天中止

＜ 開催場所 ＞

代々木公園イベント広場・けやき並木通り（入場無料）

【所在地】

東京都渋谷区神南2-1  代々木公園B地区

ー イベント概要 ー

＜ アクセス ＞

・小田急線：代々木八幡駅から 徒歩 10分 ・JR山手線：原宿駅から 徒歩 10分

・千代田線：代々木公園駅から 徒歩 7分 ・JR山手線：渋谷駅から 徒歩 15分

運営スタッフ一同

▼会場は⾚いエリアです 原宿駅・明治神宮前駅⽅⾯

渋⾕駅⽅⾯
B地区
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会場MAP



7:00 8:00 9:00 10:00 11:00〜18:00 18:00 19:00 20:00 21:00

4／22
（⼟）

4／23
（⽇）

時間

⽇付

7:00〜11:00 
⾞両乗⼊可能時間
準備（搬⼊）時間

18:30〜19:30
⾞両乗⼊
可能時間
搬出時間

9:00〜11:00
⾞両乗⼊可能時間
準備（搬⼊）時間

18:30〜21:30
⾞両乗⼊可能時間

搬出時間

11︓00〜18︓00 
イベント開催時間

⾞両乗⼊禁⽌

21︓30
完全撤収

19:30〜
夜間巡回警備
⾞両乗⼊禁⽌

9:00〜19:00
電源供給

10:30〜19:00
電源供給

※イベント開催時間終了後の⾞両乗り⼊れ可能時間は、来場者の退出状況により、会場
内の安全⾯を優先し遅れる可能性があります。あらかじめご了承ください。

会期・スケジュール
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11︓00〜18︓00 
イベント開催時間

⾞両乗⼊禁⽌
⾞両乗⼊禁⽌



区画サイズ 椅子 机

一般ブース

1単位

（テント1/2張）

約 奥行3.6m×横幅2.7m ２ １

大型ブース

1単位

(テント2張)

約 奥行7.2m×横幅5.4m ８ ４

主催者からの提供品とブース造作・持込み施工

4

ー 主催者からの提供品 ー

主催者からの提供品・ブース施⼯に関して
■⼀般ブース・⼤型ブースは原則テントを建てた状態でお引き渡し致します。付帯する机・椅⼦などは建てたテント内に置き、折り畳んだ状態でお
引き渡し致します。看板設置やブース内の造作・装飾などは各出展者様にて⾏っていただきます。（P.3の準備時間に⾏なってください)
■⼤型ブースまたは⼀般ブース2コマ以上でご出展の団体様は、フリースペース（主催者側で準備するテントをご使⽤にならずトラスや持込みのテン
トでブースの建て込みを⾏う場合）としてご使⽤になることが可能です。主催者側でテントの提供が不要な場合は、その旨を3⽉24⽇（⾦）までに必
ず担当営業経由または下記メールアドレスまでご連絡ください。また、その場合、ブース設計図⾯のご提出をお願い致します。
■フリースペース使⽤の場合、主催者からの提供区画サイズをオーバーしてトラスや持ち込みテントを建てたりすることはできません。
■フリースペース使⽤の場合、⼤型ブース区画の⾼さ制限は6,000mmです。2コマ以上の⼀般ブースに関しては3,300mmです。
■主催者提供の机サイズ：奥⾏45cm×横幅180cm×⾼さ70cm（※奥⾏60cmのタイプになる場合あり）
■主催者から提供する机・椅⼦が不要な場合は、その旨を必ず3⽉31⽇（⾦）までに下記メールアドレスまでご連絡ください。
■追加の机や椅⼦を申し込まれた場合は、上記に加えて⽤意いたします。 追加設備お申し込みフォームをご利⽤ください。（フォーム後述）
■持ち込み施⼯・看板設置やブース内の造作などは会場施⼯業者でお受けすることも可能です。詳しくは下記メールアドレスまでご相談ください。
■原則、ブースの装飾などはイベント当⽇朝の準備時間に⾏っていただきますが、 トラス組など⼤型トラックが会場内に⼊る必要がある⼤掛かりな
持込み施⼯に関しては、イベント前⽇の4⽉21⽇ 11：00~17:00の間で受け⼊れを致しますのでこの時間内に⾏ってください。この前⽇施⼯をご希望
のご出展者様は、必ず3⽉31⽇（⾦）までに下記メールアドレスまでご連絡ください。事前のご連絡無しに、持込み施⼯を⾏うことは出来ませんの
で、あらかじめご了承ください。

