ゴロクイチ

「枚方宿くらわんか五六市」出店募集要項

2019 年保存版
※更新箇所は黄色部

分
東海道五十七次、五十六番目の宿場町として栄えた商いのまち 『枚方宿』。
京阪本線「枚方公園駅」～「枚方市駅」の歴史ある街道や近辺で「五六市」を開催します。

開 催 日：毎月 第２日曜日 （雨天決行）
出店参加費は、枚方宿くらわんか五六市の運営と枚方
開催時間：10：00～16：00
宿のまちづくりに役立てられます
受付時間：8：00～10:00
出店参加費：１ブース 4,000 円（2m×2m） / 0.5 ブース 2,000 円（2m×1m）
開催場所：枚方宿地区（京阪電車枚方市駅～枚方公園駅間街道沿い等）の公園や駐車場等
※当日午前 6:00 の段階で枚方市に大雨・洪水・暴風・暴風雪・大雪のいずれかの警報が出ている場合は中止』とさせてい
ただきます。五六市ブログ（http://gorokuichi.jugem.jp）でも中止、開催の旨掲載致しますのでご確認ください。

申込方法 次のいずれかの方法でお申込み下さい。
●インターネットお申込フォーム （五六市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.gorokuichi.net）
●はがき
宛先：〒573-0031 枚方市岡本町１０－１０ 枚方宿くらわんか五六市事務局 宮川宛

■申込み受付期間は開催日の前月１日～10 日です。
（10 日必着）■
＊当選通知は（応募多数の場合選考・抽選の上）
、五六市開催の１週間前までに郵送でお送りします。
＊落選者にはメールでのみのご連絡となります。
（メールアドレスをお持ちでない方にはハガキにて通知）

【はがきで申込時の記載事項】
①出店日、②店名、③名前（ふりがな）④年齢、⑤出店品目（出店するすべての内容を記載）
、⑥お店紹介文（五
六市出店リストに掲載するお店ＰＲを３０文字以内で記載）
、⑦電話番号、⑧携帯番号、⑨住所（郵便番号から）
、
⑩メールアドレス 、⑪搬入車の有無 (ブース数に関係なく 1 台でお願いします。) 、⑫レンタル物品利用の
有無（机○台・いす○脚）
、⑬ブースの大きさ（1 ブースか、0.5 ブース）
、⑭初出店者はその旨記載、⑮火気使
用の方はその種類（プロパンガス・カセットコンロ・ガスバーナーなど）
、発電機の方は燃料の内容（ガソリン・
軽油など）
、その他留意事項を記載

▲お申込時の注意点▲
・すべての出店者さんに自己責任で出店していただく旨をお約束いただく、
「誓約書」の提出を
要
お願いしております。
（１年間有効 ○毎年更新）
要 毎年更新）
・食品出店者の方は、毎年初めの申込の際に「食品登録」をしていただく必要があります。
（○

食品登録の流れ
①HP 内の「食品登録フォーム」より必要情報を入力してください。
②食品に関する許可証のコピーを上記住所に郵送してください。
※登録受付期間：①・②ともに毎月 1 日〜10 日(必着)

・火気使用(IH 調理器含む)・発電機使用の方は申込みの際に備考欄に必ず詳細を記載してください。
不定期で安全講習会を実施することがありますのでご協力ください。
（※IH 調理器含む／消火器の型は 4 型以上）
また火気使用の方は消火器持参を義務付けます。
ストーブ・炭火の使用は禁止です。
カセットボンベ使用の方は 5～10 月の使用をお控えください。
(プロパンガス・アウトドア用のガスボンベを代用して下さい)

発電機等でガソリンを使用される方は、開催中の給油は決して行わないようお願いいたします。

▲搬入車について▲
・各会場内ではスタッフが誘導します。
・近隣の住宅やマンション等駐車場の無断利用、また付近道路への無断駐車は絶対にしないでください。
五六市は地域の皆さんの協力があって運営できています。
ルールを守っていただかないと開催できなくなります。

・搬入車の有無とは、会場内または会場前に車を停車して搬入出の作業を行うかどうかの項目です。
例 1)近隣の駐車場に駐車し、そこから会場まで台車などで歩いて荷物を運ぶ。→ 搬入車無し
搬入車‘無’ 会場付近の敷地や道路での駐停車は禁止です。公共交通機関をご利用いただくか、
近隣のコインパーキングに車を止めて、台車などで荷物を運んで搬入して下さい。
例 2)会場内に停車して荷物を運んだ後、車は自宅に戻すか付近の駐車場にとめる。→ 搬入車有り
搬入車‘有’ 搬入出に限り、会場に車の乗り入れ可能。必ず指定された時間内に搬入作業を終えて下さい。
停車時間は最小限となるよう、荷物の積み下ろしだけにして、
テント設営などは車を移動させてから行って下さい。
搬入車両には通知に同封する‘搬入許可証’を車内の運転席近く、外から見えるように掲示。
‘搬入許可証’は会場に到着する前に掲示すること。
許可証の掲示がない車は駐停車出来ません。搬出時も同様です。
五六市専用駐車場はございません。搬入後は近隣のコインパーキングをご利用ください。
搬入車は 1 店舗につき 1 台のみです。

