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ご出店規約要項
開催要領

※雨天決行、荒天中止

・日時：

2018 年 4 月 21 日（土）～4 月 22 日（日）

・会場：

愛知県長久手市

・主催：

東海エコフェスタ実行委員会

・飲食管理：

10 時～16 時 30 分予定

愛・地球博記念公園モリコロパーク大芝生広場

ALICE-DESIGN（東海エコフェスタ実行委員会）

・募集店舗数：

最大 14 店舗まで（協賛出店による微増の可能性有り）

・販売方式：

テント / キッチンカー出店

・販売場所：

イベント会場 腹ペコグルメビレッジ内

・出店必須項目：

※商材は二品まで（ドリンク別）

①出店規約要項及び申込書事項を遵守する事
②各店舗自慢のご当地グルメを準備する事

・集客目標：

30,000 人 / 二日間計

※実績 2016 年秋 22,280 人 / 二日間計

応募期間

2 / 1（木）正午までに申込書提出

出店料金
お支払い期日 3/23（金）まで
テント
115,000 円（税別）+ 売上総計の 6％
キッチンカー 110,000 円（税別）+ 売上総計の 6％
・出店料金を 3/23（金）までに指定口座機関へお振込ください。
・出店管理代金：売上総計の 6％をイベント終了後に現地精算していただきます。
・テント出店にてドリンクを含む複数品目（露店営業許可外）を販売する場合、別途臨時
営業許可申請費 9,000 円をご請求させていただきます。
※出店決定後のキャンセル費は 3/30（金）まで 50％、以降 100％となりますのでご注意下
さい。

出店形態
テント

3,600（間口）× 3,600（奥行）

キッチンカー 6,000（間口）× 2,000（奥行）
※テントは主催準備、キッチンカーはスペース貸しとなります。
キッチンカー希望社様は予め車幅をお聞き致しますが、あまりにも大きいと判断した場
合は出店をお断りさせていただく場合がございます。

販売禁止品目
・申込いただいた以外の商品。
・保健所申請にて販売 NG と判断された商品。
※B 級グルメに代表される商標登録メニューは、使用権や許認可証のコピーを提出し
ていただきます。

出店決定
※2/8（木）までに出店決定店舗様のみご連絡させ
ていただきます。
※出店決定店舗様以外へのご連絡は致しませんので予め
ご了承くださいませ。

提出物（出店決定店舗様） 期日：2/22（木）まで
提出方法：スキャンメール ishino@alice-design.co.jp まで
提出方法：FAX 0598-30-5578 まで
① 食品衛生責任者証明書のコピー（1 名）
② 店舗責任者の腸管出血性大腸菌検便検査 O157 実施済み（開催日より半年以内）を
証明できるもの
③ 生産物賠償責任保険（PL 保険）の加入証明証書のコピー
※対物 1,000 万以上、対人は一事故につき最低 1 億円以上
④ 食品取扱関係施設調査票
⑤ 店舗図
⑥ 愛知県一円の露店及び自動車における飲食店営業許可証のコピー
⑦ メイン商品画像（１M 以上のサイズ）
、商品説明（30 文字程度）
⑧ 車検証のコピー（キッチンカー出店社様）
⑨ ご当地食材における産地証明書及び取引証明書
⑩ 商標登録原簿、商標登録証をお持ちの方はご提出ください
※上記提出物詳細は、出店決定社様までご連絡致します。
※出店決定後、「持っていない」「聞いていない」等のお答えは一切受け付けま
せんので予めご了承くださいませ。万一提出できない場合は「出店取り消し」
とさせていただきます。

設営・撤去
・4/20（金）13 時現地集合、開催当日 8 時 ～9 時搬入、撤去 イベント終了時
※店舗設営は前日 4/20（金）のみ、開催当日は開店準備時間となります。
・開催当日は 9 時をもって関係者ゲートを塞ぎますのでご注意ください。
・9 時 30 分には販売可能状態でお願い致します。

バナー、看板、装飾、その他店舗内規則
・看板の高さは地上より 3.3M の高さ統一となります。（テント出店社様）
・看板サイズは横 1,800×縦 900 以上の指定となります。（共通）
・景品表示法を順守したバナー及び看板、ポップを表示していただきます。
・看板へ電球を装飾する場合は器具を指定させていただきますので予めご連絡く
ださい。投光器禁止、ぶら下がりコード禁止とさせていただきます。
・本イベント以外の広告物掲示は禁止させていただきます。
・開催期間中の店舗内における音源使用は禁止させていただきます。

