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熊本を盛り上げる！
「地域交流・地産地消・スポーツ・文化」

自治体・事業者から生産者、作り手の皆さんの魅力・再発見

つくる側の想い・参加側の想い・みんなの笑顔を紡ぐ
熊本の魅力、再発見、熊本は楽しい♪

アクティビティ、色んなライフスタイルの融合した今までにない地域をアピールするイベ
ントをつくることで多くの方へ熊本の魅力を発信していき、楽しんでいただくための企画
です。

【コンセプト】

【イベントを通じて】
熊本の食材や素材の素晴らしさを参加者に知って頂き、出店者にとっても今後の活動の活
力になり、両者を知り、新たなつながりが生まれるきっかけづくりを提供したいと考えて
います。
次世代を担う文化の楽しさ！おいしさ、美しさに出会える企画にしていくために、出展者
様の方々のご協力が必要です。

生産・販売
消費者つくり手

商品の魅力発信

生産の向上

新商品・サービスの向上

新規顧客の獲得

コロナに負けない活力

新たなお店・作り手との出会い

新たな食材・素材との出会い

地域貢献

満足感・幸福感

明日への活力

熊本の 魅力・再発見

人が交流する熊本

アクティビティと繋がる地域づくり、テクノロジー文化、
スポーツ文化と共に、観光・商工へのマッチングを図り、
インバウンドにも対応出来るツアー・ツーリズムへの取組
み、スポーツの世界規模を目指し取組みます。



■募集カテゴリー　：キッチンカー、飲食、ハンドメイド、物販販売、農家さんの野
菜販売、料理体験、植物系、陶器、木工、子供服、大人服、ワークショップ、体験、
似顔絵、占い、マッサージなどなどご不明な点はご連絡ください。

■4m✖ 4m�の大きさ（持込テント）
　・テント持参での出店スタイル
　・キッチンカーでの出店

【出店料】１日・6,000円、両日・10,000円　（税込）→〈飲食・キッチンカー〉

                 1日・5,000円、 両日・8,000円   （税込）→〈他雑貨等の販売・体験〉　

■持込テントでの出店可能カテゴリー■
・飲食・ハンドメイド全般・アクセサリー、雑貨、小物、木工、革製品、子供服、大　
　人服、輸入雑貨、植物・花アレンジ、加工品、占い、鑑定、マッサージ、似顔絵、
　など。
　ドリンク・お菓子・パンなどカフェ系フード
　カフェ系・フードのお申し込みはジャンル被り数の調整をしますので、選考となり
　ます。

★【注意！！】持込テントをお申込の方へ…会場が芝生なのでペグ打ち込み可能。風
　でテントが飛ばないように必ず対策をして下さい。　

■出店料に含むもの
施設使用料(準備・開催期間)、設営撤去人件費、全体的な広告宣伝・印刷費、全体的な
企画・運営費・準備、イベント賠償責任保険、当日の人件費など。

 ■出店料に含まないもの　　　
机・椅子・電気等必要な備品は全て各自でご準備お願いします
お申し込み時に発電機持込の記載を申込みの要望欄にご記入お願いします
発電機や火器使用の場合、消化器（A B C10型業務用）を準備お願いします



≪出店規約≫
★★当日の注意事項もあります。必ずお読みください★★

 
《キャンセルに関して》
■天災その他の不可抗力によりイベントを延期または中止する事があります。
   延期での出店キャンセル、中止の場合、出店料のご返金はありません。ご理解のほ　　
　ど、よろしくお願いいたします。
・ご入金後のキャンセルは基本できません。

□コロナウイルス感染拡大等が原因でイベントが延期日未定の延期になる場合があり
　ます。出店者側で発生する損害その他の経費につきましては、主催者は補償の責を負
　いません。

・イベントは雨天決行です。

・開催２週間前のキャンセルに関しましてキャンセル料が100％発生いたします。
  （お客様のご都合によるキャンセルでのご返金は一切できません）

・会場内にはゴミステーションはありません。会場で出たゴミのお持ち帰りにご協力お
　願いいたします。
　購入されたお客様（カフェブース）にはゴミはお持ち帰りいただくか購入したお店へ
　お持ちいただくようにアナウンスをお願いします。

