
昭和レトロカー万博2019
2019年11月17日(日)　大阪南港にて開催　〜なつかしい昭和の車が勢揃い〜

「なつかしい昭和の車が勢ぞろい!」	

	

出店受付期間:【第1期】9/12(木)必着 【第2期】	9/26(木)必着 	
※応募が多数の場合は、募集を早期に終了いたします。お早めのお申込みをお願いします。	

前年度参加者数28万人!	日本 大級の魚介料理フェスティバル 
2019-2020の募集がついに開始!!	

「なつかしい昭和の車が勢ぞろい!」	

出店プランのご案内



昭和レトロカー万博開催のご案内 

200台の選び抜かれた希少なレトロカーが展示される、大阪南港で初開催のイベントです。古き良き昭和を懐かしみ、
レトロカーオーナーと来場者が交流できるイベントを開催します。若年層のクルマ離れが叫ばれる中、元号が変わっ
た2019年の秋に、あらためて『激動の昭和』に日本で活躍し人気を博した車たちを愛で、振り返りつつ、日本の誇る
べき「クルマ文化」を子や孫の世代に継承する事を目指しております。普段はなかなか見ることのできないマニアック
な特殊車両や働くクルマも展示され、大人から子どもまで家族連れで楽しめます。	
車両やパーツ、グッズ等の即売も予定しております。来場者の集客として、自動車専門誌から一般誌、新聞、テレビ
での宣伝も実施し、出店社の皆さまには絶好の商談の場として、ビジネスの拡大の機会としてご活用いただけます。	
	



イベント開催概要 
■イベント名称：昭和レトロカー万博2019	

　　　　　　　　※当イベントでは、二輪車の展示は行いません。	
	

■開催場所：大阪市南港　特設イベント会場（国際フェリーターミナルコンテナ車整理場）	
大阪市住之江区南港北1丁目19	

	
■開催日時：2019年11月17日（日）　※雨天決行	

	
■開催時間：9:30 開演 〜 15:30 閉演（16:00 閉場）	

	
■入場料：【当日】一般（中学生以上）：1,800円	

 	　　　 【前売】一般（中学生以上）：1,500円	
	　　 ※小学生以下は無料	

	　　 ※500円分金券付（出店社への販売促進のため）	
	

■搬入日程：2019年11月17日（日）4:30〜7:00	
             　　＊搬入は当日搬入のみになります。	
■搬出日程：2019年11月17日（日）16:15〜19：00	

	
■主要な年齢層想定：40代〜50代	

■男女比想定：男性8割、女性2割	
■キーワード：懐かしい、昭和、レトロカー、ヴィンテージ	

	
■主催：昭和レトロカー万博実行委員会	

■企画・運営：関西テレビ放送(株)、(株)八重洲出版	



会場名称：大阪市南港　特設イベント会場
　　　　　　　（国際フェリーターミナルコンテナ車整理場）

大阪市の中でも港湾部にあたる南港エリアにある、大阪港国際フェリーターミナル近く
の大型トレーラー車の駐車する一時止めのエリアを会場として使用します。会場は地下
鉄中央線の終点「コスモスクエア駅」から徒歩5分の好立地です。周辺に来場者向け
の駐車場も多数ございます。

開催場所 

会場へのアクセス

【公共交通機関でお越しの場合】
 ●大阪メトロ中央線/南港ポートタウン線（ニュートラム）

　 「コスモスクエア駅」下車 徒歩5分

  
【お車でお越しの場合】

 ●神戸方面から

阪神高速湾岸線　南港北出口

●和歌山方面から

阪和自動車道〜関西空港自動車道〜阪神交通4号湾岸線〜南港北出口

●それ以外から

阪神交通1号環状線〜阪神交通16号大阪港線〜南港北出口

※ 駐車場は近隣駐車場をご利用ください。

　（普通車1500円／１日・大型車 3000円／１日）

南港エリア



会場までの電車でのアクセス 

大阪

なんば

新大阪

本
町

昭
和

ー

万
博

会
場

徒歩

弁
天
町

OsakaMetro中央線
コスモスクエア行きJR大阪環状線・弁天町方面

OsakaMetro四つ橋線

西梅田 OsakaMetro中央線
コスモスクエア行き

OsakaMetro御堂筋線

OsakaMetro御堂筋線



会場レイアウト図(仮) 
昭和レトロカー万博2019では、レトロカーが織りなす史上最高のクラシカルな世界観で、懐かしさとほの
ぼのとした安らぎの空間が実現されます。車両展示はもちろん、絶版パーツ、ミニカー、ステッカー、カー
用品、アクセサリ、ケミカルなどのお買い物が楽しめる要素が盛り沢山です！



