■むてんかスタイルマーケット!2022 出店ガイドライン vol.1(必ずお読みください)

■日時 2022 年 11 月 13 日(日) 10:00～16:00

雨天開催・荒天中止

■会場 ふくろ YA!ＢＡＳＥ(泉佐野市大宮町 12-6) 、春日公園(泉佐野市春日町 1)、くらふとや（泉佐野市春日町
9-8）、シェアキッチン厨-kuriya-（泉佐野市春日町 5/10） ※会場は追加となる場合があります。追加会場の場合、出
店料が異なる場合があります。
■目的
衣食住の本質を根本から考えた上で「食べることやつくることの楽しみを通じて、街中のみんなが笑顔でいられる健康なくらし」を
理念とし、無添加、オーガニック、手作り、アートを通して、健康と文化・芸術の向上をはかり、南大阪の駅周辺や旧市街周辺
をゆっくり楽しみながらお散歩します。（SDGs の観点で持続可能な社会へ向けての取り組みも行います)
南大阪に拠点を中心とする事業所や無添加・ロハス・オーガニック・マクロビィオティック・ヴィーガン・手づくり・アート等のブース出
店により特産品等のプロモーションを行い、地元の地域を牽引し、国内外の方へも訴求できるまちづくりの活性化へつなげる。
■ブース申込み必須条件
・むてんかスタイルマーケット!の目的に賛同していただけるお店に限ります。
・できる限りロハス、健康、無添加、オーガニック、ヴィーガン又は地元特産品や手作り、アート等に少しでも関わる商品やサービ
スをご提供していただけるお店を優先的に募集いたします(指定の車両ブースは除外)。来られたお客様はこだわりのある方も多
いですが、各店同士が協力し合って、お客様に喜んで頂けるようにお願い致します。
・無添加、ロハス、オーガニック、ヴィーガン、手作り、アート等に関係する商品やサービスを必ず１点以上取扱いして下さい。ま
たその商品やサービスについての説明書きを POP 等で見えやすく表示して下さい。尚、上記以外の物やサービスも可能ですが、
区別してお客様がわかるような表記や説明を必ずお願い致します。(※万一該当しない店舗は出店エリア限定となります)
・加工食品を取り扱う場合、保健所発行の食品衛生法による営業許可証がある下処理場での調理の物に限ります。
・アルコール類の販売は、酒税法によるもので、期限付酒類小売業免許を取得されている方に限ります。
・テントを設営される方は、突風などで飛ばされないよう必ず重しやペグを地面に緊結させ、対策をとってください。
・会場内は禁煙ですが、火気使用される方は必ず消火器を持参してください。毎年、消防署が事前に点検いたします。
・電気の使用の際は、漏電など各自十分にお気をつけください。
・ SDGs への一部取組みにできるだけ賛同して頂ける方。

■注意事項
・当日、何らかの理由で、出店できない場合は、必ずご連絡ください。また、主催者側で代理販売も可能ですので、ご相談くだ
さい。ただし、万一、商品の不慮の破損等がございましても責任を負いかねますので、ご理解ください。
・ブースはガレージやアパートに接している所もありますので、車や器物には触れないようお願い致します。
・ガレージの契約車が入出庫される場合がありますので、営業の途中でも一旦、入出庫にご協力ください。
・あまりに目的・趣旨から大幅に外れるような内容の商品やサービスを提供されていた場合、途中で行為を中止して頂く場合が
ございます。予めご了承ください。
・偽ブランド品、不良品、動物、危険物等、当イベントに不適切と考えられる商品の販売やサービスは禁止します。
・出店に伴い、発生するごみ等は、すべて出店者で持ち帰り、処分をお願い致します。
・会場内での事故、盗難に関して主催者は一切責任を負いません。お客様の安全確保と持ち物の管理は徹底して下さい。