【レンタル品について】
（つり銭の出ないようご準備下さい）
・出店参加費・レンタル料は開催日当日、受付にて徴収いたします。
出店参加費…4,000 円/1 ブース
2,000 円/0.5 ブース

レンタル利用料金…長机 700 円(180×60cm)

折畳み机 500 円(120×60cm)

パイプいす 150 円

注 上記レンタル物品はお申込時にご予約ください。申込締切後のレンタル物品数変更・キャンセルはできません。
○

・レンタル物品は当日規定の場所に取りにいっていただきます。
（※詳細は五六市のブログでご確認ください。
）
・基本的にテントやパラソルはご自身でお持ち頂くことになりますが、例外もございます。
★⑬ビオルネ前会場(1 ブース搬入車なしの方に限る)はテントをこちらでご準備するブースがあります。
(設営・撤去もスタッフが行います)
出店料・机いすのレンタル料に加えテントレンタル料として 500 円が必要になります。
希望される方はお申込みの際、
「会場の希望項目」で「13 会場(ビオルネ前)」を選択して下さい。
※必ずビオルネ前になるとは限りません。
★0.5 ブースパラソルの貸出
本部に数本パラソルをご準備しております。
予約は出来ませんが、当日余りがあれば 1 本 700 円でレンタル致します。(お 1 人様 1 本まで)
※雨天時は無料で貸出。(数に限りがあります。)

【食品出店について】
・毎年最初に出店される際に食品登録が必要です。
（毎年更新必要）
各地元保健所が発行する食品衛生法による許可証又は食品衛生責任者資格をお持ちの方に限ります。
出店品目により必要な許可証のコピーを食品出店登録の際に提出して下さい。
食品登録については別紙(食品要項)をご確認下さい。
・食品は個別に包装し、原材料・製造年月日・消費期限又は賞味期限・製造者氏名・住所・電話番号を
必ず明記すること。野菜・果物など個別包装しない食品は産地等を見やすい場所に掲示の上、
製造又は販売者氏名・住所・電話番号（携帯可）を記載した紙などを用意し販売時にお渡し下さい。
・現場で食品の下処理はできません。
・必ず個包装・封をした上で会場へ持参下さい。(野菜・果物・茶葉・珈琲豆を除く)
食品衛生上、会場での個包装はおやめ下さい。
・食品製造の際にはアルコール消毒を常備する他、衛生手袋を使用し、常に清潔な手指で作業し、
食品被害の無いように気をつけてください。

・取扱い禁止食品【別紙食品要項もご覧下さい】
さしみ寿司・サラダなど提供直前に加熱を伴わないもの、生クリーム、カスタードクリーム、
アイスクリーム類、卵製品（キッシュ・プリン・ゆで卵・煮卵など）
、チーズケーキ、
ゼリー、ムース、牛乳、アルコール、食肉、魚介類、米飯（但し飲食店営業許可（仕出し）を持つ業者が
製造し、個包装・原材料表示がされた弁当は可）
、ぜんざい等
※その他主催者が不適当と判断したものや、食品登録時の出店内容に記載していないものは出品できません。
・移動販売車での出店をご希望の場合は、出店内容、実際の営業寸法等をご連絡の上、個別にご相談下さい。

【出店時の注意点】
・出店のお申込みは 18 歳以上の方とさせていただきます。(高校生の方は出店不可)
・出店物は手作り品・こだわり品を基本にしたものに限ります。
（家庭不用品、ﾒｰｶｰ在庫品等不可）
・
「五六市」の運営上そぐわない出品は、主催者判断で次回から出店をお断りすることがあります。
・机、いす、テント等は各自でご持参下さい。テントは 2m×2m までのものをご使用ください。
出店品の陳列は決められたブース内に収まるようにしてください。
・0.5 ブースはテント使用不可です。
・ひさし使用不可。
・共同出店は可能ですが、ブース内に納まる人数でご出店ください。
・道路沿いの敷地が出店ブースになる場合は、商品を見る来場者が道路にでてしまわないように、
なるべく後ろ(道路と逆側)にさがってください。
・申し込みの際に、記入事項は全てご記入下さい。記入漏れがあると出店できません。
・ショップカードを作成し販売時に配布してください。(物販・食品に関わらず全出店者が準備をすること)
カードには出店名・責任者名・商品についての問合せ先（電話番号・メールアドレス）を記載。
・五六市開催直前の出店キャンセルは、次回申込み時の抽選・選考の際に影響します。(雨天時を除く)
・会場内は飲酒・喫煙ともに禁止です。
・会場周辺は住宅街です。準備は 8 時以降で決められた時間内に、静かに行って下さい。
・出店配置は毎回五六市で決定しています。場所の希望はお伺いできませんのでご了承願います。
・一部会場内は動物の立ち入りをご遠慮いただいております。ご理解ご了承のほど願います。
・警報発令などの災害時の場合は、各会場のエリアリーダーの指示に従ってください。
・当日企業 PR にあたる行為は禁止します。

