飲食出展概要のご案内

あなたも、太陽光発電によるクリーンでピースなロックフェス
「中津川THE SOLAR BUDOKAN 2019」に出店しませんか？
中津川 THE SOLAR BUDOKAN

太陽光発電によるクリーンでピースなロックフェスティバル

当日はコンサートの運営に関わる電力のすべてを、太陽光発電でまかないます！
事前に太陽光で蓄電した電気と、当日会場に設置する大量の太陽光パネルを組み合わせて、
コンサート演出を
展開しています。その他、会場運営に関わる電力は、
グリーン電力証書を通じて太陽光発電を活用しています。
全ての電力を、
ソーラーでまかなうロックフェスティバルです。

安心しておいしい食事を味わうためにフード全てに線量表示
フードコートの全てのメニューの線量を表示します。
福島第一原発の事故以来、食品の安全に関する意識が高まっています。
安心しておいしい食事を味わう事のマナーとして、
ロックフェスからの新しい提案を行って行きます。
出店者の皆様には私たちの趣旨にご賛同いただき、
ご協力のほどお願いいたします。

中津川THE SOLAR BUDOKANでは
音楽好きな来場者を全力でおもてなしのできる「仲間」をお待ちしております。

飲食ブース出店概要の申込書
募集期限

：

2019年6月28日(金)

こちらの申込書に必要事項をご記入いただき、下記送付先まで郵送にてお送り下さい。

※送付が難しい場合は、下記必要事項をメールに記載の上、件名を
「飲食ブース出店概要の申込書」にてお送りください。

申し込みの締切は、2019年6月28日
（金）必着となります。
フードジャンル及びメニューは審査の対象となりますので、当日予定しているフードジャンル及びメニューをご記入ください。
合格後の大幅なジャンル及びメニュー変更は認めません。
お申込み頂いた方には、
こちらから約２週間ほどでメールにて
「出店概要書」
と
「エントリーシート」
をお送り致します。
その他の不明な点に関しては、下記問い合わせ先にご連絡ください。

申込書送付郵送先

〒509-7403 岐阜県恵那市岩村町２６４ うどん処 みつば

応募店舗名
希望エリア

飲食Ａ出店

／

飲食Ｂ出店

／ 飲食Ａ・Ｂどちらでもよい ／

担当者氏名

携帯番号

ブース名

ふりがな

スウィーツ出店

商品ジャンル

販売予定の
主要商品

①

販売予定金額

②

販売予定金額

③

販売予定金額

④

販売予定金額

⑤

販売予定金額

所在地
連絡先

電話番号

FAX番号

HPアドレス
メールアドレス
出店実績

※携帯アドレスは不可
※他フェス参加の実績

●あなたはTHE SOLAR BUDOKANの活動・コンセプトに賛同しますか？

はい

いいえ

●あなたのTHE SOLAR BUDOKANへの想いをお書きください

お問い合わせ
中津川 THE SOLAR BUDOKAN 実行委員会
出店担当係：杉浦 雅啓
TEL: 0573 43 5038

お申し込み先

shop@solarbudokan.com

飲食ブース出店概要の申込書
出 店 まで の な が れ
５月３０日 （木曜）

一次応募開始 ：
① 飲食ブース出店概要の申込書

６月２８日 （金曜）

一次応募締切 ：
提出書類 ①
受付受理通知と共に、二次応募「② 出店概要書」
「③ エントリーシート」の配布

７月１５日 （月曜）

二次応募締切 ：
提出書類 ③

７月２２日 （月曜）

二次審査発表 ：
書類審査による合否の発表（合格者のみメールにて通知）
合格通知と共に、
「④正式申込書（店舗情報）」の配布 （振込元、振込先口座の記載）

７月３０日 （火曜）

出店者説明会 ： 参加必須
会場

名古屋市 中区栄1丁目23番2号 第二昭和ビル3階 オフィスパーク伏見

時間 スウィーツ出店 ： 14時から15時まで（終了次第、解散となります）
飲食Ａ・Ｂ出店 ： 15時から16時まで（終了次第、解散となります）
全ての出店者に
「⑤スタッフ情報書類（警察への届出用）」の配布
提出書類 ④も受け付けします。