sponsor@tokyorainbowpride.com 会場・営業担当：松林宛上記に関するお問合せ先

mailto:sponsor@tokyorainbowpride.com
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ブース内設備追加申込み、ブース位置

▼ブース内設備追加申込みフォーム お申込み締切：2023年3月31日（金）
https://form.tokyorainbowpride.com/sp/booth-equip.html

上記のフォームよりブース内で使用する机・椅子の追加、および電源・ライトのお申し込みが可能です。
４ページ目の主催者からの提供品に含まれる机・椅子以外に必要な場合は上記申込みフォームよりお申し込み下さい。

出展ブース位置の決定に関して

■ブース位置に関するご希望は⼀切お受けできません。ブース位置に関しては4⽉中旬に当イベントホームページ上にマップを公開しますのでそちら

でご確認下さい。

■各ブース位置に関しては、東京都ならびに代々⽊公園事務所の指⽰により弊団体で直前まで調整する可能性があります。ご協⼒のほどよろしくお

願い致します。

電源に関して

■⽕災などのリスクを避けるため、各出展者様による発電機の持ち込みはお断りさせていただいております。ブースで電源の使⽤を希望される場合

は、上記より電源をお申込み下さい。

■電源の提供形態は、コンセント１⼝をお渡しする形となります。複数の電気機器をご使⽤の場合、分岐のコンセントや延⻑コードは各⾃ご⽤意下

さい。

■１⼝あたり1000Wまでのご提供となります。規定以上の電⼒を使⽤した場合、ブレーカーが落ちる仕様になっており、周囲のブースにも迷惑を掛

ける恐れがありますので、必ず使⽤機器のワット数を事前に把握し、必要⼝数をお申込み下さい。

https://form.tokyorainbowpride.com/sp/booth-equip.html
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テントの形状



車両による搬入・搬出、駐車①

搬入 搬出

4月22日（土） 7:00~11:00 18:30~19:30

4月23日（日） 9:00~11:00 18:30~21:30

▼会場内⾞両乗り⼊れ可能時間
※手持ち・台車による搬入・搬出については、

営業時間帯でも可能です。

※搬出開始時間は、会場の混雑状態により変更と

なる場合があります。

※搬出時間の延長はできませんので時間までに

完全撤収お願い致します。
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搬入・搬出ゲート
B

東京レインボープライド2023
イベント会場

▼会場周辺図

交番

陸上競技場

NHK
放送センター

サッカー場

けやき並木

イベント広場

野外ステージ

搬入・搬出ゲート
A

原宿駅・明治神宮前駅⽅⾯

渋⾕駅⽅⾯

飲食ブース

出展者留置
車両駐車エ
リア

大型・一般ブ

ース出展者
留置車両駐
車場

ブース位置がけやき並木の方はゲートAから
のみ車両の出入りが可能です。

ブース位置がイベント広場内の方はゲートB
からのみ車両の出入りが可能です。

いずれのゲートを利用可能かは4月中旬にホ
ームページに掲載されるイベント会場MAP
をご確認ください。
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車両による搬入・搬出、駐車②

車両入構許可申請フォームはこちらから（4月7日締切）

⾞両乗⼊れ、駐⾞に関して

■搬出⼊に⾞両を会場内まで乗り⼊れる場合は、⾞両⼊構許可申請フォーム

( https://form.tokyorainbowpride.com/vehicle/vehicle2023.html )に必要事項を記⼊し、4⽉7⽇（⾦）まで にご登録下さい。内容確認のうえ、⾞両

