
全国伝統的工芸品フェスタ in 萩 「物産・飲食コーナー」

１ 開催日程：平成２２年１１月４日（木）～７日（日） ４日間開催

２ 開催時間：各日１０：００～１７：００（最終日のみ１０：００～１６：００）

３ 主催：山口県伝統的工芸品月間推進協議会

【出展申請書とりまとめ団体（協議会構成員である商工関係団体）】

山口県商工会議所連合会
山口県商工会連合会
山口県中小企業団体中央会
社団法人山口県物産協会

４ 搬入・搬出
搬入日 １１月３日（水）９：００～１６：００までの指定の時間帯（※）

１１月４日（木）８：３０～９：３０まで（時間厳守）
搬出日 １１月７日（日）１６：００～１８：３０
※搬入の時間帯指定は後日の出展者説明会でお示しします。

５ 開催場所：旧萩商業高等学校グランド（「おいでませ山口フェスタ」会場）
萩田町商店街イベントスペース「ＪＯＹ２０１」（「田町萩焼フェスタ」会場）

６ 来場者数：上記の２会場の物産・飲食コーナーを含めた全６会場で １００,０００人（予定）

７ ブースの仕様等
（１）ブースの大きさは、１ブースにつき２間×３間のテント（間口５,４ｍ×３,６ｍ）１つとなります。

①旧萩商業高等学校グランド（３２ブース）
②萩田町商店街「ＪＯＹ２０１」（３ブース）

（２）ブースの配置は会場の統一のイメージを勘案の上、主催者が決定します。
（３）申込状況等により、ご希望があっても出展をお断りする場合があります。予めご了承ください。
（４）基本的に1団体につき1ブース（1テント）となりますが、1テント内に共同出展をすることも

可能です。
（５）旧萩商業高等学校グランド（屋外）ブースの地面は裸地（未舗装）となっております。

砂埃や雨天時の対応は出展者各自でお願いします。

８ 出展料 ：①出展料は出展場所に係らず、一律２６,２５０円（税込）/１ブースとなります。
②期間中【１１/４（木）～１１/７（日）の９：００～１８：００（７日のみ９：００～１７：００）】

電源（100ｖ・1.5ｋｗ）を使用する場合は別途電源使用料として５,２５０円（税込）
が必要となります。

募集要項

※出展料は、出展が確定後に後日請求書を送付いたします。期限までにお支払いください。

※納入が確認できない場合は出展をご遠慮いただきます。

平成２２年１０月２２日（金）納入期限

※出展料の納入後に出展取り消しをされた場合は、出展料は返金いたしません。



９ 出展申込期日：平成２２年９月３日（金）までに山口県中小企業団体中央会に提出してください。
※同意書に署名・捺印の上、山口県中小企業団体中央会に郵送してください。（ＦＡＸ不可）

※出展申し込み多数の場合、出展調整がありますので、ご協力をお願いします。

１０ 出展条件

（１）展示品・販売品は、次の条件のいずれかに適合するものとします。
①地域の特産品としてその育成に取り組んでいるもの。
②地場企業の生産物で、特に販路の開拓を図りたいもの。
③主催者がこの「全国伝統的工芸品フェスタ in 萩」の目的に適合すると認めたもの。
④ＰＬ法、食品衛生法等の各種規制法に接触しないもの。

（２）販売品目については、会期当日の出展内容と一致させてください。
予め申請がされた内容を変更する場合には、その旨を届出をお願いします。
販売品目が、予め届け出た内容と異なる場合は、当日の販売を中止していただくことも
ありますのでご注意してください。
なお、食品衛生に関するその他の条件については後日の出展者説明会でお示しします。

（３）ブースの使用に際しては以下の条件の遵守をお願いします。
①各テントには側幕一式、テーブルにはビニールクロスがついています。

クロスについては、終了後各自でお持ち帰りください。
②電気器具・重量物等の持込みの場合は、必ず器具名、容量等を申請書に記入して

ください。
※記入の無い場合は、使用できません。（停電トラブルを避ける為の措置です。）

（４）悪天候に伴う中止・中断の判断は下記についてご了解いただき、運営本部の
方針決定、指示にご協力ください。

①強風、台風等の悪天候、地震等によりフェスタが中止・中断の場合があります。
②この場合、実行委員会等の指示（テントをたたむ等）に必要な対応をお願いします。
③中止・中断に伴う損失の補償、出展料の返還には応じられない事をご了承下さい。

（５）酒類販売については、飲酒運転撲滅に向けた啓発活動を実施してください。
①試飲は不可です。
②実演販売（飲料水）としての酒類の販売は不可です。
③売台前面に飲酒運転撲滅啓発ポスターを掲示してください。

（６）搬入出、営業時間の遵守にご協力ください。
①原則として旧萩商業高等学校グランドの駐車場は来場者用となりますので、

使用できません。
②出展者の駐車場は現在調整中です。出展者決定後に出展者説明会でお知らせします。
③駐車場には台数制限があるため、希望枚数分の駐車許可証の発行ができない

場合もあります。
④また、全体での調整後、希望の台数から調整をお願いすることがあります。

出展申込に際しては、上記（１）～（６）の内容についてご了解いただき、
出展申込書（同意書）に署名捺印ください。

山口県中小企業団体中央会
〒753-0074 山口市中央4丁目5番16号 山口県商工会館6F



１１ 出展場所の決定
出展場所の決定は山口県伝統的工芸品月間推進協議会事務局が決定し、９月中旬を目途に
各出展者に通知させていただきます。

１２ 出展者説明会（日程は別途通知します。）
出展者は出展者説明会への参加が必要となります。参加されない場合は出展ができなくなります
ので、必ずご出席ください。
■１０月上旬 出展者説明会■

