平成 31 年 2 月吉日
各位
油津キャナルマルシェ実行委員会
会長 渡邊

眞一郎

第 4 回油津キャナルマルシェの出店者募集
春寒の候、貴社いよいよご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、
厚く御礼申し上げます。
さて、
「第 4 回油津キャナルマルシェ」を下記の通り開催致します。そこで、会場にてお客
様に直接説明しながら販売していただける出店者を募集します。
本イベントは下記の通り開催を予定しておりますので、出店のご検討をいただきますよう
よろしくお願い致します。
敬具
記
１．

日

時

2019 年 5 月 18 日(土)～19 日(日)の 2 日間
10 時～16 時(両日)

２．

場

所 堀川夢ひろば(日南市材木町 1)

３．

出店料 売り上げの 10％
※別途必要経費としてポロシャツ代(1 枚 1,500 円) 等が必要になります。
但し、すでにご購入頂いた方の分は結構です。

４．

内

容 別紙の出店要領を厳守して頂く必要があります。
以上

■お問合せ先
【出店に関する窓口】
HEAT Company 藤井
TEL：080-6416-3848
メール：heat-company@btvm.ne.jp
【イベント全体に関する窓口】
日南商工会議所 岩下、羽田野
TEL：0987-23-2211
FAX：0987-23-2238
メール：ncci@miyazaki-cci.or.jp

油津キャナルマルシェ

出店に関するお願い

油津キャナルマルシェは、
「作る人」と「食べる人」が出会い、語り合うための「場」を提
供したいと考えます。油津キャナルマルシェへの出店に際しまして、下記の出店ルールを守
っていただきますようよろしくお願い致します。
出店ルール１ 生産者・加工者の思いが詰まっていること
安全・安心はもとより、地元食材にこだわった食品や自家製加工品を提供していただきた
いと考えています。
出店ルール２ マルシェの雰囲気を壊さない店舗演出
マルシェの雰囲気を持ったおしゃれな空間演出をお願い致します。また店名・代表者名・
住所・連絡先の表記をお願い致します。
※のぼりや横断幕の使用はご遠慮ください。
出店ルール３ 統一したイベントポロシャツを着用
出店者に加えスタッフも同様のイベントポロシャツを着用し、統一感のある会場づくりを
目指します。
※イベントポロシャツは 1 枚当たり 1,500 円（税込）です。
（次年度以降も同様のポロシャツを使用するため、毎回ご購入いただく必要はありませ
ん。不足分だけご購入ください。）
出店ルール４ 必ず試食とお客様との会話を
お客様との会話を通して、商品のこだわり・良さを PR するとともにふれあいの溢れる空間
づくりをお願いします。
出店ルール５ 実店舗で購入・飲食できる商品であること
当日販売する商品は、実店舗で購入・飲食できる商品に限ります。ただし、公共性の強い
組合・団体については、この限りではありません。
出店ルール６ ルールに沿った出店
出店に必要な保健所の申請や臨時営業許可、消火機器の用意などは各自でお願い致します。
また法令等は遵守してください。出店者説明会には必ずご出席いただき、臨時営業許可証
等については事前に事務局まで FAX 下さい。

◎昨年の様子等については、公式ホームページをご覧ください。
https://aburatsu-canal.jimdo.com/

油津キャナルマルシェ
(1) 出店場所 日南市材木町１
(2) 募集数

出店要領

堀川公園(堀川夢ひろば)

34 ブース（1 出店者 1 ブース）
※飲食 20 ブース、物販 10 ブース、キッチンカー4 台程度を想定しています。
※ブースが埋まる可能性がありますので、お早めにお申し込みください。

(3) 実施期間 2019 年 5 月 18 日(土)～19 日(日) 両日とも 10:00～16:00
(4) 搬入時間 両日とも 8:30～9:30(9:30 までには会場から車両を出してください。)
※搬入後の車両は出店者駐車場へご移動ください。
(5) 搬出時間 両日とも終了後から 2 時間以内
※実施期間中の搬出はお控えください。
(5) ご

み 各自で出たゴミ等についてはお持ち帰りください。会場内には捨てられませ
んのでご了承ください。

(6) 出 店 料 売り上げの 10％
・1 ブースの広さ(間口 2.7ｍ×奥行 3.6ｍ予定)
・売台(180 ㎝×90 ㎝)×1 台/長机 2 台/パイプ椅子 2 脚を準備
※追加の場合は長机 300 円/台、パイプ椅子 200 円/脚が必要です。
当日の追加は出来ませんので、事前にご申請ください。
イベント終了後に集金致しますので、ご準備ください。
・キャンセルについては特段の事情がない限り認められません。また理由の
如何にかかわらず、開催 3 週間前までにキャンセルした方には 5,000 円、
それ以降にキャンセルした場合は出店料 10,000 円をお支払いください。
(7) 電 気 料 2 日間 1 店当たり 1,000 円(1 日の場合は 500 円)
・事前に申し込まれた方のみ使用できます。また延長コード等は各自でご準
備ください。
・上限 1,000W（100V）
※1,000W を超える場合は 1,000W につき 1,000 円が必要になります。ただ
し上限は 3,000W です。
※200V 電源が必要な方は、別途お問い合わせください。
(8) 売上報告 1 日ごとに、夕方売上を必ず事務局までご報告ください。

