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第　回７

主催者の想い (イベントコンセプト )

開催場所／高城石山観音池公園
開催日時／平成 29年 11月 12日 ( 日 )　10：00～ 16：00　※荒天順延日 11月 19日 ( 日 )
出店予定数／ 100 店舗
　　　　　　雑貨 ( ハンドメイド作品含む )、アンティーク､飲食 ( 移動販売含む )､
　　　　　　建築 ( 特にエコやリノベーションに力をいれている会社を優先 )
　　　　　　※九州各県より出店者を集める。
来場予定数／ 25,000 名
同時開催／こども体験イベントなどを予定
フライヤー配布予定部数／ 12,000 部
備考／末永く愛される継続イベントとして定着させる

イベント概要

“可愛いものを見ると happy になったり､おいしいものを食べるとうれしくなったり､
すきな音楽を聴くと自然と癒されていたり･･･。”
イベントをとおして､そうした happy な気持ちになっていただくとともに､ずっと一緒
にいたくなる心地よい “モノ” を見つけていただくことで､これからの日々の暮らしが
ちょっとずつ happy になるように･･･。
そして､今後ますます重要になってくる地球との “共生”。
まずは “身近なエコ” をやってみることで､環境について考え､地球によって生かされて
いることを再確認し､各々ができることをしていくように･･･。
そうした想いに “共感” していただけるショップさん､お客さんに参加していただくことで､
happy の輪 ( つながり ) を広げていきたいと願っています。
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出店について

出店応募条件

※条件に該当するかわからない場合は､主催者までお問い合わせください

①出店内容が「cocokura marche」のコンセプトに合っていること。

②イベントコンセプトを理解し､ともに「cocokura marche」を成功させるために､協力していただけること。

③出店要項などに定めるルールを遵守していただけること。

④実際に営業し､生業としていること。

出店ブースと出店料

＊ブースサイズ②
　( 奥行 )3.6m×( 間口 )5.4m
　　　　　　　のレンタルテント内

＊出店料／ 18,000 円

出店配置

会場全体のバランスを考慮し､主催者が決定いたします。

＊ブースサイズ③
　( 奥行 )3.6m×( 間口 )5.4m
　　　　のレンタルテント内の半分

＊出店料／ 14,000 円

＊移動販売車
＊出店料／ 12,000 円

（ ver.7.02 ）

■出店料に含まれるもの

・レンタルテント代
　( 設営料､撤去料含む )
　※ブースサイズ①､②､③のみ

　・出店小間の使用料
　・パンフレット代
　・フェア全体の運営費

＊ブースサイズ①
　( 奥行 )3.6m×( 間口 )5.4m
                         のレンタルテント＋敷地

＊出店料／ 30,000 円
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※敷地内にテントを張ることも可

※木および階段の位置が場所によって異なります。
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出店について

出店料の値上げについて

（ ver.7.02 ）

初年度となった 2011 年は､約 10,000 人のお客様にご来場いただきました。
そして､第 3回開催時は､ついに念願だった九州全県から出店者を迎えることができ､来場者も初めて 20,000 人を
超えました。

嬉しい反面､駐車場不足から交通渋滞を招き､同じ公園内の温泉等を楽しみに来園される方々や､通行車両等､
多大なるご迷惑をおかけし､時にパトカーが出動する事態もあるなど､我々主催者の課題となっていました。

それでも､そんな状況をみかねた公園管理者のご厚意で､本来芝生への車両乗り入れを禁止しているエリアを
駐車場として解放いただくことで､なんとか開催を中止することなく､ギリギリのラインで運営していました。

しかしながら､今回は公園内の芝生駐車場が使用できないこと､特に開催直後の交通渋滞を鑑み､臨時駐車場
を設け､そこからシャトルバスを運行させるという決断に至りました。

“　Feel　so　happy　!!　” と､みんなが思えるような､原点に立ち返って準備を進めて参りたい思っております。

そこで､シャトルバスの経費等を捻出するために､出店料の値上げを行います。

それでも足りない部分につきましては､主催者側でも収益源の確保に努めていく所存です。

地域に愛されるイベントとして今後も開催させていただくために、是非ともご理解・ご協力を賜ればと存じ
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1.5 枚目



①出店申込受付期間
　⇒出店申込書は郵送でのみ受付けます。
　　（メール等での受付けはいたしませんので、ご注意ください）
　　なお、選考用写真（現物）は郵送でお願いします。

②出店可否のご連絡
　⇒主催者が書面にて行います。
　　同封書類／出店内容チェック表､説明会案内文書等

③説明会出欠＆出店内容チェック表、パンフレット掲載用画像提出、入金期限

④現地説明会
　⇒パンフレット、出店許可証、駐車許可証をお渡しします。

⑤当日は、出店許可証、駐車許可証、保健所等の許可証など、必要なもの
　をご持参ください。

“心から心地よいと思える暮らしを見つ
けよ
う”

