
平成２６年８月吉日

各　　位

加賀温泉郷フェス実行委員会

記

●募集期間

第三次募集

●申　込　先

●添付資料
　出店風景の写真を一枚添付してください。選定の参考にさせて頂きます。　

●模擬店決定のお知らせ
　応募者多数の場合は、抽選にて決定させていただきます。

平成26年8月1 1日～8月31日（日）

〒922-0243　石川県加賀市山代温泉北部3丁目70番地
山代温泉観光協会内「加賀温泉郷フェス」実行委員会事務局
　　　TEL 0761-77-1144（代）　FAX 0761-77-2109

　盛夏の候、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

　本年度、『加賀温泉郷フェス』は 9 月 21 日（日）、片山津温泉柴山潟湖畔公園にて開催することにな

りました。

　この『加賀温泉郷フェス』は、有名ミュージシャンのライブをメインに、加賀温泉郷の食文化、伝統工芸、

物産等の様々な業種が連携し、加賀温泉郷の魅力を一同に集め体感できるイベントとなります。

出店を希望される方は、別紙出店要項をお確かめの上、別紙の申込用紙に必要事項をご記入いただき、

申込締切日までに郵送もしくはFAXにてお申し込みいただきますようお願い申し上げます。

必　着



飲食・物販ブース第三次募集
A エリア（コンサートエリア）

加賀温泉郷フェス  模擬店　出店申込書
●加賀温泉郷フェス実行委員会の決定事項に同意し、下記のとおり申込いたします。

出店名

住　所

担当責任者

担当連絡先

販売品目：

携帯

TEL

FAX

フリガナ

〒 ー

-（　　　）
印

駐車許可証  必要枚数： スタッフ PASS   必要枚数：枚 枚

●追加備品希望の方はご希望の数量を記入して下さい。（テントの種別については別紙会場図を参照して下さい）

出店テント（追加分）

人員入場券（追加分）

駐車料金（追加分）

コンセント（追加分）

テーブル（追加分）

パイプイス（追加分）

テーブルクロス（追加分）

専用シンク（１槽式）

２間×２間（3.6m×3.6m）

コンサートチケットにて充当

3台目以降必要

100V-15Aまで　１口

D600×W1800

上記テーブル用

給排水工事含む

50,000

6,000

1,000

3,000

1,500

350

500

25,000

項　目 仕　様 数量 単価
（単位：円　　消費税含む）

合計金額

※出店説明会時に請求書を発行致します。（それ以降の追加に関しては当日徴収いたします。）
※その他の備品に関して別途ご相談下さい。

〒922-0243　石川県加賀市山代温泉北部3丁目70番地
山代温泉観光協会内「加賀温泉郷フェス」実行委員会事務局
TEL 0761-77-1144（代）　FAX 0761-77-2109

基本付属備品セット：１日間　5万円
パイプテント（間口3.6×奥行き3.6m）1張、テーブル（600×1800）3台
パイプ椅子×2脚、駐車証2台、スタッフPASS 3名

8 月 31 日（日）必着

※ドリンク販売不可

3 台目からは別途駐車料金（1,000 円）必要です。下記追加
備品欄に、追加分の数量もご記入下さい。

４人目からは１名あたり別途 6,000 円必要です。下記追加備
品欄に、追加分の数量もご記入下さい。



物販ブース第三次募集
B エリア（エントランスエリア）

加賀温泉郷フェス  模擬店　出店申込書
●加賀温泉郷フェス実行委員会の決定事項に同意し、下記のとおり申込いたします。

出店名

住　所

担当責任者

担当連絡先

販売品目：

携帯

TEL

FAX

フリガナ

〒 ー

-（　　　）
印

●追加備品希望の方はご希望の数量を記入して下さい。（テントの種別については別紙会場図を参照して下さい）

クイックテント（追加分）

人員入場券（追加分）

駐車料金（追加分）

コンセント（追加分）

テーブル（追加分）

パイプイス（追加分）

テーブルクロス（追加分）

2m×2m（3.6m×2.7m）

コンサートチケットにて充当

2台目以降必要

100V-15Aまで　１口

D600×W1800

上記テーブル用

10,000

6,000

1,000

3,000

1,500

350

500

項　目 仕　様 数量 単価
（単位：円　　消費税含む）

合計金額

※出店説明会時に請求書を発行致します。（それ以降の追加に関しては当日徴収いたします。）
※その他の備品に関して別途ご相談下さい。

基本付属備品セット：1日間　1,５万円
場所貸しのみ（2m×2m）
駐車証１台、スタッフPASS 2名

8 月 31 日（日）必着
〒922-0243　石川県加賀市山代温泉北部3丁目70番地
山代温泉観光協会内「加賀温泉郷フェス」実行委員会事務局
TEL 0761-77-1144（代）　FAX 0761-77-2109

