うめきたスペシャル！ 出店募集要項
本開催は主催者ならびに関係各局の許可により、この要項に記載されている規則とルールで円滑な運営を行うよう取り決めていますので、
この書類をよく読んで内容をご理解の上、お申し込み下さい。

【イベント概要】

【申込手順】

ペット関連用品やモチーフ雑貨のハンドクラフトショップが大集合する
「わんわんマルシェ」がウメキタにやってきます！
マナー啓発や愛護活動団体の紹介はもちろん、今回はオープンドッグカフェ
も併設するスペシャル版として4日間連続の開催です。
出店ご希望の方は、この募集要項をご確認のうえお申込ください。

①日本フリーマーケット協会の出店規約と、この募集要項の内容についてご確認/ご理解
ください。

■名
■会
■日

②受付開始日以降に出店申込み手続きを行ってください。（先着順）

※事前に出店内容の確認を行います。詳細は【選考について】を参照ください。
※会員登録がお済みでない場合は、申込前にご登録が必要となります。
※登録済みの方も、出店許可証は郵送のため、郵便番号やご住所、特にマンションなどの部屋
番号まで登録があるかご確認ください。

称
場
程

■時 間
■入場料
■交 通
■主 催

わんわんマルシェ うめきたスペシャル！
うめきた2期区域内 サザンパーク（大阪市北区大深町）
2018年 1月 25日（木）～28日（日） 4日間
※雨天決行（荒天時中止）
11:00～17:00（予定）
無料
各線「梅田駅」またはJR「大阪駅」から、徒歩約5分
わんわんマルシェ実行委員会

※受付開始日や方法は出店区分により異なりますので、各区分の申込方法でご確認ください。

③期日までに出店料の入金完了をもって申込手続きは完了となります。
※決済方法により、期限が異なります。
※申込手続きが完了した方には、開催約1週間前に出店許可証を発送いたします。

【選考について】
お申込いただく前に、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
以下選考内容をメールにて送信ください。
□送 信 先：japanfreemarket@gmail.com
□タイトル：わんわんマルシェうめきたスペシャル選考希望
□本
文：出店者名／屋号／住所／連絡先電話番号／販売内容の詳細／出店区分／
販売内容がわかるBlogやホームページのURLまたは商品の写真を添付。

梅田
スカイビル

グラン
フロント
大阪

※過去にわんわんマルシェでの選考がお済みの方は、手続きの必要はございません。
※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回答いたしません。
※出店受付は先着順で行いますので、受付開始日直前や以降に選考メールをお送り
いただいた場合は、申込できないこともございます。
※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。

【出店区分①

スタンダード】

【出店区分②

ビッグサイズ】

ペット用品やモチーフ雑貨の「手作り品」「オリジナル作品」の展示販売
ブースの募集枠です。
デザインおよび制作とも販売者本人が行う、個人出店の方はこの区分で申込
してください。
※メーカーや企業様はこの区分では申込できません。

仕入れ品の販売や自社製品のプロモーションやサービス、関連するメーカー様
や企業様等、手作り品以外の販売をお考えの方。
また、大きくブースを使用したい個人作家の方もこちらの区分でお申込ください。

◇ブースサイズ／間口3m×奥行3m（1ブース）

◇出店料

◇出店料

・平日出店料【25日(木)・26日(金)】 5,000円 ＠1日／1ブース
・土日出店料【27日(土)・28日(日)】 7,000円 ＠1日／1ブース
・4日間連続出店料
21,000円 ＠4日／1ブース

◇ブースサイズ／間口6m×奥行4m
・平日出店料【25日(木)・26日(金)】25,000円 ＠1日／1ブース
・土日出店料【27日(土)・28日(日)】30,000円 ＠1日／1ブース
・4日間連続出店料
90,000円 ＠4日／1ブース

※1日単位で申込可能です。
※1日あたり2ブースまで申込可能です。

※1日単位で申込可能です。

※共同出店はできません。

※1日あたり2ブースまで申込可能です。

※連続した日程で申込された場合、出店場所は同じ場所となります。

※共同出店はできません。
※連続した日程で申込された場合、出店場所は同じ場所となります。

◇出店方法
手荷物出店スタイルの募集です。
ただし、搬入出時のみ車両を場内に乗入れが可能です。
荷物の搬入が済みしだい、車両はすみやかに退場してください。
※出店者専用の駐車スペースはございませんので、周辺の有料駐車場をご利用ください。

※車両の停め置きを希望の場合は、お電話にてご相談ください。（車両展示 等）
※出店者専用の駐車スペースはございませんので、周辺の有料駐車場をご利用ください。

【申込開始日／方法】
◇受付開始日

【禁止事項】
・仕入れ商品、既製品、古着、古物、家庭の不要品、リサイクル品等手づくり
以外の販売。
・手づくり品であっても法律や条例等に抵触するものや、工場で大量生産され
たもの、既製品を単純加工したもの、委託商品の販売。
・商用利用不可の生地や素材を使用したものの販売。
・その他主催者が不適当と判断したものや行為。

