
出店者募集要項 

１．開催日時・場所 

平成 2７年 ９月５日（土） 1３：00～20：00（雨天決行） 

豊岡総合センター内 約 500ｍ 

 

２．出店料・出店条件等 

・基本軽車両にての出店料 ３，０００円／１区画 （ １区画＝幅 約 2m × 長さ 約 7m ） 

今回は特別枠として普通車・２ｔトラックまでの出店枠を数区画ご用意いたします。 

特別枠にての出店料 ４，０００円／１区画 （ １区画＝幅 約 2m × 長さ 約 7m ） 

・出店を取り消す場合、開催日の１０日前までであれば出店料を返戻します。 

・天候の影響等により主催者判断で開催中止となった場合、出店料を返戻します。 

・軽トラックのみでなく、軽乗用・軽ワゴンタイプ等でも、軽自動車での出店であれば     

出店可能です。 

・飲食関係の販売については、イベント等での臨時営業許可や移動食品の営業許可書を

取っている方に限ります。また、ペット等の販売についても動物取扱業者の登録をし

ている方に限ります。 

 各種許可申請については、出店者が責任をもって行っていただくようお願いします。 

 

３．内 容 

今年度は磐田市合併１０周年冠事業の第２０回元気村音楽祭（市内アマチュアバンドの

祭典）との共同開催イベントとなります。豊岡総合センター内を歩行者天国にし、軽ト

ラックの荷台等で飲食物、農水産物、各種物販、癒し体験など多種多様な商品の販売を

行い、消費者、生産者、商工業者等の相互交流を深めるとともに賑わいの創出を図る。 

 

４．募集台数 

５０台  （応募者多数の場合は、抽選となりますので予めご了承ください） 

 

５．参加申込方法・申込先 

・出店申込書に必要事項をご記入の上、直接または郵送、FAXでお申込ください。 

・申込先  いわた☆とよおか夜店市実行委員会 （豊岡地域活動センター内） 

      〒438－0112 磐田市下野部 48  FAX：0539－63－0032 

６．申込締切日 

平成 2７年 7月 10日（金）17:00までに必着 ※締切厳守のこと 

 

７．当選者（出店者）発表予定 

    平成 27年 7月 20日（月）頃を予定しています。  

※発表日以降、当選者（出店者）には詳細案内書類を発送します。 

 

８．出店者説明会 

 出店者説明会：平成 27年 8月 4日（火）１９：００～  

会場：豊岡総合センター内 研修会館にて 

※当選者には詳細案内をお送りします。なお、前回開催との変更点があるため、 

出店経験がある皆様も、出店者説明会にご参加いただくようお願い致します。 



  出店における留意事項 

 

１．出店者は主催者の指示に従ってください。 

 

２．出店場所は主催者が指定します。 

 

３．食品衛生法に基づく許可等、出店者個々の営業に必要な許認可等は、出店者の責任にお

いて対応いただくようお願いします。 

  ・必要な許可が不明な場合は、静岡県西部健康福祉センター（TEL：0538-37-2245）ま

でお問い合わせください。 

  ・必要に応じて許可書等の写しの必要に応じて許可書等の写しのご提出をお願いする場

合があります。 

 

４．電気、ガス、水道は供給できかねます。必要な場合は持ちこみとなります。 

 

５．販売品目を変更する場合は、あらかじめ事務局にお届けください。 

 

６．飲食（屋台等）関連の出店者におかれましては、予めゴミ箱（袋）などを備えるなど、

自店商品の使い捨て食器等の回収にご配慮願います。 

 

７．営業終了時には、周辺の清掃をお願いします。 

 

８．出店に関する事故等について主催者は一切責任を負いかねます。 

 

９．お客様からクレーム等があった場合は、直接、関係出店者にその内容をお伝えし、改善

をお願いする場合もありますので、よろしくお願いします。 



 

 

 

出店者宣約書 

 

申請日：平成  年  月  日 

 

いわた☆とよおか夜店市実行委員会 行 

（FAX：０５３９－６３－００３２） 

 

出店者責任者  住  所   〒 

(書類郵送先) 

         

 

（事業所名）                          

 

         氏  名 

 

電話番号 

 

FAX番号 

 

 

