アースデイ関門 ２０１９開催について
ご出店者様各位
アースデイ関門
実行委員長 井上 桂
出店者様担当 松浦美由樹
アースデイ関門も 2011 年から始まり来年で 9 回目を迎えます。
これまでも皆様のご協力のもと無事に開催することが出来ましたこと 心より感謝致します。
1 回目は「あるかポート」で開催し、2 回目以降「みさか自然の森」 で固定化して開催しています。
来年の開催に関し アースデイ関門の HP でもありますように少し変化をもたらそうという方向に
向かっています。ご来場者様、ご出店者様が楽しめるイベントになるように より一層 努力して
行きたいと思います。今後とも宜しくお願い致します。
開催日時： 2019 年 4 月 20 日（土） １０：００～１７：００
２１日（日） １０：００～１６：００
雨天決行（荒天中止 中止のみ朝７時以降 各出店者様に連絡します）
開催会場： みさか自然の森
〒７５９‐６６０２ 山口県下関市蒲生野字深坂
TEL ０８３‐２５９‐８５５５ FAX ０８３‐２５８‐４８６２
《出店場所サイズ》
１．森の家内
２．芝生
３．ピロティ

２．５ｍ×２．５ｍ
３．０ｍ×３．０ｍ（キッチンカーについては要相談）
２．０ｍ×２．０ｍ

《出店料》 ２日間の出店が条件です
① 飲食―１２，０００円 （キッチンカー及びテント販売）
② 物販―５，０００円
③ 展示―２，０００円 （展示のみ）
④ ワークショップー５，０００円
⑤ 福祉団体―２．０００円 （福祉関係であっても営利目的であればこれには該当しません）
その他 備品等の料金
テーブル
１台２００円（数が限られますので各１台まで）
椅子
1 脚１００円（各２脚まで）
電気使用料 １日１０００円（２日間使用は×２日となり 電源を使用される方すべて）
芝生の出店者様につきましては電源等の確保は各自でご持参下さい。
＊また、毎年 電気量が不足し皆様にはご迷惑をおかけしています。
出来る限り 芝生の出店者様以外にも発電機等をご準備できる方は
ご持参していただけると助かります。ご協力お願い致します。
厨房内冷蔵庫使用料 ２日間で１０００円

注） 森の家内での電気使用に関しては制限させて頂く場合があります。
また、申し込みや出店料入金が遅くなった方は希望に添うことが出来ない場合もありまのが
その場合はご了承頂きたいと思います。

《出店料入金》
☆出店料とそれぞれの使用料を含めての合計金額を振り込んで下さい。☆
（当日 現金でのお支払いは出来ません。）
（振込み先）
ゆうちょ銀行

（他行からの振込み）
記号：１５５００
ゆうちょ銀行 店名：五五八
番号：１３０３３７８１
種目：普通預金
口座名義名：井上 桂
番号：１３０３３７８

《会場設営》
１． 搬 入：２０１９年４月１９日（金） １３：００～１７：００（芝生は乗り入れ可能）
２０日（土） ６：３０～ ９：００（９時以降乗り入れ禁止）
２１日（日） ６：３０～ ９：００（９時以降乗り入れ禁止）
２． 搬 出：2019 年４月２１日（日） １６：３０～
（スタッフの指示に従う）
《貸出備品》
１． 貸出備品（テーブル、椅子）に関しては設営時は 実行委員会の方で希望数を
各ブース場所に置いていますが、イベント終了後は 各出店者様ごと 木工室前
まで返却お願い致します。
《駐車場について》
１． 出店者の方の駐車場は確保していますが、数も少ないので乗り合わせでお願い致します。
出店者様の駐車場誘導用の許可書を１ブースに付き１枚を前もって郵送致します。
許可書を車のダッシュボードの上に置いて解る様にして下さい。
また再発行は致しかねます。
２． 会場の駐車場とお渡しする許可書に番号（普通車と軽自動車の区別）を打っています。
番号の一致する駐車場 場所に車を駐車して下さい。
３． 森の家の前側の上の通路を軽自動車、普通車は新しい駐車場となります。
４． 車は出店者様、来場者様 共に一方通行となります。逆送は事故の元となります。
５． ２日間とも イベント終了後 来場者様を優先して車を出しますので スタッフの指示に
従って下さい。