スタッフ PASS   必要枚数：枚 枚
3台目からは別途駐車料金（1,000 円）必要です。下記追加
備品欄に、追加分の数量もご記入下さい。

３人目からは１名あたり別途 6,000 円必要です。下記追加備
品欄に、追加分の数量もご記入下さい。

駐車許可証  必要枚数：



A・Bエリア共通

出店風景写真　添付用紙

貼付けして下さい

※頂いた写真は選考時の参考資料としてのみ使用いたします。

※写真の返却は致しません。

飲食・物販ブース第三次募集



加賀温泉郷フェス実行委員会

加賀温泉郷フェス  模擬店　出店要項

１、開催日時

平成 25年 9月 21 日（日）

　10:00～（開演）～18:00（終演予定）

２、開催場所

柴山潟湖畔公園　特設会場（石川県加賀市潮津町イ 106）

３、出店料

※原則として営業時間は上記のとおりですので、他出店者の営業に迷惑にならないように
　ご協力とご理解をお願い致します。

①Aエリア ( コンサートエリア )　　50,000 円（税込）
パイプテント（間口3.6m×奥行き3.6m）1張、テーブル（600×1800）3台、
パイプ椅子×2脚、駐車証2台、スタッフPASS 3名

②Bエリア（エントランスエリア）　　　　　15,000 円（税込）
区画貸し（間口2m×奥行き2m）、駐車証１台、スタッフPASS 2名



４、ブース仕様

◆基本付属備品
　・テーブル（D600×W1800）×３台
　・パイプイス×２脚

※基本付属備品には電源は含まれておりません。電源が必要な方は申込書にてコンセントを申込下さい。
　（申込１口あたり　100V-15A まで／合計消費電力 1500Wまで）
※合計消費電力が 1500Wを超える場合は２口以上申し込み下さい。
※給排水設備については１カ所設置いたしますので共同でご利用下さい。（専用でシンクが必要な方は
　別途オプション備品にてお申し込み下さい。

2,
00
0

3,600 3,600

3,600

●ブーステントイメージ（上記は 2ブースです）

１ブース

１ブース

A エリア＝間口 3.6m×奥行 3.6m

◆基本付属備品
　区画のみ

Bエリア＝間口 2m×奥行 2m

※基本付属備品には電源は含まれておりません。電源を必要な方は申込書にてコンセントを申込下さい。
　（申込１口あたり　100V-15A まで／合計消費電力 1500Wまで）
※合計消費電力が 1500Wを超える場合は２口以上申し込み下さい。

2,000

2,000



①　飲料の販売はオフィシャルドリンクのみと致しますのでご遠慮下さい。

②　出店料を指定期日内にお支払い頂けない場合、キャンセルと致します。（本説明会にて確認）

③　指定テント（申込ブース）のみでの出店と致します。（テント外での販売は不可）

④　自社のゴミは必ず持ち帰るようお願いします。

⑤　飲食販売をされる出店者は最寄りの保健所で臨時営業許可証の交付を受けて下さい。

⑥　火気使用に際しての消防への届出は委員会で行います。

⑦　駐車許可証・搬入許可証、スタッフ PASS は申請確認後、後日郵送にて送付いたします。

⑧　出店場所の配置決定は出店内容を考慮し主催者側で決定いたします。

⑨　出店者側の都合による出店料入金後のキャンセルは返金いたしかねます。ご了承下さい。

⑩　給排水設備については１カ所設置いたしますので共同でご利用下さい。（専用でシンクが必要
　　な方は別途オプション備品にてお申し込み下さい。

⑪　搬入出についての注意事項は「搬入出について」を確認して下さい。

⑫　コンサート上演中の販売に際して、演出の妨げになるような行為はお控え下さい。　

⑬　火気等（電熱器等も含む）を扱う店は必ず消化器（点検済み）を用意して下さい。

⑭　コンロ等の器具を使用する場合は下部を防火ボードなどで防火対策をお願い致します。

⑮　床面の汚れ、破損等に対する現状復帰については主催者では責任を負いかねますので
　　充分ご配慮をお願い致します。

⑯　場内は禁煙です。喫煙をされる際は指定喫煙所にてお願い致します。

⑰　24時間通電はございません。

５、注意事項

６、搬入出について

■搬入

■搬出

※１　出店ブース（有料エリア）へは車両の乗り入れができません。
　　　台車等を利用し搬入ルートから手作業にて搬出して下さい。

※２　搬出時間はコンサートの状況により変更する恐れがあります。スタッフの指示を
　　　待ってから搬出作業を行って下さい。　
※３　19:30 以降は電源が供給されませんのでご注意下さい。

※４　コンサート開催中は搬出作業ができませんのでご了承下さい。

【注意事項】
　・駐車の際は同封の「駐車許可証」を車のフロントガラス内側の見やすい位置に掲示して下さい。
　・会場内の事故に関しては主催者側は一切の責任は負いませんのでご了承下さい。
　・開催日（ 21 日）１０時以降の駐車車両の会場外への出入りはできません。

20 日（準備日）13:00～17:00
21 日（開催日）7:00～9:00　※全日時間厳守

①会場へは車両の乗り入れができません。
　台車等を利用し搬入ルートから手作業にてお願いします。
②荷物を降ろした車両は速やかに指定駐車場へ移動ください。

21日（開催日）　19:00～22:00　※時間厳守