・イベント期間中は出店証の着用をお願いします。守れない場合、今後の出店ができな
　くなりますのでご注意ください。
　出店証は出店者の方のみご使用ください。出店証の使いまわしは禁止です。

・搬入・搬出時、公園内の走行は事故防止の為、必ず徐行（10ｋｍ以下）で
　お願いします。

・園内での危険な車の走行（追い越しや危険な幅寄せ禁止）

・イベント開催中は、搬入・搬出禁止しておりますので、出入りは基本できません。
　決まった時間以外は進入禁止です。
　無断で出入口からの出入した場合、今後出店をお断りさせていただきます。

・チラシ広告配布について・・・必ず事前に本部へ申告お願いします。配布許可場所は
　テント内テント前となります。お隣や前に出過ぎる配布はしないでください。



・イベント開催時間中、お客様がいらっしゃる状況で自己判断での片付け、店を閉める事
　をしないでください。イベント終了までお店は営業して下さい。

・土曜日・日曜日と販売スタッフが交代する場合、注意事項など把握できているように、
　必ず規約を理解していただくようにお願いします。

・ブース内のディスプレイの管理は各自でよろしくお願いします。（押しピン使用禁止）

・雨、風対策は各自でご準備お願いします。

・持込テントで参加の方は各自テントが、風で飛ばされないように各自固定をしっかり
　行って下さい。ケガの原因になります。宜しくお願いします。

・商品に関しましての中古品（アンティークは除く）の販売は禁止致します。
　キャラクター、偽ブランド品、盗難品など、著作権を侵害するものや法律で禁止されて
　いる物品（危険物、薬、生き物、チケットなど）及び主催者が不適当だと判断した物品
　の販売は禁止します。

・商品の紛失、盗難など一切責任は負いませんので、各自管理をお願いします。輸送及び
　開催期間中の保険をかけるなど必要な処置をお願いします。

・イベントでの金銭トラブル、対人トラブル、怪我、などのトラブルに関しては主催者、
　運営は一切責任を負いません。各自対処、自己責任になります。

・飲食の販売の方は、各自で保健所での臨時営業許可書の申請をお願いします。当日提示
　を求めることがありますので、申請書を必ず持参下さい。抜き打ち検査が入る場合が
　あります。

・食中毒などのトラブルに関して、主催者は責任を負いかねませんので自己責任で
　お願いします。各自必ずPL保険等に加入等お願いします。

・場所を借りてのイベント開催になりますので、エコパーク水俣園内の備品など無断
　で使用しないようお願いします。

・発電機持参、火気使用の場合は必ず消火器を準備ください。(ABC10型消火器)



・喫煙は決められた所定の場所のみでお願いします(テント内での喫煙は禁止です)
　園内は、禁煙です。

・店舗で出たごみは、各自でお持ち帰りください。ごみ処理による費用が発生した
　場合には出店者の方に、ご負担いただくこととなりますのでご注意ください。

・申込み後の連絡事項は主にパソコンメールで行います。ドメイン指定してる方は
　パソコンからのメールが受取れるように解除お願いします。

・主催者はやむを得ない事情がある場合規定の一部を変更する場合があります。

《下記内容について確認をお願いいたします》
　申し出と異なる場合や規約を遵守いただけない場合、出店をお断りします。
　
　(1) ライフスタイルマーケットのPRを市内外に向けて行うこと。
　(2) イベントの企画や内容、テーマを理解し出店すること。
　※テーマ等に沿った出店の場合は、その旨ご記入ください。
　(3) 申込した者が出店すること。(又貸し不可)
　(4) 食品衛生について理解し、その基準を守って出店すること。
　      また必要な届出等を行うこと。
　(5) 主催者側が指定した、出店場所の使用条件などを理解し、それを守ること。
　(6) 出店料、出店条件、申し込み手続きなどを了解し、実行委員会の指示に従う
         こと。
　(7) 主催者側との連絡方法として、送受信可能なメールアドレスを持っている
         こと。
　(8) 出店者は、出店及び食品販売行為等に関して発生した事故・苦情に対して全て
         の賠償責任を負うこと。PL 保険(生産物賠償責任保険)に加入することをお勧
         めします。
　(9) イベントが中止もしくは順延になり、出店できなかった場合において、出店料
　　   返金を除きその他の損害の補償は一切いたしません。
　(10)商品やキッチンカー、イベント当日の出店の様子をおさめた写真等について 　　　
HP、Facebook、instagram 等への掲載について承諾すること。
　(11)出店者及び従事者は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係
　       者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)に属してい  
          ない者とする。
　(12)出店責任者及び従事者が出店登録の誓約に反し暴力団等反社会的勢力との関係　
　       を有していることが判明した場合、粗暴卑�な言動をするなど他の出店者・
          お客様に迷惑をかける行為を行った場合、主催者及びその他イベントを運営
          する者の指示に従わなかった場合は、出店許可の取り消し又は出店の拒否、
          排除するものとする。この場合、主催者側は損害賠償の責は追いません。