・駐車場内又は道路での事故、盗難に関して主催者は一切責任を負いません。
・出店者同士、または会場内での対人・対物のトラブル、及び食中毒など食品衛生管理上の損害等があった場合は出店者が
責任を負って頂きます。主催者はその責任を負いません。
・会場施設又は附属設備等を毀損し、または滅失した場合は直ちに主催者に報告し、その損害を賠償してください。
・出店ガイドラインにご同意頂けない場合、出店をお断り頂きます。お申し出が無い場合はご同意いただいたものとみなします。
※緊急事態宣言下での開催の場合、大阪府のイベント開催基準に則り、感染拡大防止の対策を行なった上で予定通り実
施いたします。ご来場及び出店者様におかれましてもマスクの着用や会場に設置のアルコール消毒などご協力のほどお願いいた
します。各店・各ブースにおいては、来店者との間に仕切板やシートなどを設置等の対策をお願い致します。酒類販売は不可。
■ブース
ブースは、屋外と屋内(畳の間)があります。※ブースの大きさは変更となる場合があります。
屋外 １ブースの大きさは 2.5m×2.5m の区画、2m×2m の区画(一部) ※キッチンカーは約 2 ブース分になります
屋内(畳の間) 大の区画、中の区画、小の区画
※一部大きさが異なる場合があります。また希望は先着順となります。あらかじめご了承ください。
■出店料(1 ブース代) 2500 円。

※原則的に会場またはブース位置の指定はできません。

■レンタルテント 2.4m×2.4m 2000 円(数量限定)。机、椅子、棚のレンタルはございませんが、応相談。
テントはできるだけお手持ちの物をご持参ください。お持ちでない方は、事前にお申し出ください。
和室については、低い机やいすはございませんが、応相談。
■電源コンセント（電源が必要なブースは申し出てください。容量に制限のため先着順、会場別有料)※ただし春日公園会
場は現在のところ電源がありません。
■キッチン使用(シェアキッチン厨、くらふとやのみ)の場合は出店料 4000 円+保険代 1 人 300 円
■キッチンカーや車両での出店については出店料 4000 円となり、春日公園会場が主になりますが、キッチンカーへの電源供給
は不可。ふくろ YA!BASE 会場は軽自動車以外は入れません。全体の台数制限があります。
■音楽ステージ等は現在のところ、未定
■お申込み方法
申込書を下記方法にて返信ください。ご記入したものを写メでも可。出店紹介用の写真もお送りください。
また飲食店の方で、露天営業許可証（保健所）をお持ちの方のみコピーをお送りください。
①メールにて（Facebook むてんかスタイルマーケットページよりメッセージを頂くか、yfukuroya@mutenkastyle.jp まで）
②FAX にて 072-493-8352
③郵送にて 泉佐野市大宮町 12-6-103 むてんかスタイルふくろや宛
■選考・出店決定通知

(第１次申込期限 2022 年 9 月 30 日)

①申込受付→②選考（出店不可能な連絡以外は手続き完了）→③出店決定連絡は 10/10 前後に Facebook にて発
表します(個別に通知はいたしません)→④ブース担当者より開催直前に搬入出についてのメールまたは FAX にてご連絡致しま
す→⑤料金等のお支払は当日の朝、各会場受付にてお願い致します
■イベント
・スタンプラリーを各会場単位で企画中です。予定内容等は変更となる場合があります。

・各ブースにて、イベントやワークショップをされる場合は、告知等各自で行ってください。予め決まっている場合は、事前に登録し
て頂ければ、告知できる場合がございます。
■「自給」への取組み（推奨目標）
・今年のテーマは発の取り組みとして、自給自足への追求の一環として、各店の皆様、自給に関することを 1 つでも取り組まれ
ている場合は、必ずお店にて POP の表示をお願いします。
・これから襲ってくるかもしれない飢餓問題やインフレにより海外製品の高騰、輸入品が入って来ない等のことから国内で調達さ
れていたり、自分で生産や製造されている、手作りされている方々はアピールをしてください。
・例えば農業で野菜を作られている場合、肥料や農薬に頼っていない無農薬のもの、自家採種で作られているもの、またそれら
の野菜を使った料理を提供されている方、タオルや衣服の生地に使う綿を畑で作られている、料理の調味料である唐辛子を作
っている、地元の近海で採れた魚を調理している、地元の山で伐採した木を使用して家具を作っている等、１次産業との関わ
りが深い加工品の方々も対象になります。
■ボランティアスタッフ募集
・当日のボランティアスタッフを募集いたします。設営、撤去、警備、誘導、遊撃等でご協力いただける方々を募集しています。
■SNS やチラシ配布・広告掲載
・配付するチラシに広告を掲載希望の方はお申し出ください。小枠(店名文字のみ)5000 円、中枠 10000 円、大枠 20000
円、特大枠 30000 円を受付しております。会場内にスポンサーのぼり設置 10000 円。
・各ブースの方々は Facebook やインスタグラム、ツイッター等の SNS に投稿をできるだけたくさんお願い致します。
・出店が決まると、案内チラシを配付いたします。出店者様の固定客の方や来店者へ配付をお願い致します。必要部数をお申
し出ください。
■搬入