水道・電気・ゴミ処理、他設備養生について
・水道 →

無し。

※各店舗における衛生設備として（コック付き 20ℓポリタンク、ハンドソープ、排水
容器、ウエス）×2 セットをご準備ください。
・電気 →

各店舗 1.5KW まで設置させていただきます。発電機の併用は不可、別途コー

ドリールをご準備ください。
・洗い場 →

無し。

・ゴミ → 出店社準備による社名記載した半透明ゴミ袋にて、燃えるゴミのみ廃
棄可能。
（燃えないゴミ/生もの/油/汚水/他は持ち帰り）
・帽子、手袋 → 全スタッフ帽子着用、作業者は必ず手袋を着用してください。
・ユニフォーム → 統一してください（色だけの統一も可）。
・消火器、ガス、机、イス等の設備 → 各出店者様にてご準備ください。
※消火器を忘れた場合は営業ができなくなりますのでご注意ください。
・養生 → テント出店社様はブルーシート及び防炎シートにてテント内床面全体への養
生をお願い致します。
全出店社共通として、汚れ・破損等は出店社責任となりますので危険だと判断した
場合各社にてコンパネ等追加でご準備ください。損害における費用その他トラブル
は全て出店社責任となりますので予めご了承くださいませ。

スタッフ及び車両詳細
① 出店者パス → 前日設営時にスタッフ数のリストバンドをお渡し致します。
② 車両許可証 → 各店舗 2 台分（キッチンカー含む）を事前にお渡し致します。
※当日集合時間に遅れた店舗様は会場への進入はできません。
※搬入業者用車両許可証が必要な場合は予めご相談ください。
③ スタッフ人数 → 5 名まで
（6 名以上は人数分のチケット購入をしていただきます。
）

販売商材に関して
① 商 材 数 → メイン、サブを合わせて二品までとさせていただきます。
② メイン商材は「ご当地商材」をご準備ください。
③ ドリンク販売 → 各出店社販売可能となりますが、メーカー・売価・カップサ
イズの指定をさせていただく場合がありますので予めご了承くださいませ。
④ 基本的に出店社様同士におけるメイン商材の重複は二品までになるよう選考させてい
ただきますが、一部例外になる場合もあります。基準は全て事務局一任とさせていた
だきますので予めご了承くださいませ。
⑤ 売価 → 本イベントは来場者満足度を重視しております。極力ワンコインに近い売価
設定をしていただきますようお願い申し上げます。

注意事項
・貴店専用のゴミ箱を用意してください。
・出店における登録商標違反、来場客との金銭及びその他トラブルに関して、主催者側は
一切の責任を負いかねます。
・主催都合を除く荒天、災害等による「イベント中止」における出店料金の返金は致しか
ねますので予めご了承くださいませ。
・開場後、天候の変化等「これ以上続行は不可能」と判断した場合、中止判断をする場
合がございます。その場合、出店料金の返金は無し、出店管理代金は中断時売上金
額の６％とさせていただきます。
・火気機材全てにおいて（発電機含む）耐火ボードによる三包囲いの徹底をお願いしま
す。LP ガス使用のテント出店社様は火気類より 1.5M の間隔をあけてください。
・事前に事務局への申請にて発電機を使用される場合、開催時間内の給油は禁止です。
・出店規約要項へのルール違反が発覚した場合は即刻営業中止とさせていただきます。
その場合、出店料金の返金は無し、出店管理代金は営業中止時売上金額の 50％とさせ
ていただきます。
・貴店の責任における怪我人及び損害が出た場合「貴店にて全ての責任」を負っていた
だきますので予めご了承のもと営業に取り組んでください。
・メイン商品の完売は絶対禁止とさせていただきます。
・イベント終了時は、会場内から来場者完全撤収時まで搬出ができませんので事務局の
指示に従ってください。
・店舗内スタッフの過度のスタイル（茶髪、ヒゲ、厚化粧、ネイル、サンダル、ジャー
ジ、短パン（インナースパッツは可）等）での営業は禁止です。「過度のスタイル」
とは「事務局にて厳選に判断させていただいた対象」を基準とさせていだきますので
予めご了承ください。
・近隣への迷惑になりますので会場周辺への路上駐車は絶対にやめてください。
「荷物
を降ろすだけ」等の一時駐車も禁止とさせていただきます。
・喫煙は関係者喫煙ブースでお願いします。
・開催時間中の飲酒はいかなる理由があろうと禁止です。
・イレギュラーにて変更事項が発生する可能性がありますので予めご了承ください。
・主催者への直接のご意見、ご質問は禁止とさせていただきます。

ご質問等お気軽にお問合せください。

TOKAI ECO FESTA -2018 SPRING飲食管理事務局 / ALICE-DESIGN
担当 / 石野（イシノ）
連絡先：FAX / 0598-30-5578
Mail：info@alice-design.co.jp

直通携帯 / 080-5299-0778
ishino@alice-design.co.jp