※写真は店舗写真と商品等の写真を 2枚以上送ってください
※写真の返却はいたしませんのでご注意ください
※あくまで選考用で使用します。下記③のパンフレット掲載用画像とは異なります
※不明な点は､実行委員会までお気軽にお問い合わせください

※現地説明会に参加できない方には郵送しますが、出来るだけご参加ください

※入金および提出が確認できた時点で出店確定となります
　期限を過ぎた場合は、キャンセル待ちの方を繰り上げいたします

cocokura marche　2017

出店について　2枚目

出店申込の流れ

6月 13日 ( 火 )
～ 7月 14日 ( 金 )

7 月下旬

7月 28日（金）

9月 10日（日）

11月 12日 ( 日 )
※順延日 11月 19日 ( 日 )

お申し込み・お問合せ先

「cocokura marche」実行委員会

〒885-0016

宮崎県都城市早水町 20-2　西水流　宛

Tel・Fax ／ 050-1282-4383（電話のみ対応時間／ 10時～ 18時）　

E-mail ／ info@cocokura-marche.com

公式ホームページ／ http://cocokura-marche.com/

公式ブログ／ http://cocokura.miyachan.cc/

（ ver.7.02 ）

写真も出店選考の要素となりますの
で、7月 14日までに写真（現物）を
お送りいただくようお願いします。

絶対に守って
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出店要項

出品商品について

①動物・危険物・コピー商品・その他社会通念上販売が許されない物は出品禁止です。

②安全や品質の保証ができないもの､主催者側が不適当と判断した場合は､当日でもその商品の販売を中止
　していただきます。

ディスプレイについて

（ ver.7.02 ）

イベント全体の調和を図るため､以下のことにご留意ください。

①ショップ名がわかる看板や POPを､ブース内に必ず設置してください。

②ブルーシートの使用はご遠慮いただき､会場のイメージに合うシートをご利用ください。
　（イベント開始後の雨天時､商品を覆うために利用する場合のみ使用可とします。）

③コンセプトイメージに合った自店のユニフォーム､旗などは使用可です。

④社名入りの風船､はっぴ､ブース外でのビラ配りや呼び込みなどの行為は禁止しています。

⑤イベントの雰囲気を損なうような【SALE】【値引き】とわかるような POPの掲示・表示はご遠慮ください。

⑥盗難や破損が発生した場合､主催者側は一切補償などを行いませんので十分留意してください。

⑦オープンマーケットのため､小雨・風対策にもご注意ください。

⑧搬出時は暗くなりますので､お手元の照明用に懐中電灯などをご用意いただくと安全です。

※不明な点や判断が難しい場合は､お問い合わせください

飲食物販売について

①飲食物販売については保健所への申請・許可が必要となりますので､各自管轄保健所に相談・申請してい
　ただき､決まり事を厳守してご参加ください。

②食中毒などが発生した場合､主催者側は責任を一切負いませんので管理を徹底してください。

③容器・包装入り商品については食品衛生法による食品表示を行ってください。

④プロパンガスやカセットコンロをご使用の際は､安全・管理に十分ご注意ください。万が一事故が発生し
　た場合､主催者は責任を一切負いません。

⑤テイクアウト商品・食器などはできる限り環境にやさしいものをご使用ください。

エコ特典について

当イベントでは “身近なエコをやってみる” という趣旨の元､出店者にも身近なエコに協力していただきた
いと考えています。「マイはし・マイフォーク・マイスプーン・マイボトル・マイバッグ」などをお客様が
持参し使用していただくことで､各ブースで何かしらのエコ特典をつけていただければと考えています。

※エコの取り組みに出来る限り賛同していただきたいと考えておりますが､強制ではありません。

※エコ特典の内容例については､エコ特典説明文サンプル ( 別紙 ) をご覧ください
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出店要項 2枚目

搬入・搬出について

①搬入時､車両のブース接近は 6時からとし､ブースからの退出は 8時までとします。必ず時間厳守でお願
　いします。

②駐車許可証のある車のみ出店者専用駐車場に駐車できます。なお､搬入用の駐車許可証は発行していません。
　（1ブースにつき 1台のみ無料。2台目以降は有料､1台につき 1,000 円。駐車許可証の申請が必要です。）