≪保健所への申請が必要な商品≫
・食品衛生法施行条例に示される品目は、イベント開催時のみ取り扱いを可能とし、
　別途保健所の許可が必要となります。
　食品営業許可書が必要な品目を販売される場合は
　出店登録申込時に下記に該当するコピーも併せて提出して下さい。
※保健所には各自で申請をしてください。
　(1)【固定・仮設・移動】営業許可書のコピー
　(2)【臨時】申請書のコピー
申込書と合わせて「営業許可証」の提出がない場合は、出店を許可いたしません
ので、ご注意ください。
・飲食品出店者の方々は、次の点にご留意下さい。
　①食品衛生法及び食品表示法など関連法令を順守して下さい。
　②必ず段ボールを敷くなど床面を汚さない配慮をお願いします。
　③食中毒防止には万全を期して下さい。
※食中毒の責務は出店者各位に帰属します。保険などは各自で対応下さい。

 【本要項の履行】
　出店者は「ライフスタイルwithアクティビティパーク」 出店注意事項(以下「本注
　意事項」といいます)を遵守しなくてはなりません。これらに違反したと主催者側　
　が判断した場合、主催者はその時期を問わず出店申込の拒否、出店の取り消し、仮
　設物・出店品の撤去、変更を出店者に命じることが出来るものとします。また、出
　店者から支払われた出店料は、いかなる理由があっても返金いたしません。出店の
　取り消し、仮設物・出店品の撤去、変更によって生じた出店者および関係者の損害
　も補填いたしません。

《出店申し込み》
　本イベントへの出店申し込みは、ホームページの申込フォームにてお申し込みくだ　
　さい。住所や電話番号など、記載内容に変更があった場合、ただちに主催者まで御
　連絡をお願いいたします。食品営業許可書が必要な品目を販売される場合は出店登　
　録申込時に営業許可証のコピーも併せて提出して下さい。

《出店場所》
　出店場所は、主催者側が区割りし選定した上で決定いたします。
　ただし、本イベント及び本イベントにおけるイベントや、当日の円滑な運営のため　
　予告なく出店場所の変更をお願いする場合があります。
　出店者は決められた出店場所以外での営業・展示を行うことは出来ません。空き箱　
　や荷物を預かることの出来る場所はありません。荷物はブース内に納めて下さい。
　出店位置につきましては、主催者より事前にご連絡いたします。



《衛生管理について》
    ①加工食品について
　 要冷蔵の商品は冷蔵庫などを使い、衛生管理に十分注意をお願いいたしいたします。
　 ※賞味期限・消費期限は開催日前までに確認し、必ず守ってください。
    ②移動販売車について
　 販売には食品営業許可が必要です。
    ③食中毒など発生時の責任について
　  万が一食中毒などが発生した場合、主催者側は一切の責任を負いかねます。ご了承
     ください。
    ④電源使用について
　 発電機を使用される方は持込みにて対応をお願いします。(屋外のみ使用可・屋内使
    用厳禁)
    ⑤ごみについて
　 来場者用のごみ箱を準備し、ごみは全てお持ち帰りください。
    ⑥火気について
    火気を使用する場合は、消火器を準備してください。出店30分前までに消防署によ  
    る点検があります。火気による事件・事故などが発生した場合、主催者側は一切の
    責任を負いかねますのでご了承ください。

