
2021 年 3 月 24 日 

 

しんぐうマルシェ＠IKEA 福岡新宮 出店者第 1 次募集要項 

 

１．目 的 

新宮町内において、トラックの荷台や商品棚などに市域の枠を超えた地域特産品（野菜や果物、加工品や

工芸品等、自慢の一品）を、通常よりもお手頃価格で宣伝・販売等を行うとともに、消費者、生産者、 

商工業者が一体となって参画・交流を深めることにより、地域の賑わいと生産者の販売増を図ることを目

的とします。 

 

２．主催者 

一社）新宮町おもてなし協会 

 

３．開催日時 

毎月第 2・4 土曜日 ９：３０～１５：００ （仮）  年間 21 回程度開催予定 

※準備は９：００から、片付けは１５：００～１５：３０に完了すること。 

           尚、途中退出は出来ません。 

※日程・時間は変更になる場合があります。 

※小雨決行、荒天中止。また開催途中に強風・台風・雷などで危険と判断した場合、途中で中止する場合

があります。 

 

４．開催場所 

 IKEA 福岡新宮 駐車場スペース（カインズ側、アクア新宮交差点側区画） 

 

５．出店資格 

 開催目的及び出店条件に賛同いただける団体及び個人 

 

６．出店申込 

 所定の出店申込書に必要事項をご記入のうえ、申込書を下記まで郵送・FAX または持参してください。 

ご記入いただいた書面到着後、すみやかに、こちらより受領連絡をお電話にて差し上げます。 

 

 【提出先】 

一般社団法人 新宮町おもてなし協会 （新宮町観光案内所） 担当：大穂・池田・広渡 

 〒811-0120 福岡県糟屋郡新宮町中央駅前２丁目１－３ 新宮ステーションビル３０１ 

 ＴＥＬ：０９２－９８１－３４７０ ＦＡＸ：０９２－９８１－３４６９ 

 

 

 



７．出店料 

   年会費 10,000 円 （但し、2021 年度は無料といたします） 

  ※イベントに関する共通備品・広告宣伝費・イベント消耗品等含む 

 

８．出店募集期間 

  随時受付（先着順：ブース枠の数に達した時点で申し込みを終了させていただきます。） 

 また、町内事業者様、立花山日曜市出店者を優先させていただく場合があります。 

 

９．出店募集区画数 

 １ブース×10 店舗程度分（満員になり次第締め切ります。） 

  ※応募者多数の場合は、選考し出店者を決定させていただきます。 

軽トラック・軽ワンボックス・ケータリングカー等を優先する場合があります。 

※車の駐車に関して 

基本的には出店エリアにそのまま駐車して車の前で販売 

 

１０．出店規約 

①出店条件 

○出店者は主催者の指示に従ってください。 

○当事業の目的をご理解いただき、通常よりも安価又は同価格でのご提供をお願いします。 

○出店スペースは、原則 1 区画３ｍ×４ｍ（自動車１台程度のスペース・通路含む）です。 

 （店舗により２区画または３区画もあり） 

普通自動車・軽トラック・または軽ワンボックス、ケータリングカーなど 

※すべての条件を満たすものではありません。 

●新宮町で販売されている野菜や果物、加工品等を積極的に活用することが可能であること。 

●定期開催に積極的に参加することが可能であること。 

●通常の価格より低価格（特別価格）で提供できること。 

●新宮町の観光施策の推進に寄与することができること。 

●各出店先でも「新宮町」のＰＲを行えること。（主催者側でのビラの配布等が禁止されている場合

を除く。） 

●事業の実施にあたり、主催者側が出店者側に依頼を行った場合。 

 

〇出店に関しましては、新型コロナウイルス対策にご協力お願いいたします。 

 また、今後の運営資料として営業報告書の提出もお願い致します。（別紙参照） 

 

〇各ブース備品の貸し出しについて 

以下の備品を無料で貸し出しいたします。（基本的に実施前日までにお渡しし、翌日に事務所に返却） 

・長机×１~2 個 

・パイプイス×２個程度 

 



○出店位置は主催者が決定し、実施日までに通知します。 

○食品衛生法に基づく許可と露天営業の申請が必要なものはあらかじめ出店者側で許可を 

受けてください。また、食品の販売に必要な表示（名称・原材料・食品添加物名・消費期限または賞味

期限・製造者等）は確実に行ってください。その他、出店者個々の営業に必要な許認可は、出店者側で 

対応を行ってください。 

 ※申請先 

粕屋保健福祉事務所 〒811-2318 糟屋郡粕屋町戸原東１-７-２６ 

          電話：０９２－９３９－１５２９  

   ●臨時営業許可申請の際の住所登録は 

   ＩＫＥＡ福岡新宮 〒811-0120 福岡県糟屋郡新宮町中央駅前２丁目９−１ 

 