③駐車許可証の申請をせずに駐車している車を発見した場合､次回からの参加を見合わせていただきます。

④搬出は 16時半からです。なお車両は 16時半までブースに寄せることができません。台車などで対応し
　てください。

⑤会場内では車の通行､運転には十分ご注意ください。人身事故､物損事故､盗難などについて主催者は一切
　責任を負いません。

⑥リアカーや台車の貸し出しはございませんので､各自でご用意ください。

⑦前日搬入は前日の 17時以降から可能です。ただし､人身事故､物損事故､盗難などについて主催者は一切
　責任を負いません。

（ ver.7.02 ）

天候について

①雨天の場合は開催しますが､荒天の場合､1週間後の 11月 19日 ( 日 ) へ順延となります。

②天候の判断によるお知らせは､前々日の 15:00 に､公式ホームページおよび公式ブログにて行います。

③順延日も中止の場合および入金後のキャンセルについては出店料の返金はできません。
　（印刷物等費用発生のため）

ゴミについて

当フェアでは “来たときよりも美しく！ feel so happy ！！” を趣旨のひとつとしています。各ブースでの
ゴミ箱設置にご協力いただくとともに､自分のブースだけでなく会場全体の清掃をお願いします。

その他について

①各ブーススタッフは全員必ず出店許可証 ( ネームプレート ) を着用してください。出店許可証は主催者側
　が申請にもとづき用意しますが､当日､出店許可証をお忘れの場合､再発行手数料として 100 円いただきます。
　なお､エコの観点から次年度以降も再利用しますので､イベント終了後 16時半までにイベント本部に必ず
　ご返却ください。

②長机､パイプイスをレンタルされたお店は､ご自身で本部にて受取・返却をお願いします。

③お客様および他のお店に迷惑がかからないように､各ブースで行列などへの対処をお願いします。

④会場内に本部を設置し､専従スタッフが迷子､落し物などの対応にあたります。

これからも末永く愛されるイベントになるように､いっしょにイベントをつくっていく仲間としてご協力
よろしくお願いします。

※詳細なタイムスケジュールについては､説明会もしくは郵送にてお送りします

※ゴミ袋は各自ご用意ください

※返却忘れにより後日郵送で送っていただいた出店者が複数ありました。ご注意ください
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エコ特典説明文サンプル

サンプル①
マイバッグご持参でお買い上げのお客様､先着 50名様にささやかなプレゼント。

サンプル②
マイバッグご持参で「包装も買物袋もいりません」でお会計 5％off。

サンプル③
マイバッグご持参で 3,000 円以上お買い上げの方にプチプレゼント ( 先着 30名 )

サンプル④
ドリンクメニュー購入時､マイカップ ( ボトル ) ご利用で増量サービス。

サンプル⑤
ドリンクメニュー購入時､マイカップ ( ボトル ) ご利用で 50円引き。

サンプル⑥
フード購入時､マイはし・マイスプーンご利用で全品 20円引き。

サンプル⑦
保冷バックご持参の方 30円引き。

“cocokura marche” をとおして､私たちができることをちょっとずつ。 

≪エコ特典を用意していただくブース様へ≫

エコ特典についての店頭表示およびお客様への声かけをお願いします。
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cocokura marche　2017　出店申込書

ブースサイズ等

5.4m×3.6m

単価 数量 小計

30,000 円

5.4m×3.6mの半分

移動販売車

18,000 円

14,000 円

12,000 円

駐車場 1,000 円
(　1 台目は無料。2台目以降 1台につき 1,000 円 ) ( 数量 1の場合は 0円。2の場合は 1,000 円 )( 無料分 1台の場合､数量 1と記入 )

11.4m×13m

長机 （D45cm×W180cm×H70cm）

パイプイス

800 円

200 円

出店名（ショップ名）

フリガナ

住所
〒 県 市

携帯電話： Fax：

ホームページ or ブログページアドレス：

出店内容説明文（60 字以内　※文字数厳守！！）

エコ特典説明文（50 字以内　※文字数厳守！！）

E　-　mail：

■申込締切は 7月 14 日 ( 金 ) 必着■　⇒　7 月 15 日選考開始　　　　　　　　　□郵送でお申込ください□

※当申込書提出にあたり､申込者 ( 代表者 ) は出店要項に同意したものとみなします。
※記載漏れがある場合は､応募対象から外れる場合がありますのでお気をつけください。
※ご不明な点は､実行委員会（050-1282-4383　緑田　対応時間／ 10 時～ 18 時）へお問い合わせください。
※記載された個人情報は､当イベントの円滑な実施のために使用します。
※合同出店の場合､申し込み時までの申請のみ受付けます。出店名は､代表店舗名もしくは､コラボ名のみ記載になります。
　合同出店する全店舗分の店名をお知らせください。

≪郵送先≫　〒885-0016
都城市早水町 20-2 　　西水流宛

代表者名

固定電話：

販売形態 (該当するものに　　)　　　　□　店舗　　　□　自宅ショップ　　　□移動販売車

主となる商品：

※チラシの校正でデータを送信するため携帯アドレス不可

事業歴：（　　　　）年以上

電気使用 (該当するものに　　)　　　　□　使用する　　　□　使用しない

Shop コンセプト：

※パンフレットにのります。HP､ブログでも紹介

※出店可否連絡や出店許可証など､各種資料の郵送先として使用

※移動販売車への電気供給はしておりません

印


