「湘南海岸の素晴らしさを来場者に知ってもらい、茅ヶ崎、湘南エリアの活性化に繋げる！」

湘南祭 2019 屋台村出店募集要項
【事業趣旨】

地域商業者の広告宣伝及び販売促進

【日時】

平成 31 年 5 月 25 日(土)・5 月 26 日(日) 10：00～16：00

【会場】

サザンビーチちがさき(茅ヶ崎中海岸海水浴場)

【出店申込数】

１業者１ブース（※例年、応募者多数のため、ご了承ください）

【出店予定数】

約６０店（会場レイアウトによって変動あり）※市外店舗の出店数は全体の１０％前後予定。

【出店費用】

出店料 54,000 円/2 日間【火気・発電機使用店舗は消火器を持参もしくはレンタル】

【レンタル費用】 発電機 10,000 円/2 日間・消火器 1,500 円/2 日間【使用した場合 8,000 円追加】
【※予定】
【出店形態】
■テント 3.6ｍ×奥行 2.7ｍ【机２・イス２】／ケータリングカーサイズ：長さ 5.0ｍ×幅 2.5ｍ以下
【申込資格(以下の①～②項に適する事業者)】
①茅ヶ崎商工会議所・茅ヶ崎市商店会連合会・茅ヶ崎一般飲食店組合のいずれかに加盟していること。
②２年以内に販売実績のある移動販売業者で、出店申請時点から湘南祭当日迄の間に有効な営業許可証をもつ
茅ヶ崎商工会議所・茅ヶ崎市商店会連合会・茅ヶ崎一般飲食店組合のいずれかに加盟していること。
【出店条件(以下の①～⑧項を実行出来ること)】
①本屋台村出店募集要項趣旨に則り、各出店者は実店舗にて販売している商品。
②本屋台村出店募集要項趣旨に則り、各出店者は実店舗の販促につながる商品を販売すること。
③申込本人または当日責任者が出店者説明会に参加出来ること。説明会にて出店場所を発表致します。
④出店者説明会開催日に欠席の場合、自動的に出店取り消しとなります。
⑤場内でのビンでの販売は禁止とします。【販売方法は缶・ペットボトル・コップのみ】
⑥「湘南屋台村のゴミ問題とその対応について」に同意出来る店舗。
【詳細は説明会にて】
⑦イベント終了後の清掃活動にご協力出来る店舗。
【詳細は説明会にて】
⑧酒類販売店は未成年者に販売しないよう必ず確認を取ること。
【飲食を取り扱う出店者へ】
①調理品や加工食品の食中毒等に関する責任を主催者は一切負いません。衛生面、品質面はもとより、持ち帰
りの際の保存方法、賞味期限については、お客様へ必ず注意を行ってください。
②ご飯もの・カレー等を提供する際は、原則ケータリングカーを利用してください。
（ケータリングカーを利用
しない場合は、メニューを変更してください）生の野菜・果物は飲食店営業の許可を持ったケータリングカ
ーであっても、調理提供することは出来ません。
※判断が難しい飲食物につきましては、保健所に問い合わせていただく場合もございます。

出店申込者本人が出店すること。名義貸しなど、出店申込者以外の方の出店は厳禁。
事実が確認された場合は、イベント当日であっても即販売を中止していただきます。
その場合出店料等の返金要求には応じません。
■申込多数の場合、当実行委員会にて審議の上、調整させていただきます■
■結果につきましては、申込締切後、郵送にてご連絡させていただきます■

【審査基準】
①事業趣旨に則っている店舗
②締切期限(３月２２日)を厳守し、提出書類に不備がないもの。
※提出書類の不備があった場合、事務局から 1 度だけ連絡を致します。連絡後 1 週間以内に不備書類の提出が
ない場合は申込が受理出来ませんので御了承下さい。(※過去、営業許可書・店舗写真の不備が多いです)

【申込締切】

平成３１年３月２２日(金) 必着

【申込方法】

出店申込書に記入の上、以下の添付書類を添えて事務局提出・郵送・メールにて

【添付資料】

■実店舗(又はケータリング車両)の写真

■営業許可書の写し(飲食・食品)