【出店について】
・当日受付は朝 10：00 までに出店通知と出店参加費をお持ちの上本部(または臨時受付)にお越し下さい。
・当日キャンセルの連絡は 7:30 までに必ずお願いいたします。
・出店ﾌﾞｰｽには当日お渡しする店名看板を所定の位置（看板裏面に記載）に掲出してください。
・各会場ではスタッフが誘導します。スタッフの指示に必ず従って下さい。
運営に支障をきたす行為があれば即刻退出していただく場合があります。
・会場は住宅街です。搬入は指定の時間内に静かに行って下さい。完全退出は 17 時です。
・指定された搬入時間内に来られなかった場合は、出店できない事があります。ご注意下さい。
どうしても交通事情などで遅れが出る場合は本部(080-1440-5611)までご連絡ください。
・ブース外での接客や呼び込み、チラシの配布等を行うことは禁止しています。
・販売の際に出るごみは各店で回収し、撤収時には周辺の清掃を行い、ごみはすべてお持ち帰り下さい。
・会場及び会場付近での車の駐停車は禁止しています。
ただし、出店申込みの際に搬入車‘有’とした場合のみ通行許可証を発行し、搬入出時のみ
停車可としています。搬入時間等については出店通知で指示します。
また、10～16 時まで会場内で交通規制を実施しておりますのでご協力ください。
・当選ブログ公開以降の出店キャンセルは、いかなる場合もキャンセル料として１ブース 2,000 円、
0.5 ブース 1,000 円、またレンタル料金（椅子 150 円／長机 700 円／折畳み机 500 円／(ビオルネ前)テ
ント 500 円）をお支払い願います。キャンセル料については開催後にメールにてご連絡致します。
（当選
の際は翌月五六市の受付時。落選または申込されない場合は振込でお願い致します。
）
・原則雨天決行です。
雨天開催でキャンセルされる場合もキャンセル料及びレンタル料金を後日お支払い頂きます。
※当日午前 6:00 の段階で枚方市に大雨・洪水・暴風・暴風雪・大雪のいずれかの警報が出ている場合は
中止』とさせていただきます。五六市ブログ（http://gorokuichi.jugem.jp）でも中止、開催の旨掲載
致しますのでご確認ください。 (こちらからの連絡はなし)
なお、主催者側が中止と判断した場合は出店参加費・レンタル料ともに頂きません。
・雨天時及び主催者の諸事情により会場やブース番号が変更となる場合もあります。
エリアリーダーの指示に従ってください。
・各自でウエイトやひもで固定するなど、必ず風対策をお願いします。
・どのような事情でも,一度出店されてからの出店参加費の返金はできませんので、ご了承下さい。
・五六市では原則、終了時間前の途中退出はできません。
※ただし雨天時はこの限りではありませんが、途中退出される場合は本部に必ずご連絡下さい。
・主催者が会場内で撮影する写真などは、くらわんか五六市が発行する印刷物や広報活動などに
使用させていただく場合がありますので予めご了承下さい。
・夏季は暑くなりますので、熱中症など各自で自己管理・対策をお願いいたします。
・すべての商品は各出店者の責任で管理してください。五六市では一切責任を負いかねます。

【その他】
・五六市では、実施するイベントの商品として、
「お買い物券」を発行することがあります。出店舗や
地元のお店に還元できるような仕組みとなっております。(期限・値段はその都度変わります。)
①使用方法
＊使用期限はお買い物券に記載してあります。期限が切れている券は使用できません。
＊つり銭はでません。
↓サンプル
＊１回の買い物でお買い物券を複数枚使用していただくことができます。
＊五六市印の無いものは無効です。コピーしたものは使用不可です。
②換金方法
＊五六市本部(当日のみ)、もしくは呼人堂、塩熊商店にて現金と交換いたします。

ご来場いただくお客さま、出店者および地域の皆様とともに安心して楽しめる市の開催にご協力をお願いします。
◎その他詳しくは五六市ホームーページおよびブログをご覧下さい。

主催者：一般社団法人枚方宿くらわんか五六市
℡ ０８０－１４４０－５６１１
Mail：info@gorokuichi.net
ＨＰ：http://www.gorokuichi.net

