
【出店募集要項】 

 

 
1. 年間開催日時 

下記のとおりとなります。 

下記の開催時は出店料及び時間の内容が異なります。 

No.2.3は、仮日程となっております。確定しましたら変更いたします。 

１．No.2・・・おもてまち七夕まつり 

   ２．No.3・・・ひたちなか祭り（２日間） 

 

2. 会場 

表町パーキングTA・MA・RI・BA （茨城県ひたちなか市表町６番４号） 

ＪＲ勝田駅から徒歩６分 

※一部市道「おもてまち通り」を交通規制し、イベント会場（歩行者天国）と

なります。 

 

3. 参加資格 

満１８歳以上の個人または団体で、別紙「出店規約」を遵守し、勝田

TAMARIBA 横丁の趣旨に賛同して、御協力頂ける方 。 

学生による団体出店は、学生証を提示願います。 

 

4. 出店スペース及び出店料 

項目 スペース 出店料 手数料 テント おもし 

FOOD 3.0×3.0 5,000 円 10% 貸出 貸出 

COMPANY 3.0×3.0 5,000 円 - 持込 持込 

CRAFT 

WORKSHOP 

3.0×3.0 3,000 円 - 持込 持込 

2.0×2.0 2,000 円 - 持込 持込 

 

 オプション テント1.8 1脚 1,000円 テーブル 1脚 1,000円 イス 1脚 250円

笑い、楽しい、元気いっぱい 

ひたちなか 

NO  回数 開催日 開催時間 設営 ・ 撤去 

１  第50回 6月12日（日） 10 時～15 時 9時 ・16時 

2  七夕 7月  2日（土） 14 時～21 時 12 時・21 時 

3  祭り 8月20日（土） 1５時～21 時 12 時・21 時 

  〃 8月21日（日） 12 時～21 時 10 時 ・２1 時 

4  第51回 9月11日（日） 10 時～15 時  9 時 ・16 時 

5  第52回 12月11日（日） 10 時～15 時  9 時 ・16 時 

6  第53回 3月12日（日） 10 時～15 時  9 時 ・16 時 

 



 

5. 施設および設備の使用、その他 

 

※オプションとなっている各備品については、レンタルとします。 

 また、まちのPRによる公共機関等の出店の場合は、上記４,５は該当しない。  

5-1 出店者専用駐車場 

  各自近隣の駐車場に駐車していただきお願いいたします。 

5-2 火気設備 

火気を使用する場合は、消火器を必ず持参して備えつけて下さい。 

※事前に申請が必要です。 

5-3 電気設備 

発電機、電源コード等は出店者で用意して下さい。 

なお、電源の供給は致しませんのでご了承ください。 

また、発電機をご利用の際は消火器を持参して備えつけて下さい。特に火器を扱

う出店者は備えてください。（期限切れ内容に確認してください。） 

※事前に申請が必要です。 

5-4 水道設備 

水道は原則使用できません。ポリタンクやバケツ等を利用して持参し、 

汚水はお持ち帰り下さい。 

※事前に申請が必要です。 

 

6. 申込書類 

FOOD：①～⑤ 企業・CRAFT・WORKSHOP他：①～② 

① 出店申込書（全項目必須） 

② 本人（代表者）確認書類の写し（運転免許証、健康保険証など） 

③ 飲食物を提供する店舗の申請書（全項目必須） 

④ 腸内細菌検査報告書の写し（発行から１年以内のもの） 

⑤ 飲食店営業許可証の写し（有効期限内のもの） 

 

7. 受付期限および申込方法 

通常は、当開催日の８日目から次回開催の出店申込をホームページからスター

トし、申し込期間２１日間となります。 

FOOD

飲食

COMPANY

企業

CRAFT

WORKSHOP

物販

FOOD（飲食店）エリア【スペース3.0×3.0テント付き】

テント貸出所からテント/水おもし（２個）を預かり設営し、終了後は速やかに貸出所へ返却し撤
収して下さい。キッチンカーは指定場所へ駐車してください。
料金：出店料＋売上10％
手数料：自己申告となります。イベント終了後、速やかに会場本部スタッフに申告して下さい。