レトロカーオーナーミーティングを中心とし、ステージイベントなどサブアトラクションも充実させた総合イベン
トとなります。

＊コンテンツは現時点での予定となります。

四輪車両展示エリア

マニアック車両エリア

お買い物エリア

フリーマーケット

ステージイベント

フードエリア

厳選されたクルマ200台を想定。
※当イベントでは、二輪車の展示は行いません。

“マニアックすぎる”車両エリア。普段あまり見られない、
ノスタルジックかつ、マニアックな車両を間近で見学できます。

40小間超を想定しております。物販や販売促進に貢献するべく、来場
者チケットには会場内で使用できる、500円分の金券が付いておりま
す。閉演後、本部にて換金が可能です（当日換金のみ有効）。

個人出店を中心に約90小間を想定しております。

トークショー・実演デモ系コーナー・アワード車両の表彰コーナーなどを
予定しております。

会場内にキッチンカーエリアを設けており、会場内にて飲食が可能です。

実施コンテンツ内容 



家族で楽しめる！ 
大規模なレトロカーイベント	

オススメポイント①

200台の希少なレトロカーが集まる、家族で一日楽しめるカーイベントです。普段はなかなか見ることのできない、マニ
アックな特殊車両や働くクルマ展示のほか、車両やパーツ、グッズ等の即売も実施しております。歴代の名車や「珍しい」
「マニアックすぎる」車両展示もなされており、マニアの方も大満足なのはもとより、初めてレトロカーに触れる方も楽しめ
ます。クルマに興味を持ち「クルマの趣味」を子供や孫といった次なる世代につなぐようなイベントに育てていけるよう、さ
まざまな取り組み、より多くのコンテンツを盛り込んでいく予定です。

ターゲット層は･･･

懐かしいクルマを楽しむファミリーイベント 

懐かしさを求めて来場する
高齢の夫婦

現在のクルマ社会の中心を担う
30〜50代の夫婦・カップル

小さな子供のいるファミリー



関西テレビ	

レトロカーを実際に所有している車両オーナー、マニアックなクルマ趣味人はもちろんのこと、クラシックカーは所有し
てはいないけれど懐かしく見るのが好きな層をテレビ広告により大量に集客します。関西テレビが事前にテレビにて
イベント告知を実施します。普段はなかなか見ることができないクルマの展示や子供に人気の高い特殊車両・働くク
ルマなどを多数集め、ファミリー層を来場者として呼び込めるイベントとして注目度抜群のイベントです。	

オススメポイント②

 

 

 

関西テレビがイベントをムーブアップ 



電車でもクルマでも 
気軽にアクセス可能！ 

大阪市　南港エリア

大阪のカーイベントの聖地「南港エリア」にて開催します。電車でもクルマでも気軽
にアクセスが可能です。各方面からクルマでご来場された場合でも近隣駐車場が
完備されているので受け入れ体制は万全です。	

オススメポイント③



ドライバー　　　　　　　　

9月20日発売　  4C1P

10月20日発売　4C1P

11月20日発売　4C1P

【雑誌】

ドライバー＿＿＿　
3月20日発売　4C1P

サイクルスポーツ 　
3月20日発売　4C1P

　　　

ラジコンマガジン　　
4月4日発売　4C1P

モーターサイクリスト
4月1日発売　4C1P

【公式WEB】
　特設HP：　https://retrocar-expo.jp/

・各雑誌をはじめ、弊社媒体広告のQRコードから公式WEBへのリンク誘導

・配布チラシ計60,000枚のQRコードから公式WEBへのリンク誘導

　（第一次配布7月〜/第二次配布9月〜）

・公式Facebookからのリンク誘導

【新聞】
　11月上旬売り　「デイリースポーツ」など　

【WEBプレスリリース】
　合計30サイトに事前告知を実施予定
例）　

✿Yahoo! ニュース ✿excite.ニュース  ✿livedoor  ✿Response ✿GREE　✿gooニュース 

事前プロモーションプラン① 

『ヤングキング』 
10月23日売り(表4)

