
ご協賛・ご出店のご案内

confidential

 1

謹啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 
この度は「ワイルドワンフェスティバル」にご興味を持っていただき誠にありがとうございま
す。私どもワイルドワンフェスティバル実行委員会は、新横浜公園第一駐車場（横浜市港北区）
にて屋外型カルチャーフェスティバルとして「ワイルドワンフェスティバル」を開催いたします。
みなさまには「ワイルドワンフェスティバル」の開催主旨をご理解いただきまして、こちらのご
協賛ご出店のご案内をご一読ご確認いただき、私たちとともに「ワイルドワンフェスティバル」
を盛大に盛り上げる一翼を担っていただければ幸甚に存じます。初開催となりますので安全なイ
ベント実施運営にご理解とご協力をお願いいたします。 
ご不明な点などございましたら事務局までお問合せ下さい。 
ワイルドワンフェスティバル実行委員会

【本件に関するお問い合わせ先】■FAX・メール：申し込み先 
ワイルドワンフェスティバル実行委員会事務局 
〒231-0014 横浜市中区常盤町 5-71  
FAX：045-315-5339 
E-mail： info@thewildonefestival.com

https://thewildonefestival.com

公式HP

“シンヨコハマで伝説が始まる”

（イベントに関する不明点やご質問等につきましてはお手数ですがメールにてご連絡お願いいたします。）
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はじめに

本イベントは下記事項に寄与することを目的としています!

港町・横浜の裏路地で長年にわたり営業を続けるダイナー『4&9 Diner Yokohama』（ヨンナイン・ダイナー・ヨコハマ）。 
北九州・小倉から上京、たまたま流れ着いたこの横浜で1992年にオープンしたこの小さな店は本年4月9日で30周年を迎えました。 

地元横浜の方々はもちろん、常連客には俳優やミュージシャン、格闘家やサッカー選手、モーターサイクルライダーなど幅広く愛され続けています。 
この店の唯一無二の存在感と価値観は世代性別、ジャンルの枠を飛び超え各界に影響を与えながら進化し続けています。 

オーナーの塩谷カズオ氏は数々の人との出会いに恵まれ、様々な人たちにお世話になりながら気づけば人生の約2/3をここ横浜で過ごしています。 
コロナ禍の中ウィルスという未知なる敵と戦う横浜の企業、商店、同業者たち、そしてこの横浜という街に小さな灯りを照らし元気づけたい。 

30年の集大成として自身が発起人となり、人生の長い相棒であるモーターサイクル、ファッション、音楽、アート、スポーツ、エンターテインメ 
ントの力を借りて、支えてくれている人たちに感謝を込めて恩返しをしたい。横浜の素晴らしさを多くの人に伝え交流したい。 
二輪車による交通事故をなくすための方法をみんなで考えたい。ほかにも伝えたいコトが沢山あります。 

これまでの出会いや親交を元に『4&9 Diner Yokohama』とその仲間たち、実力派アーティストやアスリートたち、 
本物のモーターサイクル、人気飲食店等、賛同者たちが大集結します！ 
国内外から多くの来訪者の訪れる日本最大規模の屋外多目的競技場である日産スタジアムに隣接する新横浜公園第一駐車場で 
様々な感染予防を実施しつつ屋外型カルチャーフェスティバルとして2022年10月、「THE WILD ONE FESTIVAL」を開催いたします。 
イベントに関する最新情報は随時公式サイト、SNSなどで発表して参りますので何卒宜しくお願い申し上げます。

名 称 ワイルドワンフェスティバル実行委員会
委員長 鈴木 みのる（プロレスラー・株式会社パイルドライバー 代表取締役）
副委員長 井倉 光一（ガレージムーンドッグス代表・SOUL DRIVE 455代表）
委 員 三原 じゅん子（内閣府大臣補佐官 自由民主党 参議院議員）
委 員 伊波 俊之助（横浜市会議員 中区 自民党）
委 員 佐藤 祐文（横浜市会議員 港北区 自民党）
委 員 山口 宏（公益財団法人 横浜市スポーツ協会 会長）
委 員 金子 清隆（新横浜町内会 会長・しのはら商事 代表）
委 員 鈴木 幸生（横濱帆布鞄 代表）
委 員 古賀 琢麻（レーシングドライバー・株式会社アイロック代表取締役社長）