・備品、電源について
・駐車場、駐車許可証について
・搬入出の時間、ルートについて
・食品衛生に関する事項

１３ 販売許可申請
（１）酒類販売 酒類販売には、許可申請が必要です。別途必要書類を送付します。

なお、実演販売（飲料水）としての酒類の販売は不可です。
（２）臨時食品営業届

①臨時食品営業届（実演のみ）は主催者が一括して行いますので、
申請書に必ず品名、調理・販売方法等を正確に記入して提出してください。

②保健所に提出するデモカード、開設予定平面図、実施手順等書類を提出していただく
必要があります。

※（９月下旬頃別途依頼）

③販売品目については事前にデモカードに記入がないものは販売できません。
④保健所の指導により販売品目の自粛をお願いする場合はご協力をお願いします。

１４ 備品について
（１）冷蔵オープンケースのリースについて

①冷蔵オープンケースのリースは、主催者が一括して申込しています。
ご希望の方は、別途事務局代行までお申し出ください。

②冷蔵ケースの運び込等の搬入出は各自でお願いします。
③リース料金は３１,５００円（税込）/1台となります。
④リース料金の支払は、納入期限厳守でお願いします。

（２）各ブースの基本備品は以下の通りです。規定の数量を超える場合や
上記の冷蔵オープンケース以外の備品を利用される方は各自でご準備をお願いします。

パイプイス

長机（1800ｍｍ×900ｍｍ）

テーブルクロス（上記長机用）

側幕（テント用） 3面（コの字型）

備品名称 規定数量

３

３

３

１

１５ 出展申請書提出先
出展申請書の提出は、山口県中小企業団体中央会までお願いします。

山口県中小企業団体中央会
〒753-0074 山口市中央4丁目5番16号 山口県商工会館6F



１６ その他会場について
（１）会場の設営は１１月２日（火）～３日（水）で実施します。
（２）売上金及び商品の管理は出展者ご自身でお願いします。

（旧萩商業高等学校グランドには夜間警備を配置します）

１７ 問い合わせ先（事務局代行）
（株）ケイ・アール・ワイ・サービスステーション 担当：三浦（みうら）

〒745-0872 周南市一番町４１７７番地
ＴＥＬ ０８３４－２１－３３４４（代） ＦＡＸ ０８３４－２２－２８０９



出店団体名 ご担当者氏名

連絡先

〒□□□-□□□□

TEL  (          )            - FAX  (          )            -

E-Mail 

全国伝統的工芸品フェスタ in 萩 「物産・飲食コーナー」

出展申請書提出期限

携帯 （ ）-（ ）-（ ）

山口県中小企業団体中央会平成２２年９月３日（金）

販売品目

商品名 規格 価格（円） 商品名 規格 価格（円）

※販売品目は事前の届出が必要です。届出のない商品は販売できません。

※実演販売を行う場合には下記に調理方法を簡単にご記入ください。

販売方法を○で囲んでください。

展示販売 実演販売

出店希望場所 出展を希望される会場に○をつけて、必要な小間数を記入してください。

萩商業高校グランド（おいでませ山口技ありフェスタ）

田町商店街（田町萩焼フェスタ） ※展示販売のみ

出店場所 （実施イベント）

３２

３

必要小間数総小間数 出展希望
※但し実際の配置では出店の
バランスの為にご希望に沿え
ない可能性もございますので、
予めご了承下さい。

使用器具名 数量

使用器具 当日展示販売（または実演販売）で持ち込む予定の電気器具等を全てご記入下さい。

種類 仕様（容量など）

電気

電気

ガス

火気

kw

kw

kgプロパンガス

重量物 kg

「伝統的工芸品フェスタ in 萩 物産・飲食コーナー出展参加条件」に記載された条件について同意します。

役職名

氏名 印
（押印またはご本人の
署名をお願いします）

電源の利用

ある ない

○印で囲んでください

オプションの電源（100ｖ・1,5ｋｗ）

※電源を利用する場合は別途

２４時間の通電

必要 不要

電源使用料として5,250円（税込）/1口が
必要となります。

※また、24時間通電や上記容量を超える
場合には、さらに追加費用が発生します。

小間内の配置図 ３間（約５．４ｍ）

前

後
側
幕

２
間

※
大
ま
か
な
レ
イ
ア
ウ
ト
を

ご
記
入
く
だ
さ
い
。

（
約
３
．
６
ｍ
）



会場位置

②「萩市民体育館」

③「旧久保田家住宅」

⑥萩田町商店街
「JOY201」

「萩美術館」

「萩博物館」

①「萩市民館」

④「伊藤博文別邸」

⑤「旧萩商業高等学校」
⑥「同 グランド」

会場平面図（案）

全国伝統的工芸品フェスタ in 萩 「物産・飲食コーナー」
会場図面

おいでませ山口ステージ 山口国体PRブース

萩商業高校グラウンド

田町商店街（joy201）

萩商業
高校
体育館

旧萩商業高等
学校体育館

県観光連盟ブース

物販飲食コーナー旧萩商業高等学校
グランド 会場計画（案）

物産販売コーナーＤＶＤコーナー

ミニステージ

スタンプラリー景品交換所

インフォメーショ
ンコーナー

萩田町商店街「JOY201」
会場計画（案）


