in マイアミ浜オートキャンプ場

出店者募集要項

わんちゃんとオーナーが一緒に楽しめる「手づくり」に特化したマーケットです。出店ご希望の方は、この募集要項の内容をご理解いただいた上、お申込ください。

【実施概要】 ※共通事項
■会
場
■開催時間
■搬入時間
■入 場 料
■駐車料金
■主
催
■事 務 局

マイアミ浜オートキャンプ場 中庭部分（滋賀県野洲市吉川 3326 番地 1）
１０：００ - １６：００ 予定
８：００ - ９：４５（時間厳守）
無料
マイアミ浜オートキャンプ場駐車場 ¥1,000（1 日 /1 台）
わんわんマルシェ実行委員会
日本フリーマーケット協会

【申込から当日までの手順】 ※共通事項
⑴

⑵

出店規約／募集要項の確認

日本フリーマーケット協会の出店規約と、本募集要項を必ずご確認ください

▼

選考メールを送信 ※初回申込の前に

下に記載の【選考に関して】をご確認のうえ、選考メールを送信してください。

※すでに選考がお済みの方は必要ありません。
ただし、会員登録情報（住所など）や取扱商品等に変更がある場合はご連絡ください。

⑶

▼

申込手続き

ホームページに記載の受付開始日より、申込手続きを行ってください。

※受付は先着順となります。

⑷

⑹

▼

出店料の支払い

申込手続き完了後、期日までに出店料をお支払いください。

▼

送信された出店許可証を持って当日お越し下さい。
開催日の約 1 週間前に出店許可証を送付いたします。

【選考に関して】 ※共通事項
初回申込いただく前に、販売内容について主催者で選考をさせていただきますので、
以下必要事項をメールにて送信ください。
□送 信 先：japanfreemarket@gmail.com
□タイトル：わんわんマルシェ
□本
文：出店者名／屋号／住所／連絡先電話番号／販売内容の詳細／販売商品がわかる
Blog やホームページの URL または商品の写真を添付。

※選考結果は後日メールにてご案内させていただきます。
※選考前に申込手続きをされた場合は無効となります。
※選考により出店をお断りさせていただく場合がございます。
なお、選考基準に関する問合せにはお答えいたしません。
※必要な許可や申請、届出については選考の時点で手続きを済ませておいてください。
※受付開始日直前や以降に選考メールをお送りいただいても申込に間に合わない場合があります。
※開催当日に販売内容が異なっていた場合や変更があった場合、出店を中止していただきます。

【申込方法】
受付開始日以降、以下の方法により申込手続きを行ってください。
【電話申込の場合：０６６５７８３３３３ 平日 10:30〜13:00/14:00〜17:00】
【インターネット：http://www.freemarket-go.com にアクセス】
※受付は先着順で行いますので、定数に達した時点で終了となります。
※申込後、期日までに出店料のお支払いが確認できない場合はキャンセル扱いといたします。

【協同出店に関して】 ※共通事項
ブースをシェアしての共同出店は可能です。（1 ブースに対して複数でも可）
ただし、共同出店者様についても販売内容の事前選考と、当日ご本人様の参加が必要です。
※委託商品の販売は許可いたしませんので、必ず共同出店される方の参加が条件となります。
※申込完了後、申込者と共同出店者双方からすみやかにお申し出ください。

【キャンセルについて】 ※共通事項
①出店料入金後のキャンセルはできません。お越しにならない場合は欠席扱いとなります。
②期日までに出店料のお支払いが確認できない場合はキャンセル扱いといたします。

【中止について】 ※共通事項
このイベントは雨天決行です。
ただし、荒天等により続行不可能と判断した場合は開催中止とさせていただく場合があります。
中止か開催の判断は原則として当日会場において主催者が行います。
なお、開催成立時間を 12 時としますので、この時間以降に終了した場合は開催成立とします。
開催不成立の場合の対応につきましては、後日ご案内させていただきます。