※書類が揃っていない場合は申込が受理出来ません。
■保健所への提出書類（別紙１・別紙２）※飲食・食品のみ

【説明会日程】

平成３１年４月２３日(火) １９：３０～茅ヶ崎商工会議所４階大会議室

【出店料支払方法】 銀行振込か出店説明会時に必ずお支払い下さい【お釣りの無いようお願い致します】

湘 南 屋 台 村 出 店 申 込 書（商工会議所会員用）
(ふりがな)

事業所名

受付№

実店舗形態

□店舗あり □移動販売業
〒

所在地

イベント
担当者名

□物販

□その他

当日飲料販売

□有
□無

(ふりがな)

イベント

代表者電話番号

担当者電話番号

緊急連絡先

ＦＡⅩ番号

携帯番号
★当日販売品目★
★おすすめ商品★
何種かパンフ等に
掲載する予定です

1.

３．

2.

４．

□テント 3.6m×2.7m

当日出店形態

切
り
取
り
線

□飲食

―

(ふりがな)

代表者名

業種

□ケータリング車 5ｍ×2.5ｍ以下
□出店料 54,000 円

出店料
レンタル料
(変動あり)

持込設備

発電機 □有 □無
消火器 □有 □無

合計金額

□発電機 10,000 円
□消火器
PR コメント

店舗 PR

円

1,500 円

ラジオ等
【出店条件】
■各出店者は実店舗にて販売している商品を販売する。

■各出店者は実店舗の販促に繋がる商品を販売する。

■申込本人または当日責任者が出店者説明会に参加する。 ■出店者説明会当日に欠席の場合、出店取消とする。
■場内でのビンでの販売は禁止とする。

■湘南屋台村のゴミ問題と対応に同意出来る店舗。

■イベント終了後の清掃活動に協力できる店舗。

■酒類販売店は未成年に販売しないように必ず確認する。

※提出書類の不備があった場合、事務局から 1 度だけ連絡を致します。連絡後 1 週間以内に不備書類の提出がない場
合は申込が受理出来ませんので御了承下さい。

上記の通り湘南屋台村の出店について申し込みを致します。また出店条件、出店に際し
実行委員会の指示を厳守し、合否について異議を申し立てません。
平成３１年

月

日

申 込 者

印

【お問合せ先】

茅ヶ崎市商店会連合会 商連事務局 【電話】0467－58－1111

【郵送住所】

〒253-0044 茅ヶ崎市新栄町 13－29 茅ヶ崎商工会議所内

【メールアドレス】 shonan@chigasaki-cci.or.jp
【ホームページ】
http://www.chigasaki-cci.or.jp/shonan_festival/

湘 南 屋 台 村 出 店 申 込 書(商工会議所会員用）
事業所名
実店舗形態

所在地
代表者名

(ふりがな) ちがさきしょうなんさいやたいむらてん
受付№

茅ヶ崎 湘南祭 屋台村店

茅ヶ崎市新栄町１３－２９

090-0000-0000

何種かパンフ等に
掲載する予定です

当日出店形態

出店料
レンタル料
(変動あり)
店舗 PR
ラジオ等

イベント
担当者名

湘南 太郎

緊急連絡先

★おすすめ商品★

３Ｆ

(ふりがな) しょうなんたろう

87-4147

★当日販売品目★

☑飲食

〒２５３―００４４

代表者電話番号

携帯番号

業種

☑店舗あり □移動販売業

□物販

□その他

当日飲料販売

☑有
□無

(ふりがな) しょうなんこたろう

イベント

湘南 小太郎

担当者電話番号

87-4147

ＦＡⅩ番号

57-7881

1．屋台村名物焼きそば

店舗で通常販売している「商品を記入。パン等でお
店紹介として使用します。湘南祭では実店舗販売し

2．酒類（ビール・焼酎系）
☑テント 3.6m×2.7m
□ケータリング車 5ｍ×2.5ｍ以下
☑出店料 54,000 円

ている商品が出店出来る条件となっています!!