〇火器・危険物・電気の取扱い及び喫煙について 

(1) 火器の利用については、以下のものに制限をさせていただき、使用願います。 

・カセットコンロ及びガスボンベ使用 

・車からの電源取得（ただしエンジンは切ること） 

(2) カセットコンロの周囲には、可燃物を置かず、十分に周囲のものを離してください。特に、調理時

の油の飛び跳ね跡や食材くずなどを残すことなく、各自清掃を徹底的にお願いいたします。 

(3) 火器・危険物等の取扱には十分注意して下さい。 

(4) 火器を使用する１区画ごとに消火器１個を必ずご用意をお願いします。 

  （使用有効期限内の消火器を使用すること） 

(5) ブース内以外での火器使用は厳禁です。 

  (6) 駐車場内は禁煙です。喫煙は、指定された店舗入口近くの喫煙所でお願いします。 

 

【禁止事項】 

・発電機の利用は燃料式・ガス式とも禁止です。（排気ガス排出抑制のため） 

出店スペースの駐車場内を破損させた場合は、自己負担により現状回復を行うものとする。 

・各ブース周りでの喫煙は禁止です。 

 

〇その他追記事項について 

（1）各店舗は、生産者名や問い合わせ先を明確に商品に記載し、クレームや商品についての問い合わせ

が直接イケアカスタマーサポートセンターへ連絡がないように対応をお願いいたします。 

(2)コピー商品など法律に違反する物品や社会通念上ふさわしくないと主催者及びイケアが判断したも

のは販売や宣伝はできません。 

(3)会場内での盗難や破損、事故、または販売商品による食中毒などが発生した場合は、当該出店者の 

責任で速やかに対応し、主催者に報告してください。 

(4)出店に関する事故やトラブル等について主催者は一切責任・保証を負いません。 

(5)販売品目や出店品目の変更を行う場合は事前に主催者へ申し出てください。 

（6）開催時間中は、会場内で車両の移動やエリア内への車の出入りはできません。 

（7）よりよいマルシェイベント作りのため、イベント終了後営業報告書の提出をお願いいたします。 



②出店品目 

○野菜、果物、食品加工品、商工業用品、工芸品 

○各種非営利団体等の町民向けＰＲ活動 

○その他主催者及びイケアが適当と認めるもの 

 

③清掃など 

○出店場所及びその周辺は、出店者が責任を持って清掃を行い、販売の際に発生したゴミ等 

 については出店者が責任を持って回収し、持ち帰ってください。 

 また、飲食ができるものを提供する場合は各出店者でゴミ箱の用意をお願いします。 

 イベント終了後、必ず清掃作業とゴミが落ちていないかの確認作業をお願いします。 

○当日の気象変化の対応については、出店者側で行ってください。 

 

④開催中止 

○天候不良、落雷等に際は、開催を中止する場合があります。なお、開催の中止の決定は主 

 催者側で行い、開催当日の 2 時間前に決定します。中止の確認は、 

おもてなし協会（新宮町観光案内所）TEL:092-981-3470 にお問い合わせください。 

○予備日での開催はありません。年間開催予定スケジュールカレンダー通りでの開催日を予定しており

ます。また、開催中止の場合に生じる損害については、主催者及びイケアは補償しません。 

 

⑤出店の取止めと個人情報 

○暴力団排除のため、出店者の個人情報を警察に照会することがあります。出店者が暴力団員又は暴力団

密接関係者と認められたときは出店できません。また、登録後暴力団員又は暴力団密接関係者と認めら

れたときは登録を取り消します。また、政治的・宗教的活動行為は禁止します。 

○主催者側の指示や出店規約を遵守しない場合は、主催者の判断で出店取止めて頂くことがあります。 

○無断での出店キャンセルや、出店に関するルールを守れないなどの事例が発生した際は、以後の出店を

認めない場合があります。 

○登録および出店申込でいただいた個人情報は厳重に保管しますが、他の事業への参加の案内等に使用

する場合があります。 

○撮影した写真等の肖像権は、すべて主催者に帰属し、記録等も含めてテレビ・新聞・雑誌・インター 

ネット等へ掲載する場合があります。 

 