【申込開始日／方法】
◇受付開始日

◇出店方法
搬入出時に車両を場内に乗入れが可能です。
荷物の搬入が済みしだい、車両はすみやかに退場してください。

《4日連続出店》
2017年 11月 20日（月）
《1日単位での申込》
2017年 11月 27日（月）

10:30から受付スタート（先着順）
10:30から受付スタート（先着順）

◇申込方法
・電話申込の場合：06-6578-3333まで（平日10:30-13:00/14:00-17:00応対）
・インターネット：http://www.freemarket-go.comにアクセス

《4日連続出店》
2017年 11月 20日（月）
《1日単位での申込》
2017年 11月 27日（月）

10:30から受付スタート（先着順）
10:30から受付スタート（先着順）

◇申込方法
電話申込のみ：06-6578-3333まで（平日10:30-13:00/14:00-17:00応対）
◇出店料のお支払い方法
申込後に請求書を発行いたしますので、期日までにお支払いください。

【募集内容③

愛護活動団体】

【キャンセルについて】

犬の保護活動や福祉活動、補助犬や災害救助犬の育成等を行っている団体様
はこちらの区分でお申込ください。

【共通禁止事項】

◇ブースサイズ／間口3m×奥行3m（1ブース）
◇出店料

5,000円 ＠1日／1ブース

※1日単位で申込可能です。
※1日あたり1ブースまで申込可能です。
※共同出店はできません。
※連続した日程で申込された場合、出店場所は同じ場所となります。

◇出店方法
手荷物出店スタイルの募集です。
ただし、搬入出時のみ車両を場内に乗入れが可能です。
荷物の搬入が済みしだい、車両はすみやかに退場してください。
※出店者専用の駐車スペースはございませんので、周辺の有料駐車場をご利用ください。

【禁止事項】
・譲渡会
・飲食物の販売
・極端に安価な値段での物販
・募金活動については、使用目的や行き先が不明確なものや、団体の活動と関係の
ないものは不可
・個人情報取得を目的とした行為
・その他主催者が不適当と判断したもの

【申込開始日／方法】
◇受付開始日

2017年

11月

27日（月）

申込完了後のキャンセルおよび返金はできません。
また、当日お越しにならなかった場合は欠席扱いとなります。

10:30から受付スタート（先着順）

◇申込方法
電話申込のみ：06-6578-3333まで（平日10:30-13:00/14:00-17:00応対）
※1日あたり5団体までの受付としますので、ご連絡いただいた時点で受付が終了
となっている場合がございます。あらかじめご了承ください。

◇出店料のお支払い方法
申込時にお振込先をお伝えいたしますので、期日までにお支払いください。

・生体販売や譲渡。
・電源や火気の使用。
・全品安売りセール等の販売方法。
・行き先や用途が不明な募金活動や集金行為。
・自身のブース以外の場所でチラシ等を配布する行為。
・アンケート回収や個人情報取得を目的とした行為。
・その他主催者が不適当と判断したものや行為。

【共通注意事項】
・会場となる施設設備を損傷や汚損させないよう、十分ご配慮ください。
万一損傷や汚損した場合、原状回復していただきます。
・当日の天候状況により、非常に強い風が吹く場合がございます。
テントや什器等は転倒等しないように、しっかりと固定させてください。
固定できない場合、設営を許可しない場合がございます。
万一転倒等による損害が発生した場合、責任をもって対応してください。
・会場横の線路にビニール袋などのものが飛ばないようご注意ください。
列車の運行を妨げる要因となった場合、損害賠償責任が発生します。
・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。
・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。
・連日出店の方のみ、ブース内に荷物を置き帰りしていただいて結構です。
ただし、盗難/紛失/破損等の責任は一切負いません。
・開催中の途中退場や搬出はできません。
・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。
・周辺道路への違法駐車はご遠慮ください。
・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。

【ペット用飲食物の販売について】
・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。
※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】
・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。

【中止について】
このイベントは雨天決行です。
ただし荒天や警報発令時、その他災害時には中止とさせていただく場合
がございます。
中止か開催の判断は、原則として開催当日主催者が判断いたします。
万が一開催が中止となった場合、出店料の30%程度を後日ご返金する予定
をしています。
※当日の天候によっては、開催途中に中止とする場合もございますが、この場合は
開催成立とし、出店料の返金はございません。

【搬入車両番号／出店者パスについて】
◇車両番号に関して
場内に車両の乗り入れをされる場合、車両番号と車種の提出が必要と
なりますのでご連絡ください。

※1ブースにつき1台までとさせていただきます。
※12月22日（金）までにjapanfreemarket@gmail.comまでご連絡ください。

◇出店者パスについて
出店者パスの発行枚数は以下の通りです。
・スタンダード、愛護団体でお申込の方
1ブースにつき3枚まで
・ビッグサイズでお申込の方
1ブースにつき5枚まで

【体験／情報ブースについて】
・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】
・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。
・来場者様や周辺住民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。

【レンタル備品について】
テントやテーブル等の備品レンタルを予定しています。
内容や金額については後日ご案内させていただきます。
お問合せは・・・

□会場周辺図
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