水の祭典 in MIE

飲食ブース出店要項-①
水の祭典 in MIE 2019
2019.9.15
（日）8:00～18:30
（予定）
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三重交通G スポーツの杜 鈴鹿

みんなでつくる水の祭典 in MIEを目指して

前年より来場者数が増える中
（2018年度開催競技参加人数872名・来場者約1,300名）
、来場者の方々にもっと喜んでいただける空間を目指していくために、
「飲
食ブース」
のさらなるレベル向上を図っていきたいと考えております。総合的に質の高い店舗様にご出店いただき、お客様の満足度を上げ
「飲食ブース」
エリアの

レベル向上を図ると共に、出店者様の売上増に貢献できればと考えております。それに伴い、出店者様・選出審査及び開催当日の店舗チェックを
「飲食ブース選考
委員」
がチェックいたします。
あらかじめご了承ください。

事前審査の基準といたしまして、出店規約を厳守できる店舗、販売品目、販売価格、商品に対するアピールポイントなど審査基準に設けます。また、当日チェックの

基準といたしまして、味、ボリューム、販売価格、販売品目、人柄、衛生面、ブース装飾のバランスなどをチェック基準に設けます。このチェック評価は次年度以降の
出店審査の参考とさせていただきます。
出店者様の自慢の料理、
ドリンク、想いを来場者の方々に自信をもって、提供・販売してください。
我々、飲食ブース選考委員も本気で選考・チェックいたします。どうぞよろしくお願いします。

飲食出店の皆様への注意事項
※出店申込書も含め全部で4部構成となります。必ず全ての項目を熟読ください。
●出店の可否は主催者で決定いたします
出店応募の結果は、
「飲食ブース選考委員」
による選考の結果、8月2日
（金）
に鈴鹿市水泳協会よりメールにてご連絡いたします。

●ビール・発泡酒・またそれに属するビール類・カクテル(ノンアルコールを含む）
の販売は出来ません
大会運営安全確保の為、
アルコール類の販売は禁止させていただきます。
イベント継続の為、
ご了承ください。ノンアルコールであっても販売は禁止させて頂きます。
※ビール・発泡酒・第三のビール等、
ビール、
カクテルとみなされるものが対象となります。

●販売価格の基準の設定
※ビン・缶類での提供は厳禁です。販売スタッフ等のビン・缶類の持ち歩き等も厳禁です。
発覚した場合には即刻閉店とさせていただきます。予めご了承ください。
※仕様カップはドリンクメーカーの印刷が無いものとする。※発見した場合は即時使用禁止とします。
◎ペットボトル...150円以上
◎カップ・ソフトドリンク
（カップ提供必須）
..........150円以上

●販売品目詳細
（販売価格含む）
を必ず事前に提出してください
出店者選考の判断材料の一つとして参考にさせていただきます。個性豊かな内容をお待ちしております。
また、当日飲食ブース調査員が店舗巡回チェックいたします。出店者は事前提出書類に準じて販売を行なってください。
販売品目及び販売価格が提出書類から逸脱した場合は、即時販売停止、及び次回出店に影響等が生じますので、予めご了承ください。
美味しい飲食ブースをご提供いただき、ルールをしっかり守り、モラルのある販売店様を求めています。
※チェック基準・内容は飲食ブース選考委員で決定・実施いたします。
（販売価格、販売品目のバランスなど）
例）
：＜フード＞
◎こだわり海鮮ミックスピザ.....600円 本場!!マルゲリータピザ.....600円
◎粗挽きフランクフルト.....500円 フィッシュアンドチップス.....500円
＜ドリンク・ソフトドリンク＞
◎烏龍茶
（ペットボトル）
.....150円 コーラ....150円
（カップ）

●鈴鹿市で使用できる
【食品営業許可証】の提示が義務となります
このお申込書と一緒に、鈴鹿市で使用できる食品営業許可証のコピーを必ず提出してください。
また、
イベント当日も許可証を持参・提示ください。許可証が無い場合は出店をお断りいたします。あらかじめご了承ください。
※注意：店舗で取得している許可証は無効です。必ず鈴鹿市・野外で使用できる許可証を取得してください。