⑥イケアからの重要なお願い 

○出店後に購入者より主催者側へ出店者に関する問い合わせがあった場合は、連絡先を購入者側へお伝

えいたしますので、販売の際に、連絡先が来場者へ分かるように表示をしてください。また、購入した商

品に関する問い合わせが、イケアカスタマーサポートセンターへ連絡が行くことがないように、各店舗の

情報（レシートや店舗紹介カードなど）をお客様にお渡しをお願いします。 

 

 

 



【出店当日・準備中要提出】 新型コロナウイルス感染防止チェックリスト 

 

マルシェイベント開催にあたり、以下の内容をご理解いただき順守していただくことをお願い致します。 

 

・各店舗の全スタッフは、開店前に検温や体調チェック確認票の記入をし、主催者係員へ提出をお願い致

します。 

・各店舗の全スタッフは、マルシェイベント開催中はマスクやマウスシールド等の着用をお願いします。 

・各店舗の全スタッフは、こまめに手指消毒及び各店舗の消毒作業をこまめに行ってください。 

・各店舗ごとに、アルコール除菌消毒の設置をお願い致します。 

・各店舗の全スタッフは、大声で話したりしないようにお願い致します。 

・各店舗の全スタッフは、お客様とのなるだけ非接触となるように（お金の収受はトレー等を使う、各種

端末を活用した決済システムを使うことを推奨）心掛けてください。 

・各店舗の責任者は、店舗内のスタッフへの感染症対策に関する指示徹底をお願い致します。 

 

使用者 申請者氏名   

住所   

連絡先（電話番号）   

店舗名   

 

※過去 14 日間において、下記の内容にチェックをお願い致します。 

確認項目 はい いいえ 

1、平熱を超える発熱がありましたか？ □ □ 

2、咳、のどの痛みなどの風邪の症状がありましたか？ □ □ 

3、だるさ、倦怠感、息苦しさ（呼吸困難）がありましたか？ □ □ 

4、嗅覚や味覚の異常がありましたか？ □ □ 

5、体が重く感じる、疲れやすいなどの症状がありましたか？ □ □ 

6、新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がありましたか？ □ □ 

7、過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期限を必要とされる国、 

 地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がありましたか？ 

 

□ 
 

 

□ 

 

 本日の体温は        ℃ です。 ※検温をお願いいたします。 

 

記入日  令和  年  月  日 

署名                 



 しんぐうマルシェ＠IKEA 福岡新宮 出店申込書 

令和    年    月    日 

一社）新宮町おもてなし協会 殿 

１．開催日時 令和 3 年 4 月 10 日（土）０９：３０～１５：００ 

  より月 2回程度、（年間 21 回程度開催予定） 

      （準備は９：００から、片付けは１５：３０に完了すること。） 

２．会場  IKEA 福岡新宮内 駐車場スペース（カインズ・アクア新宮交差点側区画）  

３．出店料  無料／1 区画 （２０２１年度は無料にて実施いたします） 

        ※出店規約に則って出店することに同意して、出店を申し込みます。 

        ※食品衛生法に基づく許可の必要なものは、事前に申請致します。 

        ※指示した区域以外の出店及び販売は致しません。 

 （協会記入）受付日     出店可否 

   /      可・否 

事業所名 
事業者名（店舗名） 

代 表 者
（フリガナ）

名                     印 

事業所住所 
〒    － 

福岡県 

当日来場者 

（フリガナ） 

氏   名 

※許可証の郵送希望先が上記と異なる場合は、住所も記入してください。 

当日来場者 

連 絡 先 

（電 話）（     ）      － 

（ FAX ）（     ）      － 

（携 帯）     －        － 

車 両 

※会場内への乗り入れは、自動車１台に限ります。 

車種 

車両ナンバー 

出品する物 

商品 

（具体的に） 

 

※お申込・お問い合わせ 新宮町おもてなし協会  

〒811-0120 福岡県糟屋郡新宮町中央駅前２丁目１－３ 新宮ステーションビル３０１ 

 ＴＥＬ：０９２－９８１－３４７０ ＦＡＸ：０９２－９８１－３４６９ 

 



【マルシェ終了後要提出】    営業報告書 

記入日：令和  年  月  日 

 

店舗名：            

 

本日の来店者数            名 

 

本日の売り上げ            円 

 

 ・よく売れた商品（複数回答可）                      

 

 ・あまり売れなかった商品（複数回答可）                    

 

 

何か困ったことや気づいた点（よりよいマルシェ作りのため正直な気持ちや感想をお願いします） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催者側へ要望や改善点（よりよいマルシェ作りのため正直な気持ちや感想をお願いします） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回開催は、    月    日 を予定しております。 

 

出店希望   あり ・  なし  （なしの場合の理由                   ） 