《トラブルなど》
　お客様との取引上発生する問題に対しては、出店者の責任において解決していただく
　ことが原則です。モラルに反した対応に対しては、主催者側が介入することがありま　
　す。なお、盗難などの被害があった場合、不審者や不審物を見かけた場合などは、速
　やかに主催者側にお知らせください。※現金、貴重品のお取り扱いにはご注意くださ
　い。
《禁止行為》
　法令や、マナーに反する全ての行為は禁止です。また、会場に適用されるすべての防　
　火及び安全法規・行政指導を厳守しなければなりません。特に、以下1から5にあげる
　ことは特に注意してください。
   ①集会・演説・勧誘などの行為。
   ②喫煙場所以外での喫煙。
   ③違法、危険な薬物、危険物、大量の可燃物(マッチ等)の持込。  
   ④持ち込んだ物やごみを持ち帰らず放置する行為。(来客用のごみ箱も準備してくださ
    い。)
   ⑤主催者側でご案内している立ち入り禁止区域に立ち入る、荷物を置くなどの行為。

《出店の禁止》
　お客様や他の出店者に迷惑が及ぶような行為があった場合、あるいは本注意事項や主
　催者側の指示に従わないなどの行為があった場合は、即時退場とし、その場合の出店
　料は返金いたしません。また、以後の出店をお断りさせていただきます。お客様や他
　の出店者からクレームが多く寄せられる方は、出店をお断りする場合があります。



《搬入・搬出について》
　移動販売車の場合、搬入・搬出時間待ちの周辺道路への駐停車、指定された時間・方
　法以外での搬入・搬出は厳禁です。
　駐車場からの持ち込みで搬入をお願いいたします。
　また、搬入・搬出時に発生した事故については当事者間で解決するものとします。
　車を駐車スペースに置いたまま、荷物の開梱・梱包等をすることを禁じます。
　搬入・搬出時間は本イベント開催当日の都合や天候によって変更になる場合がありま　
　すので、主催者側の指示に従い安全にかつ、速やかに行ってください。
　搬出作業が遅い、指定された時間内に搬入・搬出ができない、主催者の指示に従わな　
　い、危険な運転をするなど、円滑で安全な運営に支障があると主催者が判断した場
　合、その時期や時間に関らず、主催者は移動を命じることができます。
　その場合によって生じた出店者及びその関係者の損害も補償しません。

《駐 車》
　車両は指定の駐車場に駐車してください。

《出店者による人に対する傷害》
　出店者は、出店者及びその従業員の不注意などによって会場内で生じた人に対する傷
　害などに対する損害について、ただちにこれを賠償するものとします。万が一、来場
　者に怪我等をおわせた場合は一切の責任を取り、速やかに主催者へ報告してくださ
　い。

《損害賠償の免責損害賠償の免責》
　主催者は、本イベント開催中の商品・備品・金銭等の盗難・紛失・破損及び車両事
　故、火災、自然災害等による損害賠償の責は一切負いません。各自保険にご加入くだ
　さい。

　



≪火器管理について≫
・指定の場所をご利用ください。火気については、くれぐれも注意して下さい。
　火気による事件・事故などが発生した場合、主催者側は一切責任を負いかねますので
　ご了承ください。
・下記の対象火気器具等を使用する方は、火災予防条例で定める事項に加え、露店等で
   ガスこんろ等を使用する場合は、必ず各自で消火器を設置するとともに、ガス漏れを防
   ぐため、ゴムホース等は器具との接続部分をホースバンド等で締め付けるとともに、適
   切な長さで取り付け、ひび割れ等の劣化がないか点検すること。
   また、プロパンガスボンベを使用する場合は、直射日光の当たらない通気性の良い場所
   に設置し、転倒しないよう鎖等で固定することとします。

火気を使用するブースで消火器が無い場合、出店出来ません。
・上記の設置があるか、消防署より当日出店30分前後に確認があります。
・展示ブースの管理はすべて出店者の責任において行って下さい。
・展示物の実演は、自社のブース内に限り自由に行うことが出来ます。但し、実演・
   その他出展関係物及び自社のブース内で生じた事故、損害に対して主催者側は一切
   責任を負いません。
・出店ブース内での実演・販売に際しては、他の出店者の迷惑とならないよう十分
   配慮して下さい。