ビジュアルデザイン KEN THE FLATTOP

事務局長 塩谷 一夫（4&9 Diner Yokohama代表）
事務局 〒231-0014 横浜市中区常盤町5-71 

　二輪車の交通ルールを守り交通事故をなくすための訴え 
・モーターサイクル文化の新たなる振興と環境の整備について考える
・バイクカルチャーのみならず、音楽、食、観光、自然環境、ファッションなど多様な文化の発信

　コロナ禍における地域社会の振興・活性化を目指す 
・ウィルスという未知なる敵と戦う横浜の企業、商店たちによる出店
・地元団体によるステージイベントなどの商店街の活性化や地域のにぎわい作りになるイベントを目指す

　スポーツによる心身ともに健全な青少年の育成を目的とした啓発、啓蒙 
・プロレス、格闘技、サッカー、野球、バスケ等のプロ選手の指導による直接触れ合える体験チャレンジ
・各界の有名プロ選手達によるトークショー等

　横浜（新横浜地区）の「経済活性化」「観光誘致」の起爆剤 
・地域の方々に協力を仰ぎながら共生・創生を目指し持続可能なお祭りを目指す
・全国からの来場者の観光誘致および会場認知・交通宿泊・事前消費等が期待でき横浜（新横浜地区）への愛着を発生させる

https://g.page/49dinerYokohama?share
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名称：「THE WILD ONE FESTIVAL」（ワイルドワンフェスティバル）
開催日：2022年10月1日(土)、2日(日)  ※2日間開催 10:00～18:00
会場：新横浜公園 第一駐車場（日産スタジアム隣接）
主催：ワイルドワンフェスティバル実行委員会
共催：新横浜公園（日産スタジアム）
入場：無料
雨天決行 / 荒天中止
規模感：各日1万名（目標）
公式HP：https://thewildonefestival.com
問合せ ：info@thewildonefestival.com

開催概要

神奈川県横浜市港北区小机町３３００

新横浜公園 第一駐車場（日産スタジアム隣接）

会場アクセス

THE WILD ONE FESTIVAL会場

https://thewildonefestival.com
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テーマ：３つのキーワードとコンセプト

主なコンテンツ（予定）

MOTORCYCLE × MUSIC × PROWRESTLING＝「THE WILD ONE FESTIVAL」
モーターサイクル、ファッション、音楽、スポーツ、アート、エンターテインメントの力を借りて、 
Withコロナ/Afterコロナの時代に『非日常』的な世界感の『新たな祭り』を創ります。

PROWRESTLING 
鈴木みのる

MUSIC 
IKURA

MOTORCYCLE 
ハーレーダビッドソン

IKURA氏を中心とした 
豪華アーティストたちによる 
スーパープレミアムライブ

鈴木みのる選手を中心とした 
団体の垣根を超えたワイルドワンプロレス

　ハーレーダビッドソンを中心とした 
　車両展示、試乗体験、ほか

プロレス

ライブ

ワークショップ

トークショー

マーケット＆スワップミート

フード＆ドリンク

KIDSプレイランド

横浜出身者や横浜に縁ある各界レジェンドたちのトークショー

豪華アーティストたちによるスーパープレミアムライブ

団体の垣根を超えたワイルドワンプロレス

出展＆協賛社＆出演者による展示・販売のお宝マーケットゾーン

かっこイイ先輩達による体験・教室や一緒に創れるワークショップ

味自慢‼旨すぎるグルメとドリンクが大集合

子供達が遊べる移動遊園地

モーターサイクル＆カーショー（車両展示）、試乗体験、セミナーほかバイク＆車

アーティストによるライブペイントライブペインティング

※コンテンツは予告なく変更する場合がございます。

“古き良きアメリカンカルチャーとバイクカルチャー”をバックボーンに持ち 
ミュージックとプロレスをこよなく愛するライフスタイルフェスティバルとして

THE WILD ONE FESTIVAL を開催します！！
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協賛プラン：2日間のご協賛価格です

※調理行為は出来ません。 
※テントの仕様、色は変更になる場合がございます。

※電気・備品、等の申込みは別途費用がかかります。

1【A協賛】100万円 税別 2社様限定
①会場内にて6m×6mのテントブース提供（四方幕・ウエイト付）　※スペース渡しも可能 
②3m×6mの車両等の展示スペース提供 
③ステージでのPR（1日1回/2日間）※10分程度 
④協賛社クレジット表記：ステージバナー・公式パンフレット・会場看板・公式HP・スタッフTシャツへロゴ掲出、他