『FLASH』 
11月7日売り(表4)

『モーニング』 
10月26日売り(表2)

『ヤングチャンピオン』　
  11月14日売り(表4)

『サンデー毎日』
 11月7日売り(表3)

『週刊漫画ゴラク』　
  11月10日売り(表4)

『週刊現代』 
11月13日売り(4色1ページ)	

『コミック乱ツインズ』　
  11月13日売り(表3)

ラジコンマガジン　　　　

10月20日発売　4C1P

11月20日発売　4C1P

公式ホームページ
　6月26日開設

オールドタイマー　　　　
6月26日発売　4C2P

8月26発売　   4C2P

10月26日発売4C2P

　　　（※別途記事4C6P）

高速有鉛　　　　　　　
6月28日発売　  4C2P

8月28発売　     4C2P

10月28日発売　4C2P

サンデー毎日　
11月初旬発売　
4C1P

FLASH　　　　    
11月初旬発売　
4C1P

【チラシ】
■イベント告知用およびエントリー車両参加の募集をかねて、

　A4サイズの印刷物（チラシ）を制作します

■レトロカー関連企業やショップ、レトロカークラブ

　1,000件へ第一次チラシ（&出店ご案内書）配布

　500社へ第二次チラシ配布

■各レトロカー団体、クラブメンバーを中心に口コミで参加を呼びかけ

■自動車博物館、自動車専門学校にてポスター掲示

■他、カーイベントへブース出展の際に配布

　広告イメージ



【テレビ番組名並びに番組概要】

 

 

事前プロモーションプラン② 

 

【番組名】 「ピーチケ＋」	
		
【放送日時】 毎週土曜日　	
　　　　　　　　２８：００～２８：１５（１５分番組）	
＊番組編成上、放送時間が変更になることがあります。	
 	

 	
【放送エリア】 関西地区	
 	
【内　　容】 	
関西テレビで現在放送中の「ピーコ＆兵動のピー
チケ♡パーチケ」から派生した、一口サイズのイベ
ント紹介番組！関西テレビが主催するイベントを中
心に、お芝居やコンサートなど今話題のエンターテ
インメント情報を、川島壮雄アナウンサーが毎回
たっぷりご紹介！豪華俳優へのインタビューや舞
台稽古の模様、さらには公演の模様をひと足早く
お茶の間にお届けします。	
人気公演のチケット先行予約も行います！	
	
【出演者】 	
川島壮雄（関西テレビアナウンサー）	

【番組名】	
	「ピーコ＆兵動のピーチケ♡パーチケ」	
 	
【放送日時】 毎週水曜日　	
　　　　　　　　２５：２５～２５：５５（３０分番組）	
　　　＊毎週土曜日早朝（5：20～5：50）再放送	
	
　＊番組編成上、開始時間が変更になることがあります。	

　　　　　　　　　　　　	
【放送エリア】 関西地区	
 	
【内　　容】 	
関西テレビが開催するイベントを中心に、お芝
居やコンサートなど今話題のエンターテインメン
ト情報を、ＭＣ ピーコ＆兵動大樹の痛快スタジ
オトークとともにお届けします。舞台やイベント
の出演者をゲストに招いたり、稽古場へのイン
タビュー取材、劇場やイベント会場へのロケも
随時敢行！人気公演のチケット先行予約も行
います。 	
 	
【出演者】	
	ピーコ　　兵動大樹　　中山優馬 　	
桜 稲垣早希	
川島壮雄（関西テレビアナウンサー）　	
 	

 【番組名】	
「アサチケ」	
 	
【放送日時】 毎週月～金曜 	
																								早朝　4：45～5：20ごろ（1分番組）	
＊番組編成上、開始時間が変更になることがあります。	

 	
【放送エリア】 関西地区	
 	
【内　　　　容】 	
関西テレビが開催するイベント、舞台、コンサー
ト、展覧会のお得な情報を日替わりでご紹介。	



第6回　お台場旧車天国 2018
2018年11月18日（日）　　　　
お台場 野外特設会場 NOP区画
（青海臨時駐車場）にて開催
来場者数　1日間計22,420人