⼊構許可証（及び駐⾞証）をメールで発⾏いたします。

■メール送付した⾞両⼊構許可証（及び駐⾞証）は出展者様側で印刷し、⼊構時・駐⾞時は必ずフロントガラスの外から⾒える場所に置いてくださ

い。こちらの提⽰がない⾞両は⼀切⼊構することができません。外から⾞両⼊構許可証（及び駐⾞証）を確認できない⾞両が駐⾞されていた場合、

不審⾞両として警察に通報致しますのであらかじめご了承ください。

■駐⾞場への終⽇留置希望が出せる⾞両は1⽇当たり、1出展者につき１台のみです。希望台数が駐⾞場の収容可能台数を超える場合は抽選とさせて

いただきます。発⾏された⾞両⼊構許可証（及び駐⾞証）に留置許可の記載がない場合は近隣の有料駐⾞場等をご利⽤下さい。

■指定の場所以外の駐⾞は短時間でも厳禁となります。

■ 搬⼊・搬出時は会場内に多数の⾞両が出⼊りしますので⼤変混雑いたします。ご⾃⾝のブースに隣接する形で⼀時停⾞し、速やかに荷下ろし、積

荷を⾏ってください。⻑時間の駐⾞はできませんので、荷下ろし、積荷完了後は⾞両は速やかに会場内から退出するようにしてください。

■会場内では警備員、運営スタッフの指⽰に従い最徐⾏（8km/h以下）で⾛⾏してください。

■万が⼀、事故等が発⽣した場合、当団体は⼀切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承下さい。

■搬出⼊ルートは変更の可能性があります。詳細は⾞両⼊構許可証に記載しますので、ご確認ください。

https://form.tokyorainbowpride.com/vehicle/vehicle2023.html


・伝票お届け先欄
電話番号 ⇒ 当⽇の受取担当者の携帯番号
住所 ⇒ 東京都渋⾕区神南2－１ 代々⽊公園 B地区

イベント広場 東京レインボープライド2023内 ◯◯（ブース名）宛
⽒名 ⇒ 出店ブース名 ご担当者名 ※必ずはっきりとご記⼊ください。
・ご依頼主欄

電話番号 ⇒ 発送される⽅の電話番号 住所 ⇒ 発送される⽅の住所
⽒名 ⇒ 発送される⽅の店名（会社名）・⽒名
・その他

時間指定 ⇒ 時間指定し、必ず受取ご担当者がブースにいるようにして下さい
品名 ⇒ 発送物の概要

宅配による搬入・搬出
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宅配による搬⼊
■ご出展者様のブースの位置まで宅急便による配達が可能ですので、搬⼊⼿段としてご検討ください。
■⼿配は全てご出展者様側でしていただきます。配送業者の指定などは特にございません。
■主催者側での搬⼊荷物の受け取りや預かりなどは⼀切致しません。配送伝票にはブース名・ご担当者名・当⽇連絡の取れる携帯番号を明記の上、
時間指定で配送し、該当時間には必ずご⾃⾝のブースで直接配送業者から受け取りをしてください。
宅配による搬出
■4/22と4/23の会期中、イベントの本部テント（総合受付）にて宅配便預かりブースを設置します。宅配便による搬出をご希望の場合はご利⽤くだ
さい。ヤマト便着払のみのご利⽤となります。会期終了時間である18時以降の宅急便のお預かりは⼀切お断りさせていただきます。
■発送は23⽇、または集荷の都合上、さらにその翌⽇になる場合がございます。
■お預かりできる荷物は、縦・横・⾼さの合計が200cm以内、かつ重さが30kg以内のお荷物となります。
■常温での保管となりますので要冷蔵物は対応致しかねます。