私は、平成 2７年 ９月５日開催 「みんなで軽トラ市 いわた☆とよおか夜店市」の

趣旨に賛同し、下記のとおり申し込みいたします。  

つきましては、次の事項を遵守し、健全な営業に努めることを誓約します。 

 

 

１． 出店者または従事者は官報で公示された指定暴力団の構成員でないこと。 

２． 市民及び業者間で紛争等を起こさないこと。 

３． 市民に不安感又は嫌悪感を与えるような服装をせず、また、そのような言  

動をとらないこと。 

４． 法令に違反するものを販売しないこと。 

５． 営業時間を厳守すること。 

６． 出店名義のまた貸し等をしないこと 

７． 営業が終わった後は、清掃等を行い、原状回復を確実に行うこと。 

８． 販売に必要な営業許可等は出店者の責任で必ず得ること。 

９． 主催者が決定した出店場所で、販売を行うこと。 

１０． その他、実行委員会の指示に従うこと。 

 

 

※ 別紙：出店者申込書もあわせてご送付ください。 

 

整理 NO. 
要提出 



整理NO. 

 

みんなで軽トラ市 いわた☆とよおか夜店市実行委員会 行 （FAX：0539-63-0032） 

 

出店者申込書 

 

平成 27年９月５日（土）に開催する軽トラ市について申込み致します。  

※太枠のみご記入ください。 

 

当日の責任者氏名  

当日責任者の 

連絡先 

※開催中止などの 

連絡のため 

電話番号  

FAX番号 

携帯電話 

メールアドレス 

出店車両ナンバー 

※軽自動車に限る 

メーカー 車種 

地名 区分番号： 

かな ナンバー： 

取扱品目     

（すべて記入） 
 

（会場で）調理 する・しない 発電機の持ち込み 使用・使用しない 

 特別枠での出店を希望しますか？ 希望する ・ 希望しない 

  

以下、開催当日 会場掲出用 出店位置図に掲載する際の店名・取扱品目・分類について 

（パンフレット他 印刷物への掲載情報につき正確にご記入ください） 

取扱品目 分類 

※主なもの１つに○ 
飲食物 農水産物 各種物販 癒し 宣伝 

店名 
 

自店 PR・商品 

サービスなど 

20文字以内で 

          

          

 

※ 本申込書 記載情報は「みんなで軽トラ市 いわた☆とよおか夜店市」実施の目的に利用

します。 

※ 申込取消（キャンセル）について 

出店を取り消す場合、開催日の 10日前までであれば、出店料を払い戻します。 

※  別紙：出店者宣約書もあわせてご送付ください。 

 

□  初参加 

□  経験有 

要提出 



整理NO. 

みんなで軽トラ市 いわた☆とよおか夜店市実行委員会 行 （FAX：0539-63-0032） 

 

 記載例 

当日の責任者氏名 軽トラ花子 

当日責任者の 

連絡先 

※開催中止などの 

連絡のため 

電話番号 0538-32-2261 

FAX番号 0538-32-2264 

携帯電話 090-XXXX-XXX 

メールアドレス iwata@iwata-cci.or.jp 

出店車両ナンバー 

※軽自動車に限る 

メーカー   スズキ 車種        キャリー 

地名     浜松 区分番号：     ４８ 

かな      え ナンバー：     ８８－８８ 

取扱品目     

（すべて記入） 

詳細に記入下さい 

五平餅、漬物（梅干し）、野菜（トマト・レタス）、 

オリジナル雑貨（ブローチなどのアクセサリー） 

（会場で）調理 する・しない 発電機の持ち込み 使用・使用しない 

特別枠での出店を希望しますか？ 希望する ・ 希望しない 

 

 

●上記の記載事項が印刷物に 

 反映されます（過去掲載例→） 

 正確にご記入ください。 

以下、開催当日 会場掲出用 出店位置図に掲載する際の店名・取扱品目・分類について 

（パンフレット他 印刷物への掲載情報につき正確にご記入ください） 

取扱品目 分類 

※主なもの１つに○ 
飲食物 農水産物 食品 癒し 宣伝 

店名 軽トラなんでも老舗 

取扱品目 

（出品するもの） 

20文字以内で 

五 平 餅 ・ 自 家 製 梅 干 し 

・ オ リ ジ ナ ル 雑 貨   


