
～地域の魅力、再発見！～

出店者大募集！

募集期間 2月1日(火)　～３月３１日(木)

https://www.kyushu-geibun.jp/main/6048.html

出店品目 食品全般
開催日 ６月5日(日) 9:00～15:00※雨天開催

※右写真参照

※税込

※ただし、伝統工芸品などの雑貨はOK

開催場所 九州芸文館芝生広場
出店料

お問合せ

1,000円 (1ブース)

九州芸文館
〒833-0015   福岡県筑後市大字津島１１３１

筑後広域公園
芸術文化交流施設

TEL:0942-52-6435 / MAIL:event@kyushu-geibun.jp

主催：ちくご JR 芸術の郷事業団

イベント
　　　サイト

出店申込は
こちらから！

中を開いて、詳細をチェック！

出店会場
は

こちら！

自分の車がお店になる!初開
催



《スケジュール》
２月１日 (火 )～３月３１日 (木 ) ：募集期間
４月１日 (金 )～４月１５日 (金 )  ：審査
４月１５日 (金 )　　　　　　　   ：出店者に審査結果の通知・出店料振込と許可証提示の案内 (メール )
４月３０日 (土 )　　　　　　　   ：出店料の振り込み期限、出店者正式決定
５月１日 (日 )～５月３１日 (火 ) ：H P 上で出品者の紹介を発信・出店者へ搬入経路等当日の説明・出店場所配置図の配布 (メール )
６月４日 (土 )　　　　　　　　   ：会場設営（ゲート・休憩スペース用のテーブル椅子セット）
６月５日 (日 )　　　　　　　　   ：イベント当日
                                                     ７：００～  ９：００　 車両搬入・出店者受付
                                                     ９：００～　　　　　  イベント開始
                                                  １０：００～１０：３０　開会セレモニー
                                                  １５：００～１７：３０　イベント終了・車両撤収・設営解体
                                                  ※イベント中に出店者紹介イベント、投票イベントなどを開催
6月 6日（月）　　　　　　　　   ：撤収予備日

《事業目的》
　地産地消や地域文化の継承の重要性が問われている昨今、それに反して出店者が自ら店頭に立ち消費者と顔を合わせて買い物を楽しむ
という機会は減りつつあります。さらに、ここ数年は、コロナ禍の影響により旅行や外出が難しくなり自分の生活圏内から出ないことが
増えてきました。そこで、「九州芸文館マルシェ」は、出店者と消費者をはじめ、「地域」のコミュニケーションの場を形成するとともに、
改めて地域の産業に目を向けて魅力を再発見する機会となる事業を目指します。

《事業内容》
　九州芸文館敷地内において、軽トラックまたは軽ワゴンなどに商品を陳列し、販売を行っていただきます。販売商品は、基本的に「食」
に関するものをメインとしますが、地域の工芸品や雑貨などは可とします。（オリジナルアクセサリーや似顔絵などの出店は不可）

《事業概要》
会　期： ２０２２年６月５日（日）（※６月４日 (土 ) 会場設営・6月 6日 ( 月 ) 撤収予備日）
時　間：９：００～１５：００（搬入：７：００～９：００）
場　所：九州芸文館芝生広場付近
出店料：1,000円 (１ブース /税込 )
入場料：無料
出店形態：出店者の自家用車を芝生広場周りの舗道に並べ、出店者は自家用車をそのままブースに見立てて使用します。
募集台数：約３０台程度

【①H Pの応募フォームから申し込むパターン】
１．紹介用写真…２～３枚
２．食品衛生許可証・臨時営業許可証 (提示可能な方のみ )
※出店希望者は、H Pの応募フォームに必要事項を記載した上で、
別途上記必要書類を event@kyushu-geibun.jp( 担当 : 坂井 )宛に
メールで提出してください。