チラシの配布
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チラシの配布
■チラシの配布は、出展者様のブース内・ブース前で⾏うのは問題ありませんが、それ以外のイベント広場内での配布はご遠慮ください。
置きチラシスペースに関して
■主催者ブースに各出展者様のチラシ類が置けるような棚または机を設けます。必要に応じてご活⽤下さい。
 ※置きスペースは先着順となります。※場所は会場MAPでご確認下さい。
■チラシ類はイベント当⽇、直接会場にお持ちください。設置、撤収に関しては各団体で⾏ってください。当団体では管理致しかねます。
■当⽇お持ちいただいたチラシ類に関して、内容により設置をお断りする可能性がございます。あらかじめご了承下さい。
■チラシ類を事前に当団体事務所などに郵送で送るなどの⾏為は固くお断りさせていただきます。
■イベント終了後、設置したチラシ類を速やかに撤去して下さい。万が⼀撤去されないチラシ類に関しては当団体で⼀律破棄いたします。その場
合、次回からのご出展・チラシ設置のご利⽤をお断りする場合がございますのであらかじめご了承ください。
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ゴミの処理方法

ブースで出たゴミの処分に関して
■ゴミ袋は出展者様で各⾃ご⽤意下さい。
■90L×2袋または45L×4袋相当を超えるゴミは出展者様各⾃でお持ち帰り下さい。
■上記の範囲内のゴミに関しては、分別を徹底した上で、エコステーションにお持ち下さい。（エコテントでは受け取り致しません。）
■分別のされていないゴミ袋は受け取り致しません。再分別または持ち帰りをして頂きます。
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出展に際する諸注意および禁止事項

出展に際する諸注意および禁⽌事項

■お申込時に同意いただいた『東京レインボープライド2023』への協賛・出展に際する遵守事項に違反する事実が発覚した場合、出展をお断りする
場合がございます。

■周囲に対して美観を損ねたり、⾵紀を⾒出す⾏為はお断り致します。衛⽣上または⾵紀上の問題により、出展や販売を中⽌していただく場合が あ
りますので、あらかじめご了承ください。

■会期中に販売、展⽰するものは、当イベント主旨に沿ったものを⼼がけて下さい。 宗教、政治、ネットワークビジネス等の勧誘はできません。

■18歳未満の⻘少年や様々なセクシュアリティの⽅が来場されます。販売物、配布物、掲⽰物などの表現内容については、配布・陳列⽅法を⼯夫す
るなどのご配慮をお願いいたします。

■性的マイノリティに対して否定的な内容や反社会的な表現などは控えてください。法律、条例に抵触する恐れのある物品の販売・展⽰・配布は厳
禁です。

■出展者様は⾃らの責任で⽇本国内の各種規定に従って下さい。違反等があった場合、改善を要求いたします。改善が認められない場合、会期中で
あっても出展の中⽌を求めます。あらかじめご了承ください。

■代々⽊公園内の植栽や設備に対して、固定⽤のロープを掛けたりテープを貼ったり、またのぼりなどが接触することも⼀切禁じられております。

■テントに紙のガムテープは使⽤しないで下さい。糊残りしないテープを使⽤して下さい。

■テントなどの主催者からの提供備品やレンタル備品を破損した場合は、弁償していただきます。

■出展者様がブースに⾏った⼯作やその他持ち込んだ備品等などは、搬出期間内に全て撤去してください。リーステントや主催者がお貸し出しした
備品は、テープの糊残りなどの汚れなどを除去し、原状回復をお願い致します。また、地⾯などに汚れを⽣じさせてしまった場合も清掃をし、原状
回復をお願いします。処分や清掃に費⽤がかかるものを残された場合、清掃・ 破棄費⽤を請求いたします。