詳しくは鈴鹿市保健所

保健衛生室までお訪ねください。☎059-382-8671

飲食出店要項－②に続く
お問合せ

水の祭典 in MIE 実行委員会（鈴鹿市水泳協会 飲食ブース担当：野崎）
TEL:059-378-5750 FAX:059-378-6076
鈴鹿市水泳協会 HP:http://www.swim-suzuka.com/
お問合せメール :info@swim-suzuka.com

鈴鹿市水泳協会
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飲食ブース出店要項-②
水の祭典 in MIE 2019
2019.9.15
（日）8:00～18:30
（予定）
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三重交通G スポーツの杜 鈴鹿

飲食出店の皆様への注意事項
◎通常飲食店営業を行っている方。飲食営業許可を保有する方のみ出店可能。
◎出品メニューはドリンクも含めすべて、申込用紙のメニュー記入欄に金額と併せて記入ください。記載以外の品目の
提供は禁止。
◎衛生管理に努め、保健所への申請等は出店者が行うこと。応募店のみの出店とし、許可証の又貸しは厳禁。
◎不正行為等が行われ、問題が発生した場合、主催者は一切の責任を負えませんのでご了承ください。
◎三重県暴力団排除条例により、暴力団と関わりのある方及びスタッフの応募・出店は出来ません。
◎出店料は振込期間内に、事前振込にてお願いします。ご出店が確定次第こちらよりご案内します。
◎エリア内の出店位置は主催者側が決定し、意義申し立ては一切受け付けしません。

◎17：00以降、本部にて必ず売上報告をお願いします。完売につき切り上げる場合は即時、売上報告お願いします。
◎ビール・発泡酒・またそれに属するビール類・カクテル
（ノンアルコールを含む）
の販売は、大会運営の安全確保のため
販売は厳禁です。また500mlペットボトル飲料の価格ガイドラインとして150円以上の販売価格設定を厳守くださ
い。ペットボトル飲料以外のカップ・ソフトドリンク類も150円以上で販売してください。
◎瓶
（びん）
・缶
（かん）
等、危険物となりうる容器で、お客様への提供は禁止します。必ず紙コップ等の容器、
またはリユー
スコップなどに移して提供いただくよう徹底してください。また、販売スタッフ・店舗関係者のビン・缶等の禁止物での
直接の飲食を厳禁と致します。規則違反が発覚した場合、即刻販売停止とさせていただきます。
◎ゴミの持ち帰りの徹底をお願いします。会場内のゴミ箱へは絶対に捨てないでください。また、各店先にゴミ箱を設
置し、お客様が出した分の回収も可能な限りお願いします。
◎食べ残しや排水については、必ず指定の場所でお願します。
トイレや溝などへの排水は厳禁です。
◎机、
テント、
イス、発電機、照明機器など必要備品は各自でご用意下さい。特に消防法により消火器は必須です。
◎雨天の場合などの対策は各店でご対応お願いします。また、会場は風が強く吹く場合がありますので、
テントなどが飛
ばされないよう各店ご対応お願いします。
◎搬入・搬出の際は係員の指示に従い、指定された場所へ速やかに駐車をお願いします。
◎決められた時間での搬入・搬出の徹底をお願いします。
◎時間やルールが守れない出店者様は次回よりご出店を遠慮させて頂きます。
◎当日止むない理由で、出店が出来ない場合は下記の連絡先までご連絡ください。
※開催日前2週間以内のキャンセルにつきましては出店料の返金は致しかねます。
あらかじめご了承ください。

※参加要項①－②を厳守可能な出店者様のみご出店のお申込みをしてください。
あきらかに違反していると思われる出店者は即時販売停止又は、次回からの出店をお断りさせていただきます。
参加者みんなできちんとルールを守り、水の祭典 in MIEをより良くして行きましょう!