(9) 服

装 出店者は必ずイベントポロシャツをご着用ください。代表者だけではなく、
スタッフ皆さんご着用ください。
また、事務局よりエプロンを 1 店舗当たり 1 枚貸し出し致します。代表の方
にご着用頂きます。終了後にご返却下さい。

(10)注

意 ●営業許可について
保健所等の許可や保険が必要な場合は必ず事前にご出店者様での申請をお
願いします。また、当日は各ブースで許可証の掲示をお願いします。
●搬入・搬出車両の制限について
敷地内がブロックで舗装されているため、4 トン車以上の車両で侵入は出
来ませんので、ご了承ください。
●食品の取り扱いについて
気温の上昇も予想されますので、食中毒等の事故が起こらないよう食品管
理や衛生管理には十分にご注意ください。
●火災予防について
火を使用する方はブロックに直火が当たらないようにしてください。また
油を使用する方は油でブロックが汚れないようにブルーシート等での養生
をお願いします。
●排水の取り扱いについて
排水は決められた場所で行ってください。
●日除けについて
会場は日差しが強いため、商品等への日除けが必要な場合は、各自でご用
意ください。設置する際には隣接する店舗へご配慮ください。
●出店時の禁止事項
イベント開催中に、出店者が出店ブースでの飲酒は禁止します。
●反社会的勢力の排除
主催者は次に掲げる場合の出店を認めません。
出店しようとする者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団員でなく
なった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総
会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準
ずる者をいう。）と認められる場合。
・反社会的勢力を従業員等として使用していると認められる場合。
・反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる
場合。

(11)その他

・出店者説明会（日程は後日ご案内）にご出席頂きます。
・出店者向け販売促進研修も予定しております。（希望者向け）
・出店は日南商工会議所会員事業所が優先となります。

危険物取扱時の留意事項
【ガソリンの特性】
・引火点がマイナス 40℃以下で引火しやすい
・揮発しやすく、空気より重く低所に滞留する
・容器を激しく揺らすと、静電気が発生しやすい
【貯蔵・取扱時の留意事項】
・火気を近づけない
・火花を発生する器具を使用しない
・保管場所の通風と換気をよくする
・冷暗所に保管し密封する（直射日光を避ける）
・金属製容器で貯蔵する（灯油のポリ容器は使用禁止）
・蓋を介抱する前にガス抜きし、内圧を下げる
・発電機に給油するときは、エンジンを停止する
・プロパンガスホースに亀裂・劣化がないか確認し、ある場合は使用しない
・プロパンガスボンベは火気からできるだけ離す
・ゴムホースは接続部分を確実に締め付ける
・消火器の準備をする
【問い合わせ先】
日南市消防署 予防課・消防署 電話：0987－23－1316

第４回 油津キャナルマルシェ

出店申込書

※太枠内を全てご記入、該当に〇印をお願い致します。
出店要領

□

別紙の出店要領を確認しました。（※☑をつけて下さい）

主な販売品・金額
生産者・加工者の思いを
書いて下さい。
（出店ルール１確認欄）

事業者名
代表者名
電話番号

固定電話

携帯電話

FAX 番号
メールアドレス

＠

ホームページ
〒

住所
通常販売店舗住所

〒
テーブル 2 台・イス 2 脚

備品

※追加で必要な場合は備考にご記入ください。

電気使用

使用する(合計

火気使用

W)

使用する

ポロシャツ必要数

S（

ｷｬｯｼｭﾚｽ決済対応状況

□

）枚、 M（

・

）枚、 L（

ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ/ □ 電子ﾏﾈｰ（

・ 使用しない
使用しない
）枚、 LL（
） / □ （

）枚
）pay

備考
※火器を使用される方は「消火器」を必ずご持参ください。
※日南保健所等への必要な各種届け出は各自でお願い致します。

2019 年 3 月 15 日(金)必着
＜申込先＞

ＦＡＸ番号：0987-23-2238
郵送先：〒887-0012 宮崎県日南市園田 2-1-1

＜出店に関するお問い合わせ＞
HEAT Company 藤井
TEL：080-6416-3848

日南商工会議所

メール：heat-company@btvm.ne.jp