【わんわんマルシェにおける手づくりの定義】

出店者間の平等性を保つため、わんわんマルシェにおける「手づくり品」については
以下の通り定義いたします。

《デザインから制作までを出店者自身が一環して行っているもの》
■オリジナルデザインであっても、以下の内容はわんわんマルシェにおいては手づくり品
とはみなしません。
▷ 制作を外部発注しているもの。
▷ 工場で生産されたもの。（自社工場も含む）
▷ 機械などにより、同一の物を一度に制作が可能なもの。
▷ 既製品を単純加工したもの。
※製品（作品）の仕上げを出店者様自身が行ったかどうか、が手づくり品かどうかの基準
であると考えますので、素材等に関しては外注品や既製品であっても問題ありません。
■商品のすべてまたは大半が上記のものである場合は、企業／メーカー出店としてお申込
ください。
■一部の商品を外注や工場生産している場合等については、事前に申告していただければ
販売を許可いたしますが、別途オプション料金（1 ブースにつき ¥4,000）を請求させて
いただきます。（共同出店の方も含む）
■オプション料金の申告については、申込後にお電話にてご連絡ください。
お支払い方法については、銀行振込となります。
■事前の申告が無く、後日に「手づくり品」ではないと判明した場合は、別途オプション
料金の請求書を送付させていただきますので、お支払いください。
また今後の参加をお断りする場合もございます。
■最終的な判断は主催者が行いますので、不明確な場合は事前にお問合せください。

【飲食物の販売について】 ※共通事項

■ペット用
・ペット用の手づくり飲食物販売を行う方は、ペットフード安全法に基づき、行政への届出
と帳簿の備付けを行ってください。また食品表示ラベルを添付してください。
・含有成分や効果効能等を表記して販売した場合、内容によっては動物用医薬品等に該当する
恐れがありますので、あらかじめご自身でご確認ください。
また誤認されるようなパッケージ等の表記や販売方法はご遠慮ください。
■人用
販売できる食品は、管轄保健所で営業許可を受けた施設（調理場）で調理加工し、包装
（密封）して製品にし、食品表示【ラベルに名称（品名）・原材料名・原料原産地名
・内容量・期限表示・保存方法及び製造者氏名所在地を記載】されたものに限ります。
なお、保険衛生上不可なもの、お弁当（仕出し）・ごはん類・サンドイッチ・惣菜パン等
腐りやすいもの、生クリーム等の生ものは販売できません。
※会場での調理はできません。
※主催者および関係当局が不適切と判断したものについては出店をお断りします。
※食品の販売については、出店者様の責任において行ってください。
※営業許可証等のコピーをご持参のうえ、開催中はブース内にて提示してください。

【手作り石鹸等の外用品について】 ※共通事項

・ペット用としての販売のみ可能です。
・動物用医薬品や医療品の販売は一切できません。
・人にも使用できるような内容での販売や営業（ネットや通信販売への誘導も）／効果や効能、
またそれを暗示するような表示／ " 人にも優しい " 等の文句／は、一切禁止です。
・製造責任者氏名 / 原材料 / 内容量 / 保存方法等が記載されたラベルを貼付してください。

【体験／情報等の出店について】 ※共通事項

・実施内容によっては動物取扱業などの証明書が必要な場合があります。
ご確認の上、必要な場合は証明書を持参してください。
・ペットに直接触れるような実施内容において事故等が発生した場合、出店者様の責任に
おいて対応してください。

【ペット同伴でお越しの方へ】 ※共通事項

・搬入出時など自身で管理ができない場合は車内やゲージに入れるなどし、会場内
に放置しないようにしてください。
・会場内や周辺で排泄された場合、責任をもって処理してください。
・マーキングをしないようマナーバンドやマナーパンツを着用させてください。
・リードは必ず着用してください。（ロングリードや伸縮リードは禁止です）
・来場者様やキャンプ場利用者様に迷惑とならないよう、ご配慮をお願いします。
特に吠えが続くなどトラブルへの発展が懸念される場合、退場をお願いする場合があります。
・ペット同士のトラブルに関して、主催者及び関係各所は一切の責任を負いません。
・多くのご来場者様が愛犬連れでお越しになります。
お互いのわんちゃんにストレスがかからないよう、愛犬への配慮をお願いします。

【一般マルシェ出店者 募集内容】

■参加資格／条件
①ペットに関連したものの展示および販売。
②出店品目はすべて出店者自身がデザインおよび制作した「オリジナルの手づくり品」
であること。
③当日は制作した本人が販売すること。
※メインの販売品目がペットに関連したものであれば、一部それ以外（人が使用するもの）
の販売を許可する場合もあります。

■出店区分／ブースサイズ／出店料
・クルマ出店
間口 2.5m 奥行 8m
¥12,000（税込み／ 2 日間／ 1 ブース）
※出店場所によっては、ブースサイズの間口と奥行が若干異なる場合がございます。
※1 日単位で申込の場合、出店料は 1 日あたり ¥7,000 となります。
■搬入について
1 ブースにつき 1 台まで会場内にクルマを乗入れ、ブース内に停め置きすることができます。
（搬入後は開催終了までクルマの移動はできません）