８月１３日 （火曜）

正式申込書提出締切 ：
提出書類 ④

８月２３日 （金曜）

届け出書類提出締切 ：
提出書類 ⑤

８月２３日 （金曜）

出店料入金締切 ：

お問い合わせ
中津川 THE SOLAR BUDOKAN 実行委員会
出店担当係：杉浦 雅啓
TEL: 0573 43 5038

お申し込み先

shop@solarbudokan.com

飲食ブース出店概要の申込書
出 店 エリア

スウィーツ

飲食Ｂ
飲食Ａ

3,6m

通路
︵必ず空けてください︶

お申し込み先

3m

3m

出店スペース

バックヤード

車輌

︵熱気球側の駐車︶

お問い合わせ
中津川 THE SOLAR BUDOKAN 実行委員会
出店担当係：杉浦 雅啓
TEL: 0573 43 5038

3m

出店スペース

バックヤード

通路

車輌

︵必ず空けてください︶

3m

3m

スウィーツ出店

1m

車輌

出店スペース

5,4m

店舗の真裏に停車できない
場合もあります

飲食Ｂ出店

4,5m
バックヤード

出 店 ス ペ ース

飲食Ａ出店

熱気球

3m

shop@solarbudokan.com

飲食ブース出店概要の申込書
出 店 につ いて

飲食Ａ出店募集

出店料金 ： ¥286,780 (税込)

出店料 ¥80,000 + 会場共益費 ¥1,280 + ２日通し入場券 ¥205,500（¥13,700 × 15枚分）
食券（¥1,000未満・１品）20枚をスタッフ食事用にご協賛ください。

※電気引き込み、照明工事は出店料に含まれます。
※１小間、2日間の金額となります。
出店場所（小間位置）は主催者の指定した場所となります。
※出店用テントは持ち込みでの設営となります。
（27日金曜12時までにテント設置いただきます）
別途¥50,000にて運営で設営いたします。
ケータリングカー（キッチンカー）の設営も可能です。事前にお申し出ください。
※テント重石は持ち込みでの設営となります。会場はアスファルトになっており、ペグ等での固定はできません。
会場は風量も強いため、
しっかりと重石等（１足 20kg以上）
を手配ください。
（会期中に台風・強風などの悪天候が予測される場合は「１足 40kg以上」
を手配いただく必要もございます。）
別途¥10,000にて運営で設営いたします。
※床面養生（ブルーシート・ベニヤ）は持ち込みでの設営となります。
（27日金曜12時までに養生設置いただきます）
別途¥10,000にて運営で設営いたします。
※調理用机、椅子などはございません。
ご自分で用意ください。
※出店スタッフは６名まで入場可能です。
それ以上にスタッフが必要な場合は別途費用(入場券)が必要となります。
（追加スタッフ一人当たり13,700円）
※２日間のスタッフ駐車場１台、倉庫車１台（2tまで）は出店料に含まれます。
それ以上にスタッフ駐車場が必要な場合は一台につき6,000円（二日間）が必要となります。
倉庫車の追加は出来ません。
※キャンプチケットは、１テントにつき4,000円となります。
※主催者の都合によりイベントを中止する場合以外は出店料、
チケット協力金の返却はいたしません。

出店募集条件

出店者説明会（７月３０日 火曜日＠名古屋）に参加できる方に限ります。

会期中スケジュール

9月26日 木曜
12時〜18時 ： テント設置（事故防止のため夜間作業はできません）
9月27日 金曜
10時〜21時 ： 本番前準備（事故防止のため深夜作業はできません）
9月28日 土曜
9時〜21時 ： 本番営業
9月29日 日曜
9時〜21時 ： 本番営業
9月29日 日曜
22時〜24時 ： 撤収作業（事故防止のため深夜作業はできません）
9月30日 月曜
10時〜18時 ： 撤収作業
※本番日は車両証のない車は会場内に進入できません

審査について

出店希望者が募集枠を上回った場合、当実行委員会にて書類審査を実施させて頂きます。
ご了承ください。
（7月22日出店者発表予定

合格者にのみメールにて通知）

お問い合わせ
中津川 THE SOLAR BUDOKAN 実行委員会
出店担当係：杉浦 雅啓
TEL: 0573 43 5038

お申し込み先

shop@solarbudokan.com

飲食ブース出店概要の申込書
出 店 につ いて

飲食Ｂ出店募集

出店料金 ： ¥197,640 (税込)

出店料 ¥60,000 + 会場共益費 ¥640 + ２日通し入場券 ¥137,000（¥13,700 × 10枚分）
食券（¥1,000未満・１品）20枚をスタッフ食事用にご協賛ください。