2【B協賛】  50万円 税別 6社様限定
①会場内にて3m×6mのテントブース提供（四方幕・ウエイト付）　※スペース渡しも可能 
②協賛社クレジット表記：ステージバナー・公式パンフレット・会場看板・公式HP・スタッフTシャツへロゴ掲出、他

※2口以上の申込みも可。
※お申し込みは最終頁の「協賛・出店申込書」にてお願いいたします。

※ご協賛金額によってテントのサイズ等のご協賛メリットの内容が変わります。

プロモーション（販売・展示）等

プロモーション（販売・展示）等

ワイルドワンフェスティバル ご協賛メニュー

※調理行為は出来ません。 
※テントの仕様、色は変更になる場合がございます。
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協賛プラン：広告のみのご協賛価格です

※パンフレットのページ数や看板の形状は変更になる場合がございます。

3【広告協賛：掲出中サイズ】5万円 税別

※お申し込みは最終頁の「協賛・出店申込書」にてお願いいたします。

※ご協賛金額によって掲出サイズが変わります。

4【広告協賛：掲出小サイズ】3万円 税別

本イベントは屋外会場開催となりますのでお祝いのスタンド花、花輪、花束等の設置場所がございません。 
みなさまのお祝いのお気持ちは是非、広告ご協賛の形でお伝えいただければ幸いです。

【広告協賛】

事前告知として掲出する公式HPと当日配布パンフレット、当日会場に設置の広告看板に貴社ロゴまたは社名、団体名、 
ご希望により個人名等を掲出します。事前から当日までイベントPRと共に企業ロゴまたは社名等が露出されます。 
※2口以上のお申し込みもお受けできます。掲出記載サイズが大きくなります。（応相談）

【広告協賛クレジット表記】 
①開設済みの公式HPへのロゴ掲出 
②当日配布公式パンフレットに貴社ロゴ掲出 
③当日会場に設置の広告看板に貴社ロゴ掲出

ワイルドワンフェスティバル ご協賛メニュー

特設サイト 
公式HP 
5/26開設

公式HP：https://thewildonefestival.com

当日配布 
公式パンフレット 
4c16P折り（予定）

当日会場に設置の 
広告看板
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出店プラン：2日間のご出店価格です

①会場内にて3m×3mのテントブース提供（四方幕・ウエイト付） 
②出店社クレジット表記：公式パンフレット・公式HP他

①会場内にて3m×7mのキッチンカー設置スペース提供　 
※キッチンカー内のみ調理行為可能 
②飲食出店社クレジット表記：公式パンフレット・公式HP他

※横浜市内一円の移動販売車による営業許可書が必要となります。 
※調理行為：よそう・盛りつける・注ぐを含みます。 
※他の出店者とのメニュー競合審査あり / 供食前加熱必須

8【飲食出店/キッチンカー】12万円 税別

6【ベンダー/スペースのみ】3万円 税別
①会場内にて3.6m×3mのスペース提供

※テント(タープ)は持込みとなります。 
※必ずウエイトをご用意ください 
※調理行為は出来ません。

5【物販・展示/テント付き】15万円 税別

※電気・備品、等の申込みは別途費用がかかります。

※お申し込みは最終頁の「協賛・出店申込書」にてお願いいたします。

7【                   /スペースのみ】3万円 税別
①会場内にて3.6m×3mのスペース提供

ピンストライパー・ペインター 
アート縁日

※テント(タープ)は持込みとなります。 
※必ずウエイトをご用意ください 
※調理行為は出来ません。

フード＆ドリンク販売

・ピンストライパー＆ペインター 
・アート縁日（各種クリエイターによる手作り商品マーケット）

雑貨・古着・皮革製品・バイクや車の部品、玩具等

アパレルブランド・加工品・メーカー・地元企業等

ワイルドワンフェスティバル ご出店メニュー

※ご出店金額によってテントの有無等のご出店メリットの内容が変わります。

※調理行為は出来ません。 
※加工食品等応相談※テントの仕様、色は変更になる場合がございます。

※【車/バイクの展示】応相談
①車両の展示も可能です。別途ご相談ください。
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※図面はあくまで現段階のものであり実際の仕様とは異なる場合がございます。 
　ブース数はイメージであり予告なく増減することがございます。

