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2019 岡崎城下家康公 

秋まつり・商工フェア 

ブース出展者募集要項 

 
 

 

 

 

令和元年 11 月２日(土)・３日(日) 

１０：００～１６：００ 

岡崎公園多目的広場 

 

申込締切日 令和元年７月２５日（木） 

＜問い合わせ・申し込み先＞ 

  申し込み：令和元年７月２５日（木）必着 

  E-mail shoko@city.okazaki.lg.jp 

  ※様式はホームページからダウンロード、または上記メールへ請求ください 

（市ホームページ http://www.city.okazaki.lg.jp/300/301/p015333.html） 

商工フェア実行委員会事務局（岡崎市経済振興部商工労政課内） 

  〒444-8601 岡崎市十王町二丁目９番地 

  TEL(0564)23-6212  FAX(0564)23-6213 
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2019 岡崎城下家康公秋まつり・商工フェア  

ブース出展者募集要項 

 

１ 趣旨   

岡崎市が掲げる「観光産業都市 岡崎」推進のため、商工フェアは市内の

商工業者・飲食店等が、広く来場者に岡崎の物産や技術を紹介し、岡崎の物

産の購買や体験を通して、理解を深めていただくことにより、本市の産業

及び地域の活性化を図るものです。 

市制施行 103 年目となる今年は、これまで以上に会場全体の魅力向上と

さらなる充実をめざし、出展者を募集します。 

  ※しっかりと内容を御確認のうえ、申込書の提出をお願いします。 

 

２ 主催 

商工フェア実行委員会 

（株式会社エフエム岡崎、岡崎市青年経営者団体連絡協議会、一般社団法 

人岡崎青年会議所シニアクラブ、岡崎市） 

 

３ 会場 

岡崎公園多目的広場（商工フェア会場） 

  〒４４４－００５２ 岡崎市康生町５６１－１ 

 

４ 開催日 

令和元年 11 月２日（土）・３日（日） 10:00～16:00 少雨決行 

 

５ 出展内容 

各種物産等の展示・即売及び企業ＰＲ並びにそれらを利用したイベント

です。２日間、岡崎らしさをＰＲしてください（ただし、主催者が認めた場

合はこの限りではありません）。 
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６ 出展資格 

（１） 事業所の所在地が岡崎市内、または代表者が岡崎市在住であること。 

（登記簿または住民票等の提出を求める場合があります。） 

※市外のかたは出展できません（主催者が認めた行政ブース等は除く）。 

（２）商工フェアの趣旨を理解し、出展に意欲のある者であること。 

（３）申込者または事業所が直接出展し、第三者等に貸し出しをしないこと。 

（４）暴力団又はその他暴力的集団の構成員でないこと。 

（５）公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉

を脅かすおそれのある団体に属するものでないこと。 

（６）出展者説明会（９～10 月頃開催予定）に代表者または担当者が出席でき

ること。 

（７）岡崎の物産（農産品等）の使用（飲食の場合はメニュー提供）、おかざき

をＰＲする展示または体験が１品以上あること。 

 

７ 募集区画 

・岡崎公園多目的広場内の特設ブース 

・出 展 料：別表のとおりです（一般・観光協会会員価格）。 

     ※社会情勢、他のイベント等の影響で変動する場合があります。 

   ・出展希望者が多数の場合は抽選で決定しますが、観光協会会員（申込

時）を優先します。 

 

＜① 飲食ブース（テントによる販売、車両による販売）＞ 

   ・出展内容：主に来場者が会場内で飲食できる商品を販売、または調理行

為を伴い、食品営業許可（露天営業、自動車による営業）等を

必要とする飲食物を販売するブースです。岡崎の産品を使用

したものが１品以上必要です。 

※調理行為をする場合は、出展者・出展企業が食品営業許可並びにそ

の他必要な免許等を持っていること（コピーを提出いただきます）。

出展者と名義が異なる場合は原則出展を認めません。また、過去３

年間に食品衛生法に基づく行政処分等を受けていないこと。 
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＜② 物販ブース＞ 