《その他》
１． 出店の際に出ましたゴミは各自でお持ち帰り下さい。
２． テントが必要な方は各自でご用意下さい。
３． 貴重品 持込み物に関しては 実行委員会が責任を負いかねますので
各自での管理をお願い致します。
４． 森の家内は床にブルーシートを全体にひきますので 土足での出入りが可能です。
（トイレのみスリッパに履き替えます）
５． 森の家に宿泊希望者は 直接 会場となる みさかの森に申し込みをお願い致します。
申し込み先・・・みさかの森 ０８３－２５９－８５５５
《飲食出店》
１． 芝生での飲食販売者は 移動販売車以外は必ずテントの設営をお願い致します。
２． 臨時食品営業届出書の提出・・・１月３１日までにみさかの森まで提出
FAX ０８３-２５８-４８６２
３． 電源用の発電機をご使用の方は各自でご準備をお願い致します。
４． 火気取り扱いの出店者様は各自で消火器のご用意をお願い致します。
《来場者の駐車場》
１． 所定の駐車場と臨時駐車場をご用意しています。
２． 臨時駐車場からみさかの森まで ピストン輸送のバスを時間ごとに出します。

―注意事項―
① この出店者詳細をご理解いただいた上でお申し込みをお願い致します。
② 申込書は全項目 ご記入をお願い致します。
③ 出店申込書の締め切りは２０１８年１２月１０日となります。
④ 申込書を FAX、出店料のお振込み、（出店料と備品代、電気使用料等を合わせた金額）
共に揃って 受付終了となります。
⑤ 申込書、出店料振込みが完了していない出店者はチラシへの掲載が出来かねます。
また、状況においては 出店をお断りする場合がありますのでご了承下さい。

【お願い】
① ポスター、チラシが出来上がりましたら 各出店者に送らせて頂きますので
その際には配布をお願い致します。
② ご来場者向けに 『宝探し』を行いますので、その際 出店者様には 500 円程度の
（生もの以外）プレゼントを 1 点以上 ご用意いただけると助かります。
ご協力お願い致します。 （当日 回収に回ります）

アースデイ関門 ２０１９ 出店申込書（クイズ形式）
☆出店者様 詳細を熟読した上での申し込みですか？

全項目ご記入下さい。

はい ・

いいえ

出店名
出店内容
出店種別

飲 食

・

物 販

・

展 示

・

福 祉

・

ワークショップ

□内容が該当するものに○をつけて下さい。

○を付けて下さい

出店責任者
住 所
連絡先

〒

TEL

携帯
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Ｅ-mail

クイズ☆イベント終了後 机、椅子の返却場所はどこでしょう？

出店ブース数

A-森の家内の

です。

HP／

ブース希望

出店場所

森の家・ピロティ（屋根あり）・ピロティ（屋根なし）・芝生・キャンプ場

電 源

森の家、ピロティでの電源を使用希望の方のみ回答をお願い致します
・必 要 使用器具（
） W 数（
W）
・不 要
芝生での電源は各自でのご用意をお願い致します

○をつけて下さい

貸出備品

テーブル１台 ２００円
椅 子 １脚 １００円

出店振込み合計

必 要 ・ 不 要
（１台のみ）
必 要（
脚） ・ 不 要

円

出店料＋備品＋電気

出店料合計
振込み名義

クイズ☆出店申し込みの締め切りはいつでしょうか？

宿泊希望日
車の車種
搬入の予定日

１９日（金）

・

２０日（土）

普通車 ・ 軽自動車
４月

年

日

・

月

日

です。

２１日（日）

名

車の No
時頃から

時頃まで

お問い合わせ・お申し込み先
アースデイ関門実行委員会事務局
ＴＥＬ 083－２５９－８５５５
FAX 083－２５８－４８６２