COMPANY（企業）エリア【スペース3.0×3.0】

テント/水おもし：各自用意したテントを設営し、終了後は速やかに撤去して下さい。
テントのカラーは各出店者のカラーとし、運営側が制限を設けることはありません。

CRAFT＆WORKSHOP（作家）エリア【スペース3.0×3.0　2.0×2.0 】

テント/水おもし：各自用意したテントを設営し、終了後は速やかに撤去して下さい。
テントのカラーは各出店者のカラーとし、運営側が制限を設けることはありません。
スペース：２パターン　どちらかを希望してください。９㎡（3.0×3.0）　４㎡（2.0×2.0）

スペース3.0を希望された出店者は、出店者の情報をホームページ等に掲載し、SNSでも配信。

cooperation

協賛

イベントの趣旨に賛同していただける出店者（飲食店・企業）を対象に協賛のお願い申し上げま
す。
詳細については、別紙参照願います。
協賛していただいた出店者のPRをホームページ等に掲載し、SNSでも配信。また、出店の数が制
限超になった場合、優先して尚且つ会場の出店位置も考慮いたします。



 

ホームページ以外からの申し込みは下記のとおりとなります。 

① 窓口（原本のみ） 

② 郵送（原本のみ） 

③ FAX（当日は必ず原本をお持ちください） 

④ 電子メール（当日は必ず原本をお持ちください） 

 

8. お申込み・お問合せ先 

ひたちなかまちづくり株式会社 

「勝田TAMARIBA横丁」宛 

〒312-0047 茨城県ひたちなか市表町８番８号 にこにこプラザ２階 

TEL：029-353-3181  FAX：029-353-3182 

E-mail：info@hcdi.jp   

HP：http://hcdi.jp/tamariba.html 

 

9. 出店料のお支払い 

お申し込み時にお支払いください。 

お申込日を含む３営業日（土日祝祭日を除く10:00〜16:00）以内に、一括に

てお支払いください。なお、期日を過ぎてもご入金が確認でき無い場合、お申

し込みはキャンセルとなります。なお、お支払後のキャンセルや変更はできま

せん。また、原則として出店料の返金は出来ません。 

 

【お支払い方法】 

① お振込：振込手数料はご負担ください 

振込先：常陽銀行 ひたちなか支店 普通預金 2270908 

       口座名義 ひたちなかまちづくり株式会社 

                    代表取締役 小野 修（オノ オサム） 

 

② 現金：事務局までお越しください（土日祝祭日を除く10:00〜16:00） 

  所在地：茨城県ひたちなか市表町８番８号 にこにこプラザ２階 

TEL 029-353-3181 FAX 029-353-3182 

 

10. 申込み後の対応 

出店者案内等の資料を後日、郵送または電子メールにてご案内します。 

なお、ご申告頂いたメールアドレスが携帯電話の場合、パソコンからのメール

を受信できる設定にしてください。 

悪天候、社会情勢、天災等による開催の中止に関する連絡は、当日の朝（7：０

０）に弊社ホームページにてご案内します。 

※台風等による悪天候以外は、開催いたします。 

なお、雨、風でも開催いたしますが、商品等に支障が出る出店の場合について

は、出店者の判断になります。その場合、出店料の返金はございません。 

当日のお問い合わせ、その他の対応は本部受付のみとさせていただきます。 

 

11.勝田TAMARIBA横丁 出店配置図及び搬入出経路 

出店配置図及び搬入出経路については、開催当日の１０日前までには、資料を送 

付いたします。 

mailto:info@hcdi.jp


         「勝田 TAMARIBA 横丁」出店申込書  2021-2022版 

（フリガナ） 

申込者氏名 

 
（フリガナ） 

代表者氏名 

 

  

（フリガナ） 

出 店 名 

 

 

住    所 
〒    - 

 

連 絡 先 
電話番号    （   ）     携帯番号    (   )     

