
■「普段の営業や今までの活動」、「当日の出店予定内容」の記入と資料添付（必須） 

過去のイベント出店、実店舗のようす、販売品の内容や金額など、できるだけ詳しく記入のうえ、 
資料として写真やパンフレットも同封してください（過去出店経験者も必須のこと） 

 

 

 

 
 

■販売時の対面方向、張り出しテント寸法等がわかる配置図面と写真（車両販売は必須） 

車両販売ブースへの出店を申し込まれる場合は、販売時の対面方向、張り出しテント寸法、占有面積 
がわかる配置図面と車両の写真を必ず同封願います。 

 

第１５回 杜の宮市 

もりもりフードコート 
～飲食ブース～ 
参加案内 
                                                                

杜の宮市でオリジナルなメニューを発表しませんか。 

日本中でうちにしかないメニュー、秘密のまかないメニュー、試作メニュー、 

一宮の新名物など 入魂のメニューをお待ちしています。 

 

■開催日時 

２０１５（平成２７）年４月２６日（日） １０時～１７時 

■開催場所 

愛知県一宮市真清田 

真清田神社境内および周辺 

■参加説明会(参加自由) 

初めて参加される方や、質問がある方はご参加ください。 

   １月９日(金)  ① １５時～１５時３０分 ／ ② ２０時～２０時３０分 

   １月１０日(土) ③ １５時～１５時３０分 ／ ④ ２０時～２０時３０分 

場所：一宮市民活動支援センター 尾張一宮駅前ビル（通称 i-ビル）３階  

    ＊ i-ビル駐車場・駐輪場はサービスがあります。 

■お問合わせ 

電話 090-2265-9188（星野）、メール info@miyaichi.net 

 

 

 

 

 

詳細は次頁へ 

■法規対応　記入、押印と許可証コピー添付（必須）

平成２７年４月２６日開催「杜の宮市」へ出店の際は、取り扱う食品を販売また調理する為に

必要な法規対応を行います。

平成２７年　　月　　　日　　　　　　　　責任者　自署押印（お名前）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

必要な法規対応に☑および追記し、許可証コピーを同封願います

□一宮市での有効期限内の営業許可（露店商）および許可証掲示　（現地調理の場合、必須）

□テントおよび三方囲いの設置　（現地調理の場合、必須）

□パック詰めする場所での有効期限内の営業許可（食品製造）　（パック詰め販売の場合、必須）

□商品への「製造販売者」表示　（パック詰め販売の場合、必須）

□その他にもあれば記載ください

　（ ）

■協賛広告募集 （１口 １，０００円から） 

当日会場にて５，０００枚配布するパンフレットに協賛広告の掲載ができます。 

出店申込されない方も、協賛のみの申込も歓迎です。 

ＨＰからダウンロードいただくか、ご連絡いただければ案内をお送りいたします。 

申込締切 １月２２日（木） 必着 

参加案内・申込書はホームページからも 

ダウンロードできます http://www.miyaichi.net 

移動販売車での出店 
 

今回より本格募集スタート！ 
募集要項は次ページを参照 



もりもりフードコート ～飲食ブース～                  

以下をご理解いただき、お申込みください。（複数申込可） 

 

申込締切 １月２２日（木） 必着 
必ず郵送でお送りください。(ファックスやメールは不可) 

申込用紙はコピーでも可 
 
 
 

第 15回 杜の宮市  参加申込書 

もりもりフードコート ～飲食ブース～  
 

    

募集要項 ①現地調理ブース ②パック詰め販売ブース ③ビール販売ブース ④車両販売ブース

料金等 　～会場で作って売る～　 　～弁当や菓子を持ちこんで売る～ 　～ビールを売る～ 　～移動販売車で売る～

　軽自動車　　　　８，０００円

　普通自動車　　１０，０００円

販売時の対面方向、張り出しテント寸法等

がわかる配置図面と写真を同封ください。

ブースエリア 杜の宮市会場内（真清田神社境内および周辺）となります。　※審査時に主催者にて決定します。

酒類販売 ビール以外の酒類販売はオプション料金１，１００円　が必要です。　（ビールは③出店のみ販売可）

電源 発電機の使用は安全面、騒音等の理由により原則使用禁止です。どうしても必要な場合はご相談（申込書に記載）ください。

５，２００円／ブース　必要な場合は申込書にてお申込ください。　三方囲いは含まれません。

テントサイズは１．８m×１．８mで、主催者の指定した位置にあらかじめ固定されています。

お願い・注意事項

●主催者はブースエリアの提供のみを行い、出店に関しては各出店者様の責任において自己管理をお願いします。

●扱う食品を販売また調理するにあたり必要な保健所申請、各種法規対応（食品衛生法、酒税法、消防法等）、テント・三方囲い等の設備準備は

　事前に各出店者様の責任において行ってください。（各許可証のコピーを申込書に添付願います。）

●神社や近隣施設から場所をお借りしてイベントを開催している為、会場内にて法規違反、駐車違反、マナー違反等がありますと今後の開催が

　できなくなることもあります。　ご理解、ご協力のほどお願いいたします。

当日までの流れ

●申込締切（1/22）　～　審査・選考　～　結果通知(2月中)　～　出店料振込(3月初旬)　～　出店確定　～　ブース配置決定（ＨＰに掲載）　～　当日

・結果通知（出店案内）に同封の振込用紙にて入金完了次第、出店確定となります。期日までにすみやかにお振込みをお願いします。

開催当日の流れ（予定）

●結果通知に同封の搬入ルート・時間に従い搬入　～　車はすぐ駐車場へ　～　開店準備　～　10時開店

●17時終了までは搬出禁止　～　17時以降、搬出準備次第、搬出ルートに従ってすみやかに搬出

・多数のブースが順に搬入を行いますので、搬入指定時間が早朝（6時台）になることがあります。

出店料

ブースサイズ

レンタルテント

駐車場

５，２００円／ブース

２．２m×２．２m／ブース

２５，８００円／ブース

名鉄協商一宮パーキングビル　一宮市新生１－１－１　(名鉄一宮駅北西隣　会場から徒歩１０分) 