■本イベントでは飲⾷ブースを別枠で設けており、飲⾷ブース以外のブースでの飲⾷物の提供（有償・無償ともに）を原則禁⽌としております。
個包装で少量の飴やクッキーを商品購⼊者にプレゼントするなど、飲⾷ブースの売上に差し⽀えないと認められる場合は例外的に配布を許可してお
ります。また、未開封ボトルのお⼟産⽤ワインなど、明らかにその場で飲⾷することが想定されてない物も同様の理由で例外的に販売を許可してお
ります。ただし、いずれも⾷品表⽰法に基づいた明確な表⽰が必要となります。また持ち帰り⽤として未開封のアルコール飲料を販売する場合は、
各⾃の責任において事前に渋⾕税務署に「期限付酒類⼩売免許届出書」を提出し、規則に従って税⾦を⽀払う⼿続きをしてください。

■出展ブース以外の場所での販売⾏為・チラシ配布などはできません。出展ブース外での作業、保管はできません。

■会場内は、喫煙場所を除いて禁煙となります。

■看板等の装飾物の設置は、各出展者の責任で強⾵対策などの⼗分な安全対策を⾏って下さい。

■ブースの前および横に⼤きく張り出すのぼり、看板等の設置はできません。主催者から提供の区画サイズを遵守してください。

■呼び込みは各⾃のブース前でのみ⾏なって下さい。

■代々⽊公園内でのDJ⾏為は禁⽌されております。また、⾳響設備の利⽤は隣接するブースに⽀障をきたさない範囲でお願い致します。
 苦情が出た場合は改善を要求いたします。



免責事項
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免責事項

■出展者は、出展及び販売⾏為に関連して発⽣した事故・苦情に対して、全ての責任を負うこととします。

■会場内における⼿荷物・貴重品等の管理は出展者様各⾃で⾏ってください。当団体は⽕災、盗難、紛失、損傷、その他事故による負担および賠償

の責任を、⼀切負わないものとします。

■悪天候、地震、伝染病（デング熱等）、感染症（新型コロナほか）等の不測の事態によって、やむなくイベントが変更または中⽌となる場合があ

ります。不測の事態による変更／中⽌に伴う具体的な対応（繰り越し等）は別途ご案内いたします。返⾦に応じられない場合もありますので、あら

かじめご了承ください。

■本イベントに協賛するにあたって、イベント内外で発⽣した傷病事故、紛失・盗難・毀損事故、参加者・利⽤業者・第三者とのトラブル等につい

て、弊団体は損害賠償等⼀切の責任を負いません。⾃⼰の責任でご対応ください。必要に応じて、保険への加⼊をご検討ください。

■故意・過失の如何を問わず、イベントスタッフ、イベント関係施設や設備・機材等に損害を与えた場合は、その損害について弁償していただきま

す。必要に応じて、保険への加⼊もご検討ください。

■参加者から出展企業・団体等への抗議活動があった場合、TRPは個別の問題に介⼊することができません。参加者の⽒名・連絡先を確認のうえ、

ブース内のスタッフがいる場所等へ移動して意⾒を傾聴する等、出展者様で対応をお願いします。



①Q.ブース位置はいつ頃わかりますか？
A.4月中旬までに公式HPでの公開となります。物理的な制約の他、公園という性質上、会場のレイアウト
に関して、直前まで関係各所との確認・調整作業がございます。お待たせして申し訳ございませんがご
理解くださいますようお願いいたします。

②Q.ブース設営の範囲について
テントやテーブル等、当日は主催者側でどこまで準備してもらえるのですか？

A.テントに関しては出展者様の搬入開始時間までに建てた状態でお引き渡し致します。テーブルや椅子に
関しても、テント内に置いておきますので、ブース内のレイアウトなどはご出展者様側でお願い致します。
その際、隣のブースの備品を間違えて使用してしまい、数が合わなくなるトラブルが毎年発生しております。
特に、追加でテーブル、椅子などをお申込みいただいているご出展者様におかれましては、
合計何個お申し込みされているかを事前によく把握した上でブース内の設営に取り掛かって頂きますよう
お願い致します。