※電気引き込み、照明工事は出店料に含まれます。
※１小間、2日間の金額となります。
出店場所（小間位置）は主催者の指定した場所となります。
※出店用テントは持ち込みでの設営となります。
（27日金曜12時までにテント設置いただきます）
別途¥50,000にて運営で設営いたします。
ケータリングカー（キッチンカー）の設営も可能です。事前にお申し出ください。
※テント重石は持ち込みでの設営となります。会場はアスファルトになっており、ペグ等での固定はできません。
会場は風量も強いため、
しっかりと重石等（１足 20kg以上）
を手配ください。
（会期中に台風・強風などの悪天候が予測される場合は「１足 40kg以上」
を手配いただく必要もございます。）
別途¥10,000にて運営で設営いたします。
※床面養生（ブルーシート・ベニヤ）は持ち込みでの設営となります。
（27日金曜12時までに養生設置いただきます）
別途¥10,000にて運営で設営いたします。
※調理用机、椅子などはございません。
ご自分で用意ください。
※出店スタッフは３名まで入場可能です。
それ以上にスタッフが必要な場合は別途費用(入場券)が必要となります。
（追加スタッフ一人当たり13,700円）
※２日間のスタッフ駐車場１台、倉庫車１台（2tまで）は出店料に含まれます。
それ以上にスタッフ駐車場が必要な場合は一台につき6,000円（二日間）が必要となります。
倉庫車の追加は出来ません。
※キャンプチケットは、１テントにつき4,000円となります。
※主催者の都合によりイベントを中止する場合以外は出店料、
チケット協力金の返却はいたしません。

出店募集条件

出店者説明会（７月３０日 火曜日＠名古屋）に参加できる方に限ります。

会期中スケジュール

9月26日 木曜
12時〜18時 ： テント設置（事故防止のため夜間作業はできません）
9月27日 金曜
10時〜21時 ： 本番前準備（事故防止のため深夜作業はできません）
9月28日 土曜
9時〜21時 ： 本番営業
9月29日 日曜
9時〜21時 ： 本番営業
9月29日 日曜
22時〜24時 ： 撤収作業（事故防止のため深夜作業はできません）
9月30日 月曜
10時〜18時 ： 撤収作業
※本番日は車両証のない車は会場内に進入できません

審査について

出店希望者が募集枠を上回った場合、当実行委員会にて書類審査を実施させて頂きます。
ご了承ください。
（7月22日出店者発表予定

合格者にのみメールにて通知）

お問い合わせ
中津川 THE SOLAR BUDOKAN 実行委員会
出店担当係：杉浦 雅啓
TEL: 0573 43 5038

お申し込み先

shop@solarbudokan.com

飲食ブース出店概要の申込書
出 店 につ いて

スウィー ツ 出 店 募 集

出店料金 ： ¥140,240 (税込)

出店料 ¥30,000 + 会場共益費 ¥640 + ２日通し入場券 ¥109,600（¥13,700 × 8枚分）

※電気引き込み、照明工事は出店料に含まれます。
※１小間、2日間の金額となります。
出店場所（小間位置）は主催者の指定した場所となります。
※出店用テントは持ち込みでの設営となります。
（27日金曜12時までにテント設置いただきます）
別途¥50,000にて運営で設営いたします。
ケータリングカー（キッチンカー）の設営も可能です。事前にお申し出ください。
※テント重石は持ち込みでの設営となります。会場はアスファルトになっており、ペグ等での固定はできません。
会場は風量も強いため、
しっかりと重石等（１足 20kg以上）
を手配ください。
（会期中に台風・強風などの悪天候が予測される場合は「１足 40kg以上」
を手配いただく必要もございます。）
別途¥10,000にて運営で設営いたします。
※床面養生（ブルーシート・ベニヤ）は持ち込みでの設営となります。
（27日金曜12時までに養生設置いただきます）
別途¥10,000にて運営で設営いたします。
※調理用机、椅子などはございません。
ご自分で用意ください。
※出店スタッフは３名まで入場可能です。
それ以上にスタッフが必要な場合は別途費用(入場券)が必要となります。
（追加スタッフ一人当たり13,700円）
※２日間のスタッフ駐車場１台は出店料に含まれます。
それ以上にスタッフ駐車場が必要な場合は一台につき6,000円（二日間）が必要となります。
倉庫車の追加は出来ません。
※キャンプチケットは、１テントにつき4,000円となります。
※主催者の都合によりイベントを中止する場合以外は出店料、
チケット協力金の返却はいたしません。

出店募集条件

出店者説明会（７月３０日 火曜日＠名古屋）に参加できる方に限ります。

会期中スケジュール

9月26日 木曜
12時〜18時 ： テント設置（事故防止のため夜間作業はできません）
9月27日 金曜
10時〜21時 ： 本番前準備（事故防止のため深夜作業はできません）
9月28日 土曜
9時〜21時 ： 本番営業
9月29日 日曜
9時〜21時 ： 本番営業
9月29日 日曜
22時〜24時 ： 撤収作業（事故防止のため深夜作業はできません）
9月30日 月曜
10時〜18時 ： 撤収作業
※本番日は車両証のない車は会場内に進入できません

審査について

出店希望者が募集枠を上回った場合、当実行委員会にて書類審査を実施させて頂きます。
ご了承ください。
（7月22日出店者発表予定

合格者にのみメールにて通知）

お問い合わせ
中津川 THE SOLAR BUDOKAN 実行委員会
出店担当係：杉浦 雅啓
TEL: 0573 43 5038

お申し込み先

shop@solarbudokan.com