   ・出展内容：会場内で飲食できる商品を除く、物販がメインのブースで

す。岡崎の産品の販売が１品以上必要です。 

＜③ 体験ブース＞ 

   ・出展内容：主に来場者がその場で工作などの体験をすることができる

ブースです。「岡崎らしさ」「岡崎をイメージできるもの」を体

験に取り入れてください。 

        ※販売がメインになる場合は物販ブースを選択してください。 

＜④ 事業ＰＲブース＞ 

   ・出展内容：販売を伴わない、企業・団体をＰＲするブースです。岡崎市

や自社製品（岡崎産）のものなど、岡崎に関するＰＲを積極的

におこなっていただきます。 

        ※販売がメインになる場合は物販ブースを選択してください。 

 

８ 出展申込 

（１）ホームページにある出展申込書（様式１）、備品申込書（様式２）、備品配

置図（様式３）ブース看板名（様式４）「わくわく抽選会・ステージクイ

ズ」協賛景品申込書（様式５）に必要事項記入のうえ提出してください。 

※令和元年７月 25 日（木）必着（原則メールで） 

（２）ステージクイズに協賛いただいたかたは、ステージ出展者クイズ申込書

（様式６）に必要事項記入のうえ提出してください。 

※令和元年７月 25 日（木）必着（原則メールで） 

（３）出展者希望者が多数の場合は抽選で決定しますが、観光協会会員（申込

時）を優先します。（結果は後日通知）。 

（４）出展料については、指定日までに指定口座に一括で振り込んでください

（振込手数料出展者負担）。期日までに支払わなかった場合は、出展の意

思がなくなったものとみなします。必ず納入通知書に記載されている期

日までに入金して下さい。 

   ※荒天等でイベントが中止となった場合でも返金はいたしかねます。 

    各自保険加入等で対応をお願いします。 



 5 

（５）決定後、出展者の都合で出展取り消し、又は、出展ブース数の変更はでき

ません。 

 

９ 出展位置 

会場設営及び安全かつ円滑な運営を考慮し、あらかじめ主催者よりブー

ス位置を決めさせていただきます。ご了承のうえ、出展してください。配置

が決定しましたら、後日通知します。 

 

10 小間のテント等 

（１）２間（3.6ｍ）×３間（5.4ｍ）のテント１張の単位を１ブースとし、最小

で 0.5 ブース、最大で２ブースまで申込できます。 

※テントは設置状況により変更となる場合あり 

（２）小間のテント、小間台、テーブル、パイプ椅子は、原則として主催者が準

備をし、出展者に貸し出しをします（有料）。 

※テント以外物品（机・いす等）は持参可 

（３）小間（テント等）の設営・撤去はすべて主催者が委託する業者が行います。 

 

11 飲食物の販売、提供 

（１）有料・無料を問わず飲食物の提供を行う出展については、品目ごとに食品

営業許可が必要となりますので、必ず岡崎市保健所（生活衛生課 ℡23-

6068）で許可を受けてください（すでに取得されている場合及び許可を不

要とする品目は除く）。詳しくは保健所へお問い合わせください。 

（２）届出のないものにつきましては、販売・出展を中止していただく場合もあ

りますのでご注意ください。 

（３）当日はブース内に出展者・出展企業が受けた食品営業許可証（事前にコピ

ーを提出いただいたものの原本）を掲示し、保健所職員が確認できるよう

にしてください。 

（４）火気を使用する場合は、１テントに１個以上業務用消火器が必要となり

ます。またコンロは不燃の台を使う等の処置が必要ですので、詳しくは消

防本部（予防課 ℡21-9859）へお問合せください。 
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12 電気の使用 

（１）出展者の発電機の持ち込みは禁止しています。電気の使用をする場合は、

必ず備品申込書（様式２）により申込んでください。また、備品申込書に

は電源（コンセント）の位置を明確に記載してください。 

（２）設備の関係上、夜間の電源（コンセント）の使用ができない場合がありま

す。そのような場合、食品等の保管ができませんので、ご注意ください。 

（３）電源（コンセント）については、使用する機器の都合上により不具合が生

じた場合、当日になっての対応ができない場合がありますので、開催前日

（11 月１日）の 13:00～16:00 に、事前に使用する機器の可否の確認をし

ていただく予定です。 

（４）ブースの位置によっては 100Ｖを下回る場合もありますのでご了承くださ

い。 

 