1日で22,420人動員	

最高売上店舗100万オーバー 
事前にお買い物促進する施策の実施 

第6回目となる「お台場旧車天国」は、関東 大級のイベントエリアであるお台場にて開催され、1日で来場者数
22,420人と大盛況でした。「レトロカーの愛好文化」「クルマの趣味」「懐かしい昭和レトロ」に関心のあるターゲッ
ティングされた来場者を、家族で楽しめるイベントとして、2世代＆3世代にわたって集客して参りました。購入する
イベントであるという事前プロモーションのためお買い物天国というエリアを作り、当日の500円のイベント内金券使
用制度を導入し、購買意欲をかき立てました。出展社の売上 大店舗はなんと100万オーバー（ミニカーショッ
プ）！お買い物をするイベントとして定着し出展社の喜びの声もひとしおのイベントとなっています。昭和レトロカー
万博も上記の数値に近づけられるよう、同様の事前のお買い物促進施策の実施並びに、集客に力を入れます！	

　	 2013年(第1回) 2014年(第2回) 2015年(第3回) 2016年(第4回) 2017年(第5回) 2018年(第6回)

来場者数	 10,550人 17,434人 19,696人 20,236人 20,578人 22,420人

エントリー車両数	 385台	 610台	 600台 600台 685台 705台

企業出展社数	 92社 96社	 95社	 95社	 105社 103社	

個人スワップミー
ト数	

98枠	 182枠	 212枠	  191枠	 215枠	 239枠	

ご参考データ：お台場旧車天国 



爆買いのチャンス！

「お買い物天国」エリア
企業ブースやスワップミート、さらには飲食コーナーを合わせて、300枠超が並ぶ。貴重な絶

版パーツ、カー用品、アクセサリ、ケミカル、古書・歴史資料・カタログ、ステッカーをはじめ、各
種グッズやミニカーまで、お買い物を存分に楽しめる。

事務局
イベント
来場者

企業
出店社様

金券の配布

金券で
購入

金券回収

金券払戻し

【金券の流れ　（イメージ）】

〈出店社様メリット〉
来場者×500円分の会場内消費が見込めるため、売上げが立ちやすい。

イベント内金券制度
金券制度とは、当イベントを出店社様のプロモーションの場としてだけでなく、出
店社様への物販収入も期待できるイベントとするべく、主催者より来場者に対し

500円の金券をキャッシュバックする制度です。
金券はイベント会場内の企業出店社様ブースにて使用可能（フードエリア・フリー
マーケットでは使用不可） 。来場者へイベント内販売物の購入を促します。出店
社様には金券をお金と同様にお取引いただき（お釣りも出してください）イベント
終了後、主催者側で換金いたします（当日換金のみ有効）。

ご参考データ：お台場旧車天国　お買い物促進制度 



男性客が全体の92%を占める。

男性	

女性	

〜10代	

20代	

30代	

40代	

50代	

車での来場が半数以上を占める。
最寄りのゆりかもめ｢東京国際クルーズターミナル駅｣からも
至近の立地のため、公共交通機関の利用も多い。

自家用車	

電車	

その他	

バス	

ご夫婦ご家族で	

お一人で	

ご友人と	

その他	

ご参考データ：お台場旧車天国2018来場者属性 

マニアなクラシックカー愛好者に加え、
ご夫婦・ご家族での来場も多い。

ボリュームゾーンは40代〜50代となっている。
40代は家族連れでの来場も多数みられた。

誰と来たか？

会場までの交通手段性別

年齢



■　スペース：8ｍ×5ｍ（土間渡し）
■　物販可・車両展示可・配布物可
■　出展パス 5枚（＝1小間につき、早朝入場可能）

　　※追加は1枚につき500円で販売
■　招待券（入場券＊金券無し）8枚進呈（1小間につき）
■　公式WEB・会場図など社名掲載あり

■　車両のみの展示も可　
■　積載車1台のみ駐車スペース有り

　　（関係者駐車場駐車許可証１枚発行）
※駐車スペースに限りがあり2台以上の駐車はできかねます。
　ご理解ご協力のほど宜しく、御願いいたします。

【大ブース出店プラン】

価格：90,000円（税別）/1小間　

昭和レトロカー万博ブース出店によるプロモーション＆物販 
《ご対象企業》

・レトロカー販売、車両買取ショップ
・絶版パーツ、リサイクルパーツ販売
・レストア業者、修理業者
・古書、歴史資料、カタログをはじめ
・各種レトログッズ、アパレル
・ミニカー、おもちゃ、ステッカー
・カー用品販売
・ケミカル販売
・ガレージメーカー、ガレージハウス販売、建築・工務店各社