持込設備

発電機 □有 ☑無
消火器 ☑有 □無

合計金額

64,000

☑発電機 10,000 円

□消火器 1,500 円
PR コメント
●●●通りに創業して●●年！「湘南祭バーガー」食べに来て下さい!!

円

【出店条件】
■各出店者は実店舗にて販売している商品を販売する。

■各出店者は実店舗の販促に繋がる商品を販売する。

■申込本人または当日責任者が出店者説明会に参加する。 ■出店者説明会当日に欠席の場合、出店取消とする。
■場内でのビンでの販売は禁止とする。

■湘南屋台村のゴミ問題と対応に同意出来る店舗。

■イベント終了後の清掃活動に協力できる店舗。

■酒類販売店は未成年に販売しないように必ず確認する。

※提出書類の不備があった場合、事務局から 1 度だけ連絡を致します。連絡後 1 週間以内に不備書類の提出がない場
合は申込が受理出来ませんので御了承下さい。

上記の通り湘南屋台村の出店について申し込みを致します。また出店条件、出店に際し
実行委員会の指示を厳守し、合否について異議を申し立てません。
平成３１年 ●月●●日
申 込 者

湘南 太郎

【お問合せ先】

茅ヶ崎市商店会連合会 事務局 【電話】0467－58－1111

【郵送住所】

〒253-0044 茅ヶ崎市新栄町 13－29 茅ヶ崎商工会議所内

【メールアドレス】 shonan@chigasaki-cci.or.jp
【ホームページ】
http://www.chigasaki-cci.or.jp/shonan_festival/

印

湘南祭出店希望者 各位

出店する際の確認とお願い
管理上の責に帰さない事故等について実行委員会は一切責任を負いません。盗難、人身事故
等、事故防止には各自で注意して下さい。またイベント会場内にある備品(レンタル備品を含
む)や養生等を破損した場合も、出店者の負担となります。その他、利用についてはイベント
会場内の注意事項及び係員の指示に従ってください。

●消火器
火気・発電機を扱う店舗は、消火器の設置が義務となりました。事故等が起こった場合、湘
南際全体の運営問題になりますので必ず設置をお願いします。

●発電機のガソリン
発電機の給油は各自で行って下さい。本部では用意はしていません。

●ゴミ対策
イベント終了後、周囲のゴミ拾いの協力、また翌日(月曜日 9 時～)のクリーンアップ清掃のご
協力宜しくお願い致します。

●喫煙
サザンビーチちがさきは禁煙となっております。
喫煙の際は指定の喫煙所でお願いします。

●災害等が発生した場合
災害等が発生した場合、ただちに営業を中止し、場内放送やスタッフの避難指示に従って下
さい。安全を確保したうえで、来場者の誘導等にご協力下さい。

●食中毒対策
調理品や加工食品の食中毒等に関する責任を主催者は一切負いません。衛生面、品質面はも
とより、持ち帰りの際の保存方法、賞味期限については、お客様へ必ず注意を行って下さい。
ご飯もの・カレー等を提供する際は、原則ケータリングカーを利用してください。
（ケータリ
ングカーを利用しない場合は、メニューを変更してください）生の野菜・果物は飲食店営業
の許可を持ったケータリングカーであっても、調理提供することは出来ません。
※判断が難しい飲食物につきましては、保健所に問い合わせていただく場合もございます。

湘南祭は、毎年４月中旬に行われている大岡越前祭の一環として「市民が
本当に楽しみ参加できるイベント！」を合言葉に１９９４年にスタートし
ました。２０１９年も引き続き、スタート時の合い言葉である「市民が本
当に楽しみ、参加できるイベント！」をコンセプトとして、
「湘南海岸の
素晴らしさを来場者に知ってもらい、茅ヶ崎、湘南エリアの活性化に繋げ
る！」ことを目的に、様々な企画で来場者がそれぞれの楽しみ方をできる
イベントを目指します。

商連マスコット チャリ太