7:00 頃～9:30 まで

※会場は 7 時 00 分前からでも設営可能です。ただし、お車を搬入する場合は、早めに準備してください。
出店者駐車場（無料）については、りんくう北駐車場を開放予定していますが、当イベントが管理しておりませんので、満車の
際は、各自にてご判断下さい。会場から距離があるため、お近くをご希望の方は有料パーキング等をご利用下さい。
※搬入時間や出店時間のご相談もできるだけ対応させて頂きます。
■受付

7:30～9:30

まず受付を済ませてください。その際、ブース位置をお知らせするとともにレンタル料をお支払いただきます。
■開始前ミーティング

9:30

10:00～スタートに向けて注意事項などをご説明しますので、本部前にお集まりください。
ミーティング終了後、出店者の方々皆さんで集合記念撮影を撮ります。
■搬出
随時、ブースの片付け、搬出をお願い致します。尚、車がとても混雑しますので、できるだけ譲り合って搬出をお願い致します。
忘れ物は無いようにご確認をお願いします。ごみ等はお持ち帰りください。
むてんかスタイルマーケット!実行委員会 担当 袋谷
泉佐野市大宮町 12-6-103
TEL 090-8982-5569

FAX

072-493-8352

メール yfukuroya@mutenkastyle.jp

りんくう北駐車場(無料)については、当イベントで管理はしておりませんが、開放されています。満車の際は各自ご判断お願いし
ます。出店場所と駐車場が少し離れているため、移動時間を見越して頂くようお願い致します。お近くを希望の方は有料パーキ
ングをご利用下さい。
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希望出店ブース数

出店者名（店名、お名前など）
代表者名
〒

出店者住所
□住所非表示の方はﾁｪｯｸ

FAX

店の電話 □非表示の方ﾁｪｯｸ

代表者携帯電話

メールアドレス
公式ホームページ

車両搬入（敷地内駐車場無し）

□あり (会場不可あり) □キッチンカー等

申込項目（大半を占める 1 つに

ワークショップ

食品・飲物

〇をして下さい）

音楽ステージ

その他（

①屋外

希望区画・設備等

ブログ

Facebook

HP 等の有る場合に〇印

②室内

他

車両番号(

雑貨・物販

施術・セラピー・占い

)
PR ・あそび・本

）

③音楽等出演

⑥電源の必要(ワット数

(先着申込順)

インスタグラム

W)

⑦火気使用

⑧レンタルテント ⑨キッチン使用

出店内容（店名共 20 文 字 前
後）
出店内容（具体的に）

※無添加・手作り等最低 1 つ表記

出店者プロフィール (150 文字
以内)
※内容は割愛する場合があります

する

広告協賛について

(店名のみ 5000 円・中 10000 円、大 20000 円、特大 30000 円、のぼり 10000 円)

・ しない

質問等があれば
こちらにお書き下さい。

■出店ガイドラインのブース申込必須条件ならびに注意事項を読み、承諾いたしました。

・この用紙は FAX 又はメール又は Facebook メッセンジャー等でお送り下さい。データが必要な方は申し出て下さい。
むてんかスタイルマーケット!実行委員会 担当 袋谷幸宏
泉佐野市大宮町 12-6-103
TEL 090-8982-5569

FAX

072-493-8352

メール yfukuroya@mutenkastyle.jp

FAX 072-493-8352 (第１次申込期限 9/30)