・不動産会社各社
・雑誌、インターネット、TVなどのメディア各社
・煙草
・カーアプリ会社
（NG:お酒の提供・販売、二輪車両）

本イベントでは、キッチンカーでの出店形態で、
飲食出店を募集する予定です。

先着順では御座いませんが、条件の合う業者様がいらっしゃ
れば随時決定させていただきます。出店に際して、管轄保健

所の営業許可証を事前に取得・提出いただく必要があります。
（取得済、又は取得可能な車両をご用意ください）
PL保険の加入をお願い致します。

食品衛生責任者を1名以上常駐させてください。
名義貸し、再委託は禁止とさせていただきます。

※　キッチンカー出店は
　　 別途お問い合わせください。



■　スペース：4ｍ×5ｍ（土間渡し）
■　物販可・車両展示可・配布物可
■　出展パス3枚（＝1小間につき、早朝入場可能）

　　追加は1枚につき500円で販売しております）
■　招待券（入場券＊金券無し）4枚進呈（1小間につき）
■　公式WEB・会場図など社名掲載あり

■　積載車1台のみ駐車スペース有り
　　（関係者駐車場駐車許可証１枚発行）

　　※駐車スペースに限りがあり、
　　　2台以上の駐車はできかねます。
　　　ご理解ご協力のほど宜しく、御願いいたします。

【小ブース出店プラン】

料金：60,000円（税別）/1小間　

事務局
イベント
来場者

企業
出展社様

金券の配布

金券で
グッズ購入

金券回収

金券払戻し

【金券の流れ　（イメージ）】

昭和レトロカー万博ブース出店によるプロモーション＆物販 



【ご出店枠】

種別 スペース 区分 料金（税別）

大ブース出店プラン 8m×5m（40㎡） 1小間（土間渡し） ¥90,000

小ブース出店プラン 4m×5m（20㎡） 1小間（土間渡し） ¥60,000

種別 大きさ・備考 単価（税別）

テント　大 2間×3間（3.6ｍ×5.4ｍ）ウエイト・3方幕付き ￥25,000

テント　小 1.5間×2間（2.7m×3.6ｍ）ウエイト・3方幕付き ￥20,000

発電機 燃料費込み ￥20,000

机　１卓 1,800mm×600mm ￥2,000

椅子　１脚 ￥540

- - -

【備品オプション】
テントや机、椅子などの備品はお持込みいただいても構いません。

現地でのレンタルにつきましては下記、実費にて手配いたします。

（※事前のお申込みが必要です、当日の追加はできかねます。）

＊注意事項＊
車両以外の展示品につきましても、お申込みの小間内に収めるようお願い申しあげます。

備品に関しては当日の追加はできません。必要な備品は事前にお申込みください。
ご出店のお申込み締切は 2019年9月26日(木)としておりますが

会場の都合上、出店枠がなくなり次第、締め切らせて頂きます。お早めのお申し込みをお願いします。

出店受付期間:【第1期】9月12日(木)必着　 【第2期】 9月26日(木)必着 

企業ブース出店枠として、大小２パターンをご用意しております。
車両の展示や販促物の配布、物販などにご利用頂けます。

※40枠の店舗を想定
※競合排除無し

昭和レトロカー万博ブース出店プランご案内 



ブース出店規約 
１.契約の手続き　本書巻末の「出店お申込み書」を出店の契約書といたします。

●出店者について：主催者と契約を交わした申込者を出店者とします。

●小間について：主催者が小間の割り当てを決定し、小間割を事前に明示します。

　（場所の変更等はお受けできませんのでご了承ください）。

　なお、出店者は小間割の変更、もしくは小間の一部譲渡、貸与、出店者相互で交換することはできません。

●当イベントでは、コンプライアンス遵守を最優先としており、暴力団、その他反社会的団体構成員・関係者、 

   泥酔者、並びに当イベントの雰囲気にそぐわない方の当敷地への立ち入りを固く禁じます。

●展示上の注意：音響・臭気など過度の催しにより他の出店者に迷惑をかけないようご注意ください。

●イベント中止：自然災害・荒天など、主催者が運営上危険と判断した際には

　イベントを中止・開催時間の縮小を行う場合がございます（その際に出店料の返金等はいたしません）。

