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 ぎおん市 出店要項  

 

《ぎおん市(いち)会員様ブース出店のご案内》  

 

                     一般社団法人松阪市観光協会 まつり委員会 

１．開催概要について 

（１）イベント名について 

   ＊祇園まつり「ぎおん市
いち

」 

（２）イベント内容について 

   一般社団法人松阪市観光協会会員様の飲食および物産品の販売ブースによるぎおん市を開催する。 

（３）開催日について 

   ＊平成 30 年７月１４日（土）１５日（日）の二日間  

※警報発令時など荒天の場合、イベントを中止する場合が有ります（中止決定は各日午前 7 時） 

（４）営業時間について            

   ①14 日・宵宮：13：00 から 21：00           

   ②15 日・本日：12：00 から 20：30（※区画により、一部、10：00 から 20：30）            

（５）会場について 

   ＊松阪市新町付近 他 を予定 

（６）応募方法について 

   ①出店申込書に必要事項を記載の上、郵送または FAX、メールにて観光協会宛お送りください。 

   ②申し込み締め切り日：平成 30 年 6 月 18 日(月)【必着】 

      ③会場の都合により出店者数は 10 店舗とさせていただきます。（応募者多数の場合は抽選。） 

④出店者抽選会・地割り抽選会：平成 30 年 6 月 25 日(月) １８：００から、松阪市市民活動セ

ンターで開催します。出席が難しい場合は、抽選（くじ引き）を事務局へ委任いただくことも可

能です。 

    ⑤抽選結果発表：平成 30 年 6 月 26 日(火)以降に観光協会から連絡致します。 

   ⑥選ばれた 10 店舗様には、結果発表後、平成 30 年７月２日(月)までに本申請をしていただきま

す。誓約書等提出書類については、決定後にご案内します。 

⑦出店に関してのお問合せ及び書類送付先は、4 ページの祇園まつりぎおん市の出店応募用紙を 

参照してください。 

（７）応募条件について 

   ①一般社団法人松阪市観光協会の会員であること。 

   ②天災等の不可抗力、その他やむを得ない事情により、当日途中の販売の中止決定及び、その中止

による各出店者の売り上げの不利益、損失等にご理解をいただける方。 

③調理食品販売等の「臨時営業許可」については、会員出店者様ごとに松阪保健所へ申請を行なう

事、ただし露店営業許可を取得している場合を除く。（出店選考決定後、6 月 26 日以降で手続き

を行なってください） 

   ④販売商品などの管理、対応、搬入・搬出などが自らできる方。 
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２．出店料について 

（１）1 区画（2.5ｍ×2.5ｍ）    ７，5００円 (税込) ／２日間 

（２）２区画（5.0ｍ×2.5ｍ）  １２，5００円 (税込) ／２日間 

   ※2 日分で、警察道路使用許可申請料 2,300 円を含みます。 

※1 日のみ出店の場合も同額とします。 

   ※当日、中止の場合も出店料の返金はございませんのでご了承ください。 

３．出店規約について 

（１）応募方法の通り、出店ブースは１０店舗とさせていただきます。 

（２）店舗のサイズ ： １区画 縦 2.5m×横 2.5m 程度 （最大 2 区画まで応募可） 

（３）応募者多数の場合は、平成 30 年 6 月 25 日(月) 18：00 から、松阪市市民活動センターで開催す

る抽選会（くじ引き）を行います。（出店者決定後、引き続き、「地割り抽選会」を開催します。 

（４）ブース（区画）位置（地割り）は平成 30 年 6 月 25 日(月) 18：00 から、松阪市市民活動センタ

ーで開催する抽選会（くじ引き）の結果を元に事務局で調整し、決定します。なお、（３）の「出店

者抽選会」および（４）の「地割り抽選会」については、事務局へ委任できますので申込時に参加・

不参加をご記入ください。また、当日、応募者が抽選会場にいない場合は、事務局が代わりに抽選を

行いますのであらかじめご了承ください。 

（５）テントや机、椅子、その他必要な備品・設備等は、すべては出店者側でご用意ください。 

（６）看板等はご自身でご用意ください。 

   ①調理時の安全に支障がないようご注意いただくとともに、看板が見えづらくなったり、来場者

の通行の妨げにならないようご配慮ください。 

   ②当日事務局が用意する観光パンフレット類を、販売時お客様にお渡しいただきますようご協力

ください。 

（７）登録商標メニューは、使用許可の書面を提出してください。 

（８）販売内容に変更がある場合は、早めに連絡をお願いします。事前告知内容と当日の販売内容に相違

があり、お客様とトラブルになった場合、観光協会は一切の責任は負いかねます。 

（９）賠償責任保険（PL 保険）に加入する事。 

（１０）大きな BGM を流しての出店は禁止とします。 

（１１）調理食品の製造販売をされる店舗は、必ず帽子または帽子に代わるモノを着用してください。 

（１２）ごみ袋・ゴミ箱は各店で用意の上、各店舗前にごみ箱またはごみ袋を設置し、出店の際に出たゴ

ミは全てお持ち帰りください。 

（１３）販売中に発生した事故、苦情に対して全ての賠償責任を負っていただきます。 

（１４）観光協会が出店に相応しくないと判断した場合、営業中に関わらず出店を取りやめていただき

ます。 

（１５）出店キャンセルは原則ご遠慮ください。出店確定後のキャンセルに伴う返金はできません。 

４．店舗設営について 

（１）前日設営はできません。また宵宮（1 日目）終了後は一度すべて撤去し、翌日改めて設営をお願い

します。 

（２）ブース、販売商品等すべてを自己管理の下で行なってください。 
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５．飲食／食品販売について 