③Q.一般ブースの場合、隣の出展者との間に仕切りの幕はありますか？
A.１ブースでご出展の際は、１つのテントを２つの出展者様で分割してご使用いただくことになります。
１つのテントの真ん中には幕がありませんので、片側には幕があるが、もう片側には幕が無い状態になります。
両サイドを仕切りたい場合は、パネルや吊るす布などをご用意下さい。
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Q&A

このように、両サイドと背面には幕がありますが、
真ん中には幕がありません。



④Q.会場内に出展者向けのクロークや着替えのスペースはありますか？
A.ございません。貴重品等の管理はご自身でお願い致します。

⑤Q.追加設備で電源を申し込んだ場合、電源はどのような形で供給されますか？
A.テントの天井または裏側にコンセントをお出しします。そこからブース内の配線などはご出展者様
側で延長コードをご準備いただき、ご使用ください。

⑥Q.追加設備でライトを申し込む場合、１ブースあたり何個申し込むのが良いですか？
また、ライトはテントのどこに取り付けるのですか？

A.ブース内でどのようなコンテンツを展開されるかや、天候等にもよりますが、１ブースあたり１個で
お申し込みいただくことが多いです。例年、日中の営業に関してはライト無しで営業されるブース
も多いです。

⑦Q.追加設備でライトを申し込む場合、セットで電源も申し込まなくてはならないのですか？
A.ライトの電源は、追加設備の電源とは別の回線でご提供しますので、不要です。

⑧Q.会場内に給水できる場所はありますか？
A.会場ステージの裏手に一箇所、給水ポイントをご用意します。
給水が必要なブースは、そちらで給水し、ご自身でブースまで運んでいただきます。
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⑨Q.東京レインボープライド2023全体として、イベントにおいて来場者やボランティアスタッフが
怪我などを負った場合に補償するような保険などには加入されているのでしょうか？
出展企業やそのブースで働く人間（ボランティア）も対象になりますでしょうか？

A. 主催者側では、主催者側が法律上の損害賠償責任を被る場合に備える保険には加入しています。
来場者や東京レインボープライドのボランティアスタッフが怪我などを負った場合の補償は適用の範囲内となり
ます。一方、各ブースでの活動は各出展者様が行う事業活動となりますので、各ブースのスタッフの方含め適
用の範囲外となります。必要に応じて、各々ご出展者様側でご用意ください。

⑩Q.出展ブースには、毎年何人くらいの人が来ますか？
A.TRP2023においては、昨年実施したコロナ対策としての入場制限を行う予定は現時点ではございませんので、
イベントに来場されるお客様数としては、コロナ前に実施したTRP2019実績同等の、2日間で20万人規模を見込
んでおります。ただ、各ブースへの訪問者数は当団体側では集計しておりませんので、お答えしかねます。

⑪Q.新型コロナ感染症対策として、ブース出展者側への具体的な規制はありますか？
A.TRP2023の実施に際して、現時点では、ブース内のスタッフ数の人数制限や、マスクの着用を義務付けるよ
うな規制は設ける予定はありません。
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⑫Q.ブース内で実施する企画内容に関して、アドバイスはありますか？
A. ご出展のお申込み時に、下記の遵守事項へ同意をいただいております。

『東京レインボープライド2023』は、LGBTQをはじめとするセクシュアル・マイノリティの存在を社会に広め、
「“性”と“生”の多様性」を祝福するイベントで、「NPO法人東京レインボープライド」が開催し、各参加団体・参加者の皆様と作る
イベントです。その趣旨にご賛同いただき、それに沿った表現や内容となるようお願いいたします。
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具体的な企画内容は、ご出展者様側で自由に考えていただければと思いますが、検討を進められる際に、下記の
チェックポイントを念頭に置かれることを推奨致します。

✅この企画がLGBTQ当事者のエンパワメントにつながっていますか？
✅この企画を準備する段階で、当事者の声に耳を傾けていますか？
✅この企画が自社サービスの宣伝だけになっていませんか？
✅この企画が社内の意識啓発につながっていますか？



参考：ブース設営状況
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参考：ブース設営状況
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参考：ブース設営状況
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