【②郵送で申し込むパターン（例外）】
１．申込書（H Pからダウンロードするか、チラシに添付しているものを使用する）
２．誓約書（H Pからダウンロードするか、チラシに添付しているものを使用する）
３．紹介写真…２～３枚
４．食品衛生許可証・臨時営業許可証 (提示可能な方のみ )
※１～４を九州芸文館宛にご郵送ください。

●郵送での宛先▶〒833-0015 福岡県筑後市大字津島1131 九州芸文館「九州芸文館マルシェ」係
●九州芸文館マルシェ申し込みに関するお問い合わせ▶TEL：0942-52-6435　MAIL：event@kyushu-geibun.jp( 担当 : 坂井 )

九州芸文館マルシェのイベントサイト (URL：https://www.kyushu-geibun.jp/main/6048.html ) の、応募フォームページにて必要
事項を記載し、必要書類を添付してお申し込みください。審査終了後、ご応募いただいたメールアドレス宛に審査結果通知をお送り致します。
※インターネット環境での応募が困難な場合 ( パソコンやスマホ、メールが使えない等の場合 ) は、例外として、「申込書」（応募チラシ
に記載 または 九州芸文館ホームページよりダウンロードできます）に必要事項を記載の上、申し込み締切日までに九州芸文館宛にご郵
送ください。審査終了後、審査結果通知を郵送いたします。

必要な添付書類

【食品衛生許可証・臨時営業許可証について】
審査結果通知にてご出店が決定された方で、食品衛生許可証・臨時営業許可証の提出がお済みでない方は、取得後メールで提出してくだ
さい。(※メール提出が不可能の場合はご郵送ください ) イベント開催２週間前までにご連絡いただけない場合、出店を取り消させていた
だく場合があります。

応 募 要 項

応 募 方 法



【出店料・ブースについて】
・出店料：1,000円 (１ブース／税込 )
  審査結果通知にてご出店が決定された方は、期日までに主催者が指定した口座へ出店料のお振り込みをお願いします。
  なお、一度お振込された出店料はキャンセルが発生した場合もご返金いたしません。(※主催者側のやむを得ない理由による中止の場合を除く )  
  振込手数料は、ご出店者さま側でご負担ください。

【出店に関する注意】　※重要※
・食品加工品や調理品の販売は食品衛生許可証が必要です。
・食品を提供される出店希望者は、イベント当日までに臨時営業許可証を取得してください。
・出店場所で発生したゴミは各自持ち帰りをお願い致します。また、飲食関連の出店者におかれましては、予めゴミ袋（箱）などを備える等、
　自店商品の使い捨て食器等の回収にご配慮願います。
・火気の取り扱いについての事故の責任は主催者側では負いません。万が一のために各自消火器の準備をしてください。
・電気・水道の設備は提供できませんので必要に応じて持ち込んでください。
・出店場所は当日スタッフの指示に従って駐車してください。
・イベント開催時間中は車両の移動はできませんのでご了承ください。イベント終了後、スタッフの指示に従って搬出作業・車両の移動を
  お願い致します。
・出店車両とは別に、運搬などの目的で応援車両として関係者用駐車場に１台のみすることができますが、出店車両同様にイベント開催時
  間中は車両の移動はできません。
・会場内での事故などの責任は、主催者側では負いかねますのでご遠慮ください。
・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等をお伝えし、改善をお願いする場合もあります。

・出店ブースの大きさ：３m×6.5m( 予定 )
・出店方法：車両をブースに見立てて使用していただきます。
  車種は問いませんが、テーブルなど商品のレイアウトに必要なものは持参していただきます。主催者側では、備品の用意は致しません。
  ブース配置：主催者側で決定し、出店審査結果通知の際にお知らせします。
　　　　　　　※出店ブース内にお客様の飲食スペースを設けず、主催者側で設置したスペースに誘導するようにしてください。