●出店契約の解除およびお申し込みの取消しをした場合

　お申込みの金額（小間・レンタル品を含む）の100％をキャンセル料とさせていただきますの

　であらかじめご了承ください。

●会場管理：主催者は会場全般の保全管理にあたりますが、出店物の紛失･盗難･破損･損傷･その他

　会場内で発生したいかなる事故などに対しても損害賠償などの責任を主催者側は一切負いません。

2.出店料に関して
●出店料金に含むもの

　・出店小間の使用料　・会場全体の装飾費　・全体的な告知宣伝費、企画運営費

●出店料金に含まないもの

　・各ブース内の装飾 ・搬入出費　・展示品に対する保険金、対人賠償などの賠償金 　

　・ブースの運営に関わる費用　・放置された展示資材や梱包材などのゴミ処理に関わる費用



〈以下、運営記入欄〉出店を受理しましたら、下記に記入の上、返信いたします。

上記のように出店を受理しました。　2019年　　月　　日　担当者印：

FAXでご送付ください。原本は貴社で大切に保管してください。

企業出店

申込締切　　2019年9月12日（木）

【ご協賛のメリット】 
ご提供いただきました協賛品は、来場者アンケート景品などに使用いた
します。公式ホームページ内で画像とテキストでご紹介、御社サイトへ
のリンクなど、広く御社製品の認知向上に繋げさせていただきます。

■出店契約の解除およびお申し込みの取消しをした場合、お申し込みの金額の100％をキャンセル料とさせていただきます。予めご了承下さい
■出店内容を確認の上、事務局より請求書を送付させていただきます。請求書に記載された指定の期日までにお振込みをいただけない場合、出店取り消しとさせていただく場合がございます。

昭和レトロカー万博2019 出店お申し込み書
昭和レトロカー万博実行委員会 宛　昭和レトロカー万博において、主催者の定める出店規約を守ることを約束し、下記の展示スペースを申し込みます。　2019年　　　月　　　日

貴社名

出展表示名

住所

請求書
送付先

※請求先が上記と異なる場合はご記入ください

担当者
所属部署

担当者
氏名

電話番号 FAX 番号

携帯番号

協賛品の
ご提供 する　・　しない

メールアドレス

ご
出
店
枠

大ブース出店
8ｍ×５ｍ(40 ㎡ )

土間渡し

種別 単価（税別） 個数 小計

小ブース出店
4ｍ×５ｍ(20 ㎡ )

土間渡し

￥90,000

￥60,000

￥

￥

オ
プ
シ
ョ
ン

備品名 単価（税別） 個数
テント大 2 間 ×3 間
（3,6m×5,4m）

テント小 2 間 ×1,5 間
（3,6m×2,7m）

電源（レンタル発電機）
燃料費込み
机

（1,800mm×600mm）

椅子（パイプ椅子）

￥25,000

￥20,000

￥20,000

￥2,000

￥500

￥

￥

￥

￥

￥

￥合計（税別）

〈お申し込み先〉FAX:03-3552-8441
お問い合わせ：昭和レトロカー万博実行委員会事務局　担当：天谷　TEL：03-3552-8088（平日 10:00～17:00）

※締め切り日前でも申し込みを締め切る場合がございます。お早めにお申し込みください

小計



昭和レトロカー万博2019実行委員会事務局　

                                  

　担当/天谷

専用TEL　：　03-3552-8088(平日10時〜17時)

Mail　：　t.amaya@yaesu-net.co.jp

【事務局】　　

〒104-8488　東京都中央区八丁堀4-5-9　エイトビル
  TEL　:　03-3552-8088　 
FAX　:03-3552-8441

ご出店に関するお問い合わせ先 

	

	 	 	 	 	〒530-8408　大阪市北

区扇町２-１-７	

　　　　　　　　　　　 	 	TEL  : 06-6314-8272　	

	 	 	 	 	FAX  : 06-6314-8275	

　　　　　　　　　　　 	 	E-MAIL：y-

sakata@ktv.co.jp	

	

	