【企業メーカー出店募集内容】

手づくり品以外の販売や、自社製品のプロモーションやサービスなどでご出展ご希望
の企業／メーカー様は、こちらの区分でお申込ください。
仕入れ商品、既製品、委託品、工場生産されたものや外注品なども販売が可能ですが、
それ以外は禁止事項において禁止している行為や販売はできませんのでご注意ください。
■ブースサイズ

■出店料

要相談
原則として 1 ブースに対してクルマ 1 台を場内に乗入れ、ブース内に
停め置きが可能です。
販売面積については展開内容により相談させていただきます。
¥30,000（税込み／ 2 日間／ 1 ブース）
※ブースサイズや展開内容により、出店料も要相談となります。

■搬入について
会場内にクルマを乗入れ、開催時間中はブース内に停め置きすることができます。
（搬入後は開催終了までクルマの移動はできません）
※ベースとなる出展スタイルは上記の通りですが、ご希望がございましたら
事前にご相談・お問合せください。

【注意事項】 ※共通事項

・商品のディスプレイにはテーブルを使用する等、必ず高さを出してください。

レジャーシートやブルーシートなどで地面に直置きする販売方法はご遠慮ください。

・テントやテーブル、イスや什器等出店に必要なものはご自身でご用意ください。
備品の貸し出しやレンタルはございません。

・テントの脚を含めて、ブースからはみ出ないようにしてください。

ストックヤードもございませんので、自身のブース以外にものを置かないようにしてください。

・テントや什器、販売商品などが風の影響で倒れたり飛ばされないよう対策をお願いします。
特にテントについては、危険を伴いますので対策がなされていない場合設営を許可しない
ことがございます。

・フードを販売される方は、試食品等をブース外で提供する行為はご遠慮ください。
・出店位置については事前に主催者で決定します。ご要望にはお応えしません。
・会場内および自身のブース内も禁煙です。必ず喫煙所をご利用ください。
・自身のブース内からでたゴミはすべて持ち帰りのうえ処分してください。
・商品や釣り銭、売上金の管理は出店者様自身でお願いします。

・隣接する出店者様やご来場者様に対して、配慮に欠ける行為はご遠慮ください。

【出店における禁止事項】 ※一部共通事項

以下の項目については禁止事項とさせていただきます。

・仕入れ商品、既製品、古着、古物、家庭の不要品、リサイクル品など、手づくり以外
の物の販売

・生地や素材のみの販売。

・法律および関係諸条例等に抵触する物の販売や行為。
・委託商品の販売。

・スタッフや関係者の指示には従っていただきますよう、ご協力をお願いします。

【マイアミ浜オートキャンプ場における注意事項】 ※共通事項
▶宿泊について

連日出店される方のみ、会場となる中庭での宿泊（車中泊）が可能です。

ご希望の方は、申込完了後に日本フリーマーケット協会までご連絡ください。
※連日出店される方で、13 日（土）から 14 日（日）にかけてのみ可能です。

・商用利用不可の生地や素材を使用したものや、キャラクターものの販売。

※自身のブース内での宿泊となります。

・火気や発電機の使用。

※中庭での宿泊料金￥３，０００（税込み /1 ブース）が出店料とは別に必要です。

・行き先や用途が不明な募金活動や集金行為。

※宿泊のルールについては、マイアミ浜オートキャンプ場のルールに準じます。

・生体販売や譲渡。

・安売りセールや、在庫処分 / 訳あり品等のアウトレット方式の販売方法。
・チラシ配布やアンケート回収、個人情報の取得を目的とした行為。
・制作が間に合わないような、過度な受注販売。
・ブースのはみ出しや、ブース以外での販売。
・強引な販売や客引き、呼び込み行為。
・開催中の途中退場および搬出。
・周辺道路への違法駐車

※宿泊可能な人数は 1 ブースにつき上限 3 名までとなります。
料金については当日徴収させていただきます。
※その他不明な点については、日本フリーマーケット協会までお問合せください。
※マイアミ浜オートキャンプ場宿泊施設利用をご希望の方は、以下までお問合せください。
《マイアミ浜オートキャンプ場 問合せ先：077-587-5725》

▶水辺は水泳禁止区域ではありませんが、水泳場ではありません。

監視員や安全標識などもございませんので、事故が発生した場合も施設やイベント主催者
および関係者は一切の責任を負いません。

・開催時間前の販売。

・その他主催者が不適当と判断したものや行為。

※上記禁止事項にあたる販売や行為があった場合は出店を中止していただき、
今後の参加についてもお断りいたします。

その他ご不明な点についてはお問合せください。