メール： 

希 望 日 
※出店希望日を全て

選択してください。 

□ 第50回（6月12日）    【※  □ （7月2日） □ （8月20日/21日） 】        

□ 第51回（9月11日）□ 第52回（１2月11日） □ 第53回（3月12日）  

※七夕、ひたちなか祭りは別申込となります。 

(協賛FOOD店は優先して出店対象となります) 

申込内容 
※希望する項目を選択

してください。 

【クリエーター部門】 

□ CRAFTWORKSHOP ：3.0×3.0 テント持込 １張 3,000円 

□           ：2.0×2.0 テント持込 1張  2,000円 

【企業部門】 

□ COMPANY     ：3.0×3.0 テント持込 1張 5,000円 

【飲食部門】 

□ FOOD  テント    ：3.0×3.0 テント貸出 １張 5,000円 (手数料 売上１０％) 

      キッチンカー：全長   m 幅   m       5,000円 (手数料 売上１０％) 

□ テント:1.8m1,000/脚 □テーブル:1,000円/脚 □椅子:250円/脚 ※全て消費税を含む 

出店内容 

※販売するもの全て記

入下さい。 

種別 売価（予価） 物販に関する保証の有無、及び保証内容 

記入例 アクセサリー小物 ３００〜２,０００円  不良品の返品、交換は無償にて対応。自損は不可。 

① 円    

② 円    

③ 円    

持込備品 

※該当する項目を全て

選択してください。 

1.電気機器：□ 無・□ 有：ホットプレート等                      

2.火気器具：□ 無・□ 有：ガスコンロ等                              

 ①発電機の持込（ □ 無・□ 有 ） ②ガソリン携行缶の持込（ □ 無・□ 有 ） 

 ③ガスボンベ、及びカセットボンベの持込（ □ 無・□ 有 ）※重要：期限確認 

  ※火気及び加熱する器具を使用する場合は、必ず消火器を持参し設置してください。 

3.配布物等：□ 無・□ 有：チラシ等                              

4.その他の備品：□ 無・□ 有：テーブル等                                 

裏面の「出店規約」及び「募集要項」をよくお読みのうえ、代表者は下記同意書に記名捺印して下さい。 

同 意 書 

ひたちなかまちづくり株式会社 御中 

私は、本出店申請にあたり、出店規約および募集要項に記載された内容に同意し、これを遵守致し
ます。万一、諸問題が生じた場合には、速やかにその解決にあたり、会場関係者や主催者等に一切の
迷惑をお掛け致しません。 

令和   年   月   日 

住所 

氏名 ㊞ 
※ご記入頂いた個人情報は、勝田 TAMARIBA 横丁の運営の目的のみに利用し、それ以外の目的での利用はいた

しません。また、個人情報をご本人の同意なしに第三者に開示、提出することはありません。 
 



                                              

 

 

 

 

「勝田ＴＡＭＡＲＩＢＡ横丁」 出 店 規 約  

 

 本規約を必ずご一読のうえ、内容を十分にご理解ご承諾いただき、「勝田ＴＡＭＡＲＩＢＡ横丁」の一員として円滑かつ安全な運営にご尽力頂き、

出店者間の公平性を保ち、他の出店者や来場者に迷惑をかけず、法令や社会秩序を遵守し出店してください。また、イベント会場内の環境整備や治

安維持に随時注力し、衛生的で安心安全な運営をお願い致します。 

 