出店者用指定駐車場　１，０００円/台･ブース　申込書にてお申込ください。（＊車高２．１ｍまで）

①現地調理ブース １ブース　5,200円　×　（　　）ブース 円

②パック詰め販売ブース １ブース　5,200円　×　（　　）ブース 円

③ビール販売ブース １ブース　25,800円　×　（　　）ブース 円

④車両販売ブース　（右記どちらか） 軽　8,000円　　普通　10,000円 円

●ビールを除く酒類販売 上にプラス　1,100円 円

●駐車券（　要　・　不要　） 要なら1,000円×（　　）台分

　　＊出店１ブースにつき１台分まで（出店者用指定駐車場）

●レンタルテント（　要　・　不要　） 要なら5,200円×（　　）ブース分 円

ブース料総合計 円

円オプション

発電機持込の相談希望は☑　⇒　□

この欄は記入不要です 
受付日 
番号 

 

【送り先】 
〒４９１－０８５９ 
 愛知県一宮市本町４-１２-７  
 杜の宮市準備委員会 

裏面に続く 

キ
リ
ト
リ 

参加案内・申込書はホームページからもダウンロードできます。 

http://www.miyaichi.net 
☆最新情報は Facebookでも発信しています。いいね！やシェアもお願いします☆ 

杜の宮市 検索

■ご協力のお願い

チラシなどの掲示・配布をしていただける枚数をご記入ください。枚数を調整してお送りします。

ポストカード 約　 　　　　枚 Ａ２ポスター 約　 　　　　枚 Ａ４フライヤー 約 　　　　　枚

その他ご協力いただけることがあれば、ご記入ください（　 ）

当日会場にて５，０００枚配布するパンフレットに協賛広告の掲載ができます（１口　１，０００円から）。

□出店決定の場合のみ検討したい □出店できなかった場合も検討したい

案内を送付希望の場合は下記に☑してください。　（案内はホームページからもダウンロードできます）

フリガナ

フリガナ

（〒　　　－　　　）

携帯電話 固定電話

（当日連絡先）

ファックス メール

＊出店名・ＵＲＬ・出店内容はチラシ・ポスター・ホームページ等に掲載されます

＊出店内容(20字)

ご住所

お名前（代表者）

団体・組織

実店舗名

＊ホームページ

（ＵＲＬ）

＊当日の出店名

(ﾌﾞｰｽ名)20字以内

連絡先



もりもりフードコート ～飲食ブース～                  

以下をご理解いただき、お申込みください。（複数申込可） 

 

申込締切 １月２２日（木） 必着 
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■「普段の営業や今までの活動」、「当日の出店予定内容」の記入と資料添付（必須） 

過去のイベント出店、実店舗のようす、販売品の内容や金額など、できるだけ詳しく記入のうえ、 
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■販売時の対面方向、張り出しテント寸法等がわかる配置図面と写真（車両販売は必須） 

車両販売ブースへの出店を申し込まれる場合は、販売時の対面方向、張り出しテント寸法、占有面積 
がわかる配置図面と車両の写真を必ず同封願います。 
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～飲食ブース～ 
参加案内 
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日本中でうちにしかないメニュー、秘密のまかないメニュー、試作メニュー、 
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２０１５（平成２７）年４月２６日（日） １０時～１７時 

■開催場所 

愛知県一宮市真清田 

真清田神社境内および周辺 

■参加説明会(参加自由) 

初めて参加される方や、質問がある方はご参加ください。 

   １月９日(金)  ① １５時～１５時３０分 ／ ② ２０時～２０時３０分 
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詳細は次頁へ 

■法規対応　記入、押印と許可証コピー添付（必須）

平成２７年４月２６日開催「杜の宮市」へ出店の際は、取り扱う食品を販売また調理する為に

必要な法規対応を行います。

平成２７年　　月　　　日　　　　　　　　責任者　自署押印（お名前）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

必要な法規対応に☑および追記し、許可証コピーを同封願います

□一宮市での有効期限内の営業許可（露店商）および許可証掲示　（現地調理の場合、必須）

□テントおよび三方囲いの設置　（現地調理の場合、必須）
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□商品への「製造販売者」表示　（パック詰め販売の場合、必須）

□その他にもあれば記載ください

　（ ）

■協賛広告募集 （１口 １，０００円から） 

当日会場にて５，０００枚配布するパンフレットに協賛広告の掲載ができます。 

出店申込されない方も、協賛のみの申込も歓迎です。 

ＨＰからダウンロードいただくか、ご連絡いただければ案内をお送りいたします。 

申込締切 １月２２日（木） 必着 

参加案内・申込書はホームページからも 

ダウンロードできます http://www.miyaichi.net 

移動販売車での出店 
 

今回より本格募集スタート！ 
募集要項は次ページを参照 