10月1日（土）10:00～17:45
10月2日（日）10:00～17:45販売可能時間 ※両日とも売り止め時間を厳守お願いします

協賛社エリア

キッチンカー 
出店社エリア

出店社エリア

ベンダーブース

車両展示エリア協賛社エリア

会場レイアウトプラン（仮）

協賛社 
②6m×6m　A協賛社テント×2社 
③3m×6m　B協賛社テント×6社

出店社（物販/展示） 
3m×3mテント×15社

キッチンカー出店社 
3m×7mスペース×10社

徒歩来場者 
メイン動線

スワップミート・ベンダーブース出店社 
3.6m×3mスペース×52社

ピンストライパー＆ペインター×8者 
アート縁日出店者×8者 
3.6m×3mスペース
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会場 / バイク駐輪場（案）/ 来場者用

全国からのお客様がバイクでも来場出来るイベントを目指しています！
使用エリア＆動線等調整中

しんよこフットボールパーク

客バイクの駐輪場＝合計331台バイク駐輪位置

バイク動線 車両1台のスペースにバイク2台駐車可能として計算

85台

89台

60台

97台

使用エリア＆動線等調整中
しんよこフットボールパーク

駐輪場料金：¥1,500 / 1日 / ノベルティ付（予定）

※図面はあくまで現段階のものであり実際の仕様とは異なる場合がございます。 
　駐輪台数はイメージであり予告なく増減することがございます。
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出店規約
※必ず下記規約をご一読いただきご了承いただける方のみごお申込いただきますよう宜しくお願いいたします。 

■本イベントの会場である新横浜公園は国土交通省京浜河川事務所管理下の多目的遊水地の上に建設されております。 
　鶴見川の氾濫による洪水被害が発生する可能性のある大型台風等の荒天予報が出た際はやむを得ず計画を変更せざ 
　るを得ない場合がございます。これによりイベントが中止となる場合がございます。 

■また、新型コロナウイルス等の感染症拡大状況によりイベント内容が変更になる場合や、イベントが延期・中止と 
　なる場合がございます。中止となった場合は振込手数料を除く出店料金を返金いたします。 
　上記を予めご理解頂いた上で出店をお願い申し上げます。 

■現在又は将来にわたって、反社会的勢力のいずれにも該当しない方。 
■10/1、10/2両日の出店をお願いします。イベント開催時間中は必ず営業してください。 
■お申し込いただいた順に主催者および事務局にて審査のうえ、出店社の選定をいたします。 
　事務局よりの連絡後に出店料の入金をもって出店確定とさせていただきます。 
■出店ブース位置は出店内容、競合等、車両サイズ等を考慮して事務局にて決定させて頂きます。 
■出店者は割り当てられた場所を有償無償に関わらず第三者に譲渡・貸与、もしくは出店者同士で交換する事は 
　できません。 
■開催前日、当日には新横浜公園管理事務所イベント担当者による現地確認がございます。指導があった場合は速やか 
　に従って頂きますようお願いいたします。従って頂けない場合はやむを得ず退去して頂きます。 
■搬入車両は搬入出時間以外は会場内に駐車出来ません。必ず関係車両駐車場に駐車してください。会場内車中泊禁止。 
■保健所指導によりキッチンカー以外のブースでは飲食調理行為は出来ません。 
■テント外前面にハンガーラック等を出しての展示・販売は来場者の動線状況によりご調整いただく場合があります。 
■消防局指導によりテント内での喫煙は禁止されております。（会場内に喫煙ブース設置予定） 
■消防局指導により発電機の持ち込みは出来ません。 
■電気や追加備品をご使用になられる出店者は別紙電気使用申込書よりお申込みください。（有料） 
■商品等は30日（金）、1日（土）の夜間、テント内に荷置き可です。夜間警備は会場内に在中しておりますが、 
　必ず四方幕を閉めて商品、什器等が外から見えないようお願いいたします。 
■会期中ブース内の商品や荷物は整理整頓し見栄えを良くして下さい。 
■販売カウンターや専門什器、看板等の持ち込みはOKです。 
■会場は天候により非常に強い風が吹く事がございます。店舗装飾には十分な対策をお願いします。 
■出店時に発生したゴミやダンボール等は各自お持ち帰りください。 
■ブース前を離れての販売行為や過度な呼び込み勧誘は禁止といたします。 
■サンプル配布については、事前に実行委員会の承認を受ける必要があります。 
■法律に触れる物品や危険物、著しく風紀を乱す商品の販売は出来ません。 
■横浜市 景観条例規定により、派手すぎる色彩等、過度な看板等装飾は指導を受ける事がございます。 
■主催者は、会場全般の管理保全及び安全確保にあたりますが、商品、貴重品等の管理・保護については 
　出店者が責任を負うものとし、盗難・紛失・火災・損傷・事故・気象災害などに対して、主催者は 
　一切その損害を賠償いたしません。夜間制服警備は配備いたしますが商品等の管理・保護については　　 
　出店者が責任を負うものとします。ストックヤードはご用意しておりません。 
■この「出店のご案内/出店規約」に含まれる内容は全て、「ワイルドワンフェスティバル 出店規定」となります。 
   その他ご不明な点がございましたら、事務局までご相談ください。 
■お申込み後に送付される「出店マニュアル」を必ずご確認ください。