私は、九州芸文館マルシェの出店に際し、次の事項を厳守することを誓約します。

１　申込内容の記載に虚偽はなく、また、他人に出店許可の名義を貸しません。
２　暴力団とはいかなる関係も持ちません。
３　暴力団との関係を調査するために、私の情報を提供しても構いません。
４　暴力団員にみかじめ料、ショバ代等の名目を問わず、一切金品を提供しません。
５　暴力団員及びその関係者などを、一切従業員として雇いません。
６　出店に際し、粗暴、卑猥な言動等、来場者に迷惑をかける行為はいたしません。
７　半裸体、入れ墨をのぞかせる等、粗暴な服装、態度をとりません。
８　主催者等関係者の指示には積極的に従い、運営に全面的に協力します。

なお、上記誓約に違反した場合は、直ちに出店許可を取り消され、それによって生じた損害については自己責任となること
も異存ありません。

誓約書

【新型コロナウイルス対策について】　※重要※
・イベント参加時は、マスクの着用をお願いします。
・イベント参加当日は事前に出店スタッフの検温をお願いします。当日発熱がある場合 (37.5 度以上 ) イベントに参加することはできません。
・店舗には、アルコール消毒液の設置をお願い致します。また、お客さまに対して、感染症防止のための手指消毒や人同士の十分な間隔の
　確保などのご協力のお願いをしていただくようお願いいたします。

【緊急時の対応について】
・雨天時も開催いたします (※天候に対する対策は各自でご準備いただきます ) が、開催困難な天候と判断した場合は中止する場合があります。
・新型コロナウイルスの状況を考慮し、場合によってはイベント自体を中止する可能性がございます。予めご了承ください。
・上記のやむを得ない理由によるイベント中止については、主催者側から出店者様へ出店料の返金を行います。

　令和　　年　　月　　日
　（出店者）
　  誓約者　　　　　　　　　　　　　　　　　　           

   ちくご J R 芸術の郷事業団　殿



ふりがな

出店ブース名★

ふりがな

代表者氏名

3 生年月日 西暦 年 月 日

4 年齢 歳

5 郵便番号

6 住所

7 電話番号(携帯電話でも可)

8 メールアドレス

9 出品品目★

10
出品品目の特徴やこだわり★
※ホームーページやチラシに掲載する
紹介文となります(100文字以内）

11 食品衛生許可証の取得

12 臨時営業許可証の取得

13 業種

14 火気の使用

15 電気(発電機)の使用

ナンバー

車種

17
応援車両の有無

※搬入車両とは別に１台、運搬目的で、
関係者駐車場に停めることができます。
(イベント開催中は移動はできません)

18
商品紹介写真や出店イメージ
写真の添付について ★

2

九州芸文館マルシェ　お申込書
★印は九州芸文館のホームページ・チラシなどに出店者紹介として公開されます。

1

あり　・　なし ありの場合：消火器の準備
（左のボックスにチェックを入れてください）

〒（　　　　　　　 - 　　     　　　      ）　　

あり　・　なし　・　不要

既に取得済み・出店決定通知後に取得予定・不要
※食品を提供される場合は、
　営業許可証の取得が必要です。

一般(個人)・商工業者(会社・商店)・農業者・漁業者・その他（　　　　　　）

販売する商品や店舗の様子が分かる写真2～3枚を応募の際にご提出ください
(※写真は横向きのもので、なるべく画質の良いものをお願いします)

（左のボックスにチェックを入れてください）

あり　・　なし

16 搬入車両について

軽自動車・軽トラック・軽ワンボックス・普通車・移動販売車

メーカー・色
（例：スズキ　キャリー　白）

出店形態
（例：軽トラックの荷台で販売／軽自動車で搬入しテーブルを持参 等）

あり　・　なし  ナンバー

19 確認事項

出店要項を確認し、承諾したことに同意した
（左のボックスにチェックを入れてください）

食品衛生許可証・臨時営業許可証について理解した
主催者側に提示し、イベント当日は持参し店舗に掲示することができる
新型コロナウイルス対策について店舗として以下のことに取り組める

①マスクの着用②スタッフの検温③アルコール消毒液設置
④お客様への感染防止協力の呼びかけ (手指消毒・人同士の距離の確保)