≪電気・水道等使用について≫
・電気の使用にて発電機を使用される方は持ち込みにて対応をお願いします。
・会場内のコンセントは、使用出来ません。
   また、調理に必要な水は各店でご準備下さい。



≪販売禁止の物について≫
   出店者は、本イベントにおいて、以下の作品又は商品の持込、展示及び販売が禁止さ
   れていますので確認をお願い致します。
① 既成品その他出店者又は共同出店者以外の第三者により制作された作品
②第三者の著作権、商標権、意匠権、肖像権、所有権その他の権利を侵害する作品
③生き物、出店者によるアレンジが加えられていない植物、又は植物の苗
④包丁、ナイフ等の刃物、モデルガン、エアーガン等の武器とみなされるもの、火器、
　花火、火薬、可燃ガスその他の危険物、盗撮用小型カメラなど犯罪に使用されるお
　それのあるもの
⑤医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機
　法」といいます)による規制を受ける医療品、医療機器、医薬部外品又は化粧品
⑥性的描画・描写のあるもの、及び、裸姿、下着姿の描画・描写のあるもののうち、社
　会通念を基準としてわいせつ物と判断されるもの
⑦過度に暴力的、差別的、政治的、又は宗教的な表現を含み、社会通念に照らし普通
　人に不快を与えると判断されるもの
⑧食品(食品販売のための出店について、別途、飲食出店のための所定の条件に同意
　の上、申込をした場合はこの限りではないものとします)
⑨ ペット用フード。
⑩ 上記のほか、適用法令に違反するもの、来場者及び購入者の身体に危険を及ぼすお
　それのあるもの、及び当社が不適切又は不適当であると判断したもの

《その他出店にあたっての留意事項》
①飲食販売をする際には「営業許可証」の提出がない場合は出店を許可いたしませんの　
　で、ご注意ください。

②出店者は、催事利用のスペースや権利を譲渡、転貸することはできません。

③出店時間は主催者側の営業時間に合わせてください。

④電気器具、ガス器具などを使用する際は、出店申込に必ず記入し、事前にご相談くださ
い。

⑤什器、イスなどの必要備品は各自でご持参下さい。使用可能な備品がある場合のみご相談
に応じます。出店スペースやその付近にあるイスやテーブルは無断で使用せず、利用を希望
される場合は必ずご相談ください。

⑥店に際してのゴミは必ずお持ち帰りください。

⑦販売については、多くの煙や強い臭いが出るものはご遠慮いただく場合があります。



⑧盗難・紛失・事故・事件・損傷・駐車場敷地内および当事者間で生じたトラブル
　等の一切責任は主催者側では負いません。

⑨主催者側では、本イベントのために実行委員会・協賛企業・団体以外の SNS・イ　
　ンターネット・広告・雑誌などで情報発信を行う第三者に対して、必要かつ適切　
　な範囲内で出店者や出店作品の写真・動画などの映像、データ等を提供いたしま
　す。出店者は、本イベントについて、著作権、著作者人格権、肖像権その他の権　
　利を行使しないこととします。

⑩出店者は、他の出店者、来場者その他の第三者との間に、トラブル、紛争等が生
　じた場合には、自己の責任と費用負担でこれを解決するものとします。主催者
　は、出店者に関するトラブル、紛争等に関与、解決する等の義務を負わず、出店
　者は、主催者に対して、トラブル、紛争等への関与、解決等を要求できないもの　
　とします。但し、主催者は、本イベントの円滑な運営のために必要又は有益と判
　断した場合には、出店者に関するトラブル、紛争等に関与できるものとし、出店
　者は、当社が要請したときは、これに協力するものとします。

⑪主催者は、出店者から提供された個人情報を、主催者が別途定めるプライバシー
　ポリシーで定められた目的の範囲内で使用できるものとします。また、出店者
　は、上記に従って、主催者が出店者から提供された個人情報を使用することに同
　意します。
　主催者は、出店者が来場者との間で行う個人情報の授受、及び個人情報の利用に　
　関して発生したトラブル、損害、不利益等について一切の責任を負いません。出
　店者は、来場者の個人情報の提供を受けた場合、個人情報保護法に従って取り扱　
　うものとします。
※上記事項を遵守できない場合、お客様とのトラブルがあった場合は出店許可期間　
　内であっても出店をお断りさせていただく場合があります。