飲食ブース出店概要・エリアＭＡＰに続く
お問合せ

水の祭典 in MIE 実行委員会（鈴鹿市水泳協会 飲食ブース担当：野崎）
TEL:059-378-5750 FAX:059-378-6076
鈴鹿市水泳協会 HP:http://www.swim-suzuka.com/
お問合せメール :info@swim-suzuka.com

鈴鹿市水泳協会

水の祭典 in MIE

飲食ブース出店概要・エリアMAP
水の祭典 in MIE 飲食ブース 出店概要
■開 催 日 時：2019年9月15日
（月）
8：00～18：30
（予定）
■開 催 場 所：三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 水泳場

■募集ブース：水泳場会場入口
（西エリア）
×8ブース
■募 集 期 間：2019年6月1日
（土）
～7月29日
（月）
■出 店 可 否：出店応募の結果は、8月2日
（金）
に事務局よりメールにてご連絡させていただきます。

■出 店 条 件：選考基準を満たし、飲食ブース出店要項①-②
（別紙1・2項目）
の内容を厳守できる出店者様
■出 店 料 ：水泳場会場入口
（西エリア）
×8ブース
※通常出店【6枠】6,000円/1ブース
【出店スペース3600mm×2700mm】
※拡張出店【1枠】10,000円/2ブース並び【出店スペース7200mm×2700mm】

移動販売車の大きいサイズの出店料について、
1台で規格より大きくはみでる車輌店舗は8,000円／1台 ※詳しくはお問い合わせください。
※注意※通常出店・拡張出店者共に必ず1つの屋号での出店です。
又貸し、2つ以上の屋号表記での営業は禁止致します。
※搬入車両の駐車には1台につき、2,000円が別途必要になります。

■入 金 方 法：入金期間2019年8月2日
（金）
～8月9日
（金）

振込先

百五銀行 磯山出張所
普通口座 227068
口座名義 ミズノサイテンジッコウイインカイダイヒョウシモノコウスケ

■注 意 事 項：・入金期間中に必ずお振込みください。期日までに入金がない場合はキャンセルとなります。
・必ず8月2日
（金）
に出店確認が出来てからお振込みください。
・以上の期間内厳守で、上記指定の口座にお名前
（代表者本名）
を入れた上でお振込みください。
・お申込者と異なる名義で振込まれる場合は、その旨をメールにてご連絡ください。
・入金額は必ず 出店料+駐車場代
（申込用紙に記入した台数分）
をお振込みください。

飲食ブース出店エリアＭＡＰ
※飲食ブース出店レイアウトが多少変更する事がございます。あらかじめご了承ください。

飲食ブースエリア

鈴鹿市水泳協会
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水の祭典 in MIE

飲食ブース出店申込書
私は水の祭典 in MIE に出店するにあたり、主催者側の趣旨・趣意及び注意事項を十分に理解し、それを厳守することに

ご確認要項

□

同意します。

□

□ 通常出店枠希望
【出店スペース3600×2700mm】

希望出店エリア

同意しません。

□ 拡張出店枠希望
【出店スペース7200×2700mm】

店名
代表者名
住所
TEL/FAX

〒

TEL

FAX

携帯電話
E-mail

※必ず確認・連絡がとれるＰＣメールをご記入ください。携帯メールは不可。

＠

ホームページURL http://
搬入車両数

台

出店方法
出店スペース

□

※出店の方は車両1台に付き2,000円の駐車料金がかかります。
※出店料と併せて、台数分追加した金額を指定の振込先にご入金ください。

移動販売車での出店

□

持ち込みテント等での出店

※出店スペースまたは移動販売車の大体の大きさを教えてください。例）
幅○○ｍm×奥行○○ｍm×高さ○○mm
※1ブースあたりの出店スペースは、およそ3600mm×2700mm程度です。左記範囲を逸脱しないようにお願いします。

出店内容（出店する品目全てのメニュー名・販売価格を出店要項を参照の上ご記入ください。記載以外のメニュー販売は出来ません。）
※記載しきれない場合は必ず、別紙にご記入のうえ、申込書と併せてご提出ください。※個性ある美味しく・魅力的な内容を求めています。

●出店ジャンル：例）南イタリア料理
●アピールポイント

●販売品目・販売価格

鈴鹿市水泳協会
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