（１）三重県の法律・条例を遵守して下さい。 

（２）法律・条例に伴った許可証類の申請等は、各出店者様で事前に行なってください。 

   但し、警察への道路使用許可申請は、観光協会ぎおん市担当者から一括で申請します。 

＊選考決定後（6 月 26 日以降）に行なってください。 

（３）食中毒等の予防に万全の対策をお願いします。 

（４）火気・電気器具をご使用の場合は、事前に申請をお願いします。申請時にお知らせがない場合は、

火気・電気器具の使用ができません。 

（５）火気および発電機をご使用の場合は、消火器を１本持参ください。 

（６）電気器具使用の場合は、発電機と延長コード等をお持ち下さい。また、発電機に関しては、静音に

配慮した機器（インバーター発電機等）をご準備ください。なお、発電機に関しては事前に設置場

所を確認させていただきますのでご了承ください。 

（７）密封の商品については食品表示【名称・原材料名・内容量・賞味期限・保存方法・製造者の住所、

氏名】が必要になります。それぞれの分類に応じた表示を行なって下さい。ただし、製造者自らが

販売をする場合、表示と同等の説明ができる場合は、表示がなくてもよいものとします。遺伝子組

み換えの表示については、使用する場合は必要です。 

６．搬入搬出について   

（１）搬入時間について 14 日宵宮：12:00～12:45     交通規制：13:00～21:30 

＊12:45 までには車を会場から駐車場に移動する事。 

15 日本日 ※出店区画の交通規制時間により搬入時間が異なります。 

本日①：11:00～ 11:45     交通規制：12:00～21:00 

            ＊11:45 分までには車を会場から駐車場に移動する事。 

本日②：9:00～ 9:45     交通規制：10:00～21:00 

            ＊9:45 分までには車を会場から駐車場に移動する事。 

（２）搬出時間について 14 日宵宮：21:30～22:00 

                        15 日本日：21:00～21:30 

  ①販売時間前に商品が完売した場合、その旨をお客様に分るように表示してください。 

   ②搬出時間までは搬出車両の移動、乗り入れは一切出来ません。 

   ③車両の乗り入れ時は、一般の歩行者や車両に十分な安全確保を厳守とします。 

７．出店者様用駐車場について 

   ①会員出店者様用駐車場はご用意しておりません。「カリヨン等（有料）」等をご利用ください。 

  ②万一、事故（盗難、物損、人身等）が発生した場合、観光協会は一切責任を負いかねます。 

８．その他 

①免責について 

搬入から搬出に至る期間において、現金等の盗難やお持ち込みいただいた出店品・器具備品の破損

については、いかなる理由があっても観光協会は一切責任を負いかねます。各ブース内における管

理と事故防止には万全の対策をお願いします。 

②開催／中止の問い合わせ 

事務局の連絡先：電話 0598-26-2822  観光協会携帯電話 090-1561-0499 

③広報活動について 

（一社）松阪市観光協会にて、できるかぎりの活動はさせていただきますが、会員出店者の皆様に

も周知にご協力ください。 
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祇園まつり ぎおん市 出店応募用紙 

【応募にあたっての注意事項】 

①記入していただいた個人情報は、当該事業の遂行のみ利用します。 

②記入していただいた申込用紙は、コピーをとり、大切に保管してください。 

③申込期日 平成３０年 6 月 18 日(月)までに郵送・FAX・メールのいずれかにてお申し込みください。 

〒515-0017 松阪市京町 507-2  

一般社団法人松阪市観光協会 祇園まつり ぎおん市担当 宛 

 MAIL：komori@matsusaka-kanko.com  TEL：0598-26-2822  FAX：0598-26-4778 

ふりがな 

会員様名（店舗名）                    

 

ふりがな 

担当者名 

 

火気の使用 □あり □なし      発電機の使用 □あり □なし 

（火気および発電機をご使用の場合は、消火器を１本持参ください） 

電気器具使用の場合は、発電機と延長コード等をお持ちください。（※発電機の設置場所の確認の為） 

住所   〒    -              県        市 

連絡先 TEL：             携帯電話(当日担当者様)：            

    MAIL：                              FAX：                 

    ※メールアドレスをお持ちの方は、必ずご記入ください。 

応募区画数 
  □ 1 区画（2.5ｍ×2.5ｍ）    ７，5００円 (税込) ／２日間 

  □ ２区画（5.0ｍ×2.5ｍ）  １２，5００円 (税込) ／２日間 

当日出品する品目・メニュー、販売価格(税込) 

 

 

※販売品目すべてをご記載ください【品名（内容）：金額】 例【〇〇〇（説明）：３００円】 

※販売品目をすべて記入できない場合は、販売物をリストにして添付してください（様式不問） 

出店者抽選会・地割り抽選会 出席報告 兼 抽選委任状 

日 時：平成 30 年 6 月 25 日(月) １８：００～ 

場 所：松阪市市民活動センター 

     参  加 ・ 不 参 加 ※いずれかに○（まる）をしてください。 

平成 30 年 6 月 25 日(月)の『ぎおん市』出店者抽選会・地割り抽選会に参加できませんので、抽選を

事務局に委任します。また、当日、急遽、参加できなくなった場合、抽選を事務局に委任します。 

 

委任者名：                      印   

mailto:komori@matsusaka-kanko.com