１．出店に関する事項 

(1) 当日は必ず出店許可証を持参して下さい。 

(2) 主催者のスタッフ、警備員の指示に必ず従い、タイムスケジュールに則って運営して下さい。 

(3) 店舗名が分かる看板等をご用意いただき、店舗前面に掲示ください。 

(4) 出店者は原則として、申込者本人に限ります。なお、必要に応じて身分証明書等を提示して頂く場合があります。 

(5) 出店場所は主催者が指定します。指定場所以外での出店は出来ません。また、主催者の許可なく出店者同士が出店場所を譲渡、交換する事は

出来ません。 

(6) 会場や運営の都合上、やむを得ず出店場所を変更する場合があります。 

(7) 電化製品、機械類および高額商品、ブランド品を販売する場合は、保証書またはご自身の連絡先を必ず購入者にお渡し下さい。 

(8) にわか雨等、天候の急変への対策は、各出店者が必要に応じて行って下さい。テント幕などの備品は、各出店者がご用意ください。 

(9) 出店者が故意又は過失により発生した会場施設や貸与備品の損傷、汚損に関して、当事者が損害の全費用を負担して原状回復して頂きます。 

(10) 物品や金銭の管理は、各出店者の責任において行って下さい。また、物品や金銭の取引、事件事故等の対応は、当事者間の責任において行っ

て下さい。主催者は前記トラブルについて関与せず、盗難等の弁済責任を負いません。 

(11) 店舗内で発生したゴミ、又は不要品の持ち帰り、並びに周辺環境の原状回復は出店者の義務とします。 

(12) 店舗で使用する備品、並びに電源用の発電機、コード類は全て出店者側で持参してください。また、発電機及び火気を使用する店舗は、必ず

消火器を持参し設置してください。用意の無い店舗は営業できません。消火器の使用期限を確認してお持ちください。 

(13) 出店時は感染拡大防止の協力に伴い、消毒の設置及び感染対策防止推奨等の案内板の設置などをお願いいたします。 

 

２．搬入出に関する事項 

(1) 搬入出経路は係員の指示に従い、進入及び退去してください。 

(2) 出店場所に車両を乗り入れての搬入出、会場周辺道路の駐車禁止区域に車両を駐車しての搬入出は出来ません。指定した場所から台車等を利

用し、搬入出して下さい。 

(3) 搬入出時は事故防止に努めて下さい。人身事故、車両の破損など駐車場および会場周辺道路等での事故について、主催者は一切責任を負いま

せん。 

(4) 搬入時間に遅れた場合、出店出来ない場合があります。 

(5) 営業中は発電機への給油、並びにガソリン携行缶の持ち込みは出来ません。 

 

３．禁止事項：以下の販売および行為を禁止します 

。 

(1) 社会通念上不適当と思われるもの、わいせつ物など公序良俗に反するもの、および法令に抵触する物品の持ち込み、販売、および行為。 

(2) 偽ブランド品やコピー商品などの違法商品、盗品、危険物、医薬品、化粧品の場内への持ち込み、および販売。 

(3) 射幸心を煽るくじ引き、カード類の販売。 

(4) 同じ種類の品を大量に販売する行為。（FOOD、COMPANY、CRAFTWORKSHOPを除く） 

(5) 飲料および食品の販売。（FOODを除く） 

(6) 主催者の許諾を得ていないチラシ配布、アンケート回収、契約行為、勧誘および企業広告的な内容等の出店。 

（COMPANY、CRAFTWORKSHOPを除く） 

(7) 開催時間前の物品や金銭の取引、および開催中の場内で、他の出店者から購入した物をご自身の出店場所で転売する行為。 

(8) 遅参、早退、指定外スペースの占有、拡声器等の使用、申請外品目の販売、および強引な販売行為。 

(9) 主催者が不適当と判断したものの販売、行為。 

 

４．中止に関する事項 

(1) 天候や会場の都合により、開催が中止となる場合があります。また、開催決定後も天候の急変、社会情勢、天災等により、やむを得えず開催

を中止する場合があります。 

(2) 開催の中止は、当日の朝７時にホームページにて掲載します。なお、掲載時間の遅れがあることをご了承ください。 

(3) 開催の中止決定後は、天候が回復した場合でも開催しません。 

(4) 当日の天候や運営の都合により、開催時間を変更する場合があります。また、必要に応じて待機して頂く場合があります。 

(5) 開催中止により生じた派生的、付随的、間接的損害（営業上の利益の損失や損害を含む）について、主催者は一切責任を負いません。 

 

５．その他 

(1) 開催に関して 

本イベントは諸事情により、開催日時が変更になる場合があります。 

(2) 駐車場について 

各出店者による判断と責任で近隣の駐車場に駐車してください。 

(3) 記録（画像・映像等）の取り扱いについて 

主催者ホームページを