申込み期限　8月22日（月） 
FAX送信：045-315-5339（事務局） 
mail : info@thewildonefestival.com

■ご協賛・出店料のお振込は下記口座へご入金をお願いいたします。
横浜信用金庫　本店営業部（001） 
普通 0864904 
ワイルドワンフェスティバルジッコウイインカイジムキョク
※振込手数料はお客様のご負担でお願いいたします。

本紙「ご協賛・ご出店のご案内」をご確認いただき、最終頁の申込書の該当欄 
にご記入ください。出店枠は数に限りがございますのでお早めにお申込み、 
ご入金いただきますよう宜しくお願い申し上げます。申込み期限前に締め 
切る場合がございますので予めご了承ください。

① 本資料の協賛・出店申込書を事務局へメール添付又はFAXしてください 
⬇ 
② 協賛・出店申込受付後、申込書に記入いただいたご担当者様へ事務局から 
　 出店マニュアル・電気・備品・関係車両駐車場等の申込書を送付します。 
　 広告協賛についてはロゴデータの受け渡し方法や表記名の確認、 
　 飲食出店の場合は保健所届出に必要な関係書類も送付します。 
⬇ 
③ ②をメール添付or FAXにて申込み後、合計代金を事務局へお振込みください 
⬇ 
④ 9月初旬送付予定の出店者様へ最終出店マニュアルもご確認ください

■本件に関するお問合せ 
ワイルドワンフェスティバル実行委員会事務局 
〒231-0014　横浜市中区常盤町5-71　 
FAX:045-315-5339　 
E-mail： info@thewildonefestival.com　

ご協賛・ご出店申込みの流れ

※出店位置の小間割は出店内容、入金順等を考慮し事務局で決定いたします。 
　申込書にご記入いただいた情報は、本イベント実施以外の目的に利用する事はありません。
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（イベントに関する不明点やご質問等につきましてはお手数ですがメールにてご連絡お願いいたします。）



協賛・出店申込書
この用紙にご記入の上、8/22（月）までに下記までメール添付 or FAX願います。

FAX送信：045-315-5339（事務局） 
mail : info@thewildonefestival.com

      申込み日　　令和 4 年 　月 　日ワイルドワンフェスティバル実行委員会事務局 行
会社名 
団体名

代表者 担当者

住所

TEL FAX

mail: 担当者 
携帯電話

1 【A協賛】   1,100,000円 （税込）            ＿口
2 【B協賛】　　550,000円 （税込　　　　　＿口
3 【広告協賛中】     55,000円 （税込）　　　＿口
4 【広告協賛小】     33,000円 （税込）　　　＿口
5 【物販/展示】 165,000円 （税込）　　　　＿口
6 【ベンダー/ブースのみ】33,000円 （税込） ＿口
7 【            /ブースのみ】33,000円 （税込） ＿口
8 【飲食出店/キッチンカー】 132,000円 （税込）    ＿口

下記の協賛・出店枠メニューのいずれかの番号に◯をつけてください。 
⬇

■電気・備品等が必要な場合は後日別紙にてお申し込みください。 
■請求書が必要な場合は◯囲みしてください。　必要　/　不必要

誓約書
私（個人・法人・団体）は、現在又は将来にわたって、反社会的勢力のいずれにも該当 
しないことを確約いたします。本イベントに協賛・出店を申し込みますが、出店にあた 
っては出店規約を守り、違反した場合は出店を取り消されても異議の申し立てをしない 
ことを誓約いたします。この場合は、協賛・出店金、備品代の返金は請求いたしません。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和  ４   年 　  月 　　日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　      　　　　　印

ピンストライパー・ペインター 
アート縁日
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mailto:hasegawa@vertigo-yokohama.com