13 ごみの始末 

（１）来場者が出すごみ以外は、処理いたしかねます。イベント内で出たごみ

（可燃物、不燃物、ゆで汁・残汁、調理に使用した油等）は全て持ち帰り、

適正な処理を行ってください。 

（２）ごみステーション等に出展者から排出されているのを発見次第、持ち帰

りをお願いします（悪質な場合は今後の出展・営業をお断りする場合があ

ります）。 

（３）飲食物等を販売する場合は、来場者用のごみ箱を、ブース内のわかりやす

い場所へ設置してください。 

※来場者が出したごみに限り、ごみステーションへの排出を認めます。 

 

14 その他 

（１）出展者は自店ブース内及び周辺の清掃について責任を持って行ってくだ

さい。 

（２）盗難、破損、出展物に対する顧客からのクレーム等のトラブルは主催者側

では責任を負いませんので、出展者の責任でお願いします。 
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（３）テント上部や前面等、隣接するブースへはみ出さない展示は可とします

が、内容を誇大した表示や、ブース前通路への展示は行わないでください

（主催者が認めた場合を除く）。また、ブースの転売、又貸し等はしない

でください。違反事実が確認した時点で出展許可を取り消す場合があり

ます。 

（４）出展場所は屋外となります。雨天時の対策は各出展者の方でお願いしま

す。主催者側では来場者用の雨天対策のみとなりますのでご了承くださ

い。 

（５）荒天及び自然災害、その他の原因により開催を中止することがあります。

このような事態に至った場合は、主催者はこれによって生じる出展者等

関係者の損害については補償いたしません（出展料等の返金はいたしか

ねます）。 

（６）当日は抽選会の開催並びにステージイベントでのクイズを行いますので、

可能な範囲で結構ですので抽選会景品およびクイズ景品をご提供くださ

い。 

（７）行列の整理等は各出展者でおこなって下さい。来場者の通行の妨げや他

の出展者の迷惑にならないよう、整理に必要な人員・備品等を用意してく

ださい。 

（８）出展者は、搬入搬出方法・食品衛生上の注意事項等、主催者が別途行う指

示を厳守していただきます。 

（９）当日は会場で使える独自の通貨（チケット）を活用する予定があります。 

（10）その他、要項等に記載のないことについては、実行委員会で協議し決定し

ます。 
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別表 

＜出展料＞ 

名  称 備 品 内 容 
価格 

上：観光協会会員 

下：一般 

セットＡ 
（テント 0.5 張） 

テント ２間×３間 0.5 張 

テント横幕 紐付（４間） ４間 

会議用テーブルＢ １台 

折畳み椅子（屋外用） ２脚 

18,000 円 

24,000 円 

セットＢ 
（テント 1.0 張） 

テント ２間×３間 １張 

テント横幕 紐付（５間） ５間 

会議用テーブルＢ １台 

折畳み椅子（屋外用） ２脚 

28,500 円 

38,000 円 

セットＣ 
（テント 2.0 張） 

テント ２間×３間 ２張 

テント横幕 紐付（１０間） １０間 

会議用テーブルＢ ２台 

折畳み椅子（屋外用） ４脚 

57,000 円 

76,000 円 

車両出展 
スペース（２間×３間） １枠 

※車両で販売をする場合はこちら 
12,000 円 

15,000 円 

展示スペース 
スペース（２間×３間） １枠 

※テント前・横を展示スペースにする場合 
3,000 円 

3,000 円 

コンセント 15 １００Ｖ １５Ａ （２口） 
5,200 円 

5,200 円 

コンセント 50 １００Ｖ ５０Ａ （２口） 
13,000 円 

13,000 円 

＜追加備品＞ 

備 品 規 格 価 格 

小間台 750×1800 上部ビニールクロス付 1,900 円 

小間台 750×1800 上部ビニールクロス無 1,100 円 

会議用テーブルＡ 450×1800 ビニールクロス付 1,900 円 

会議用テーブルＢ 450×1800 ビニールクロス無 1,100 円 

折畳み椅子 屋外用  350 円 

パネル 900×1800 4,400 円 

テント横幕２間 紐付２間 1,600 円 

テント横幕５間 紐付５間 3,800 円 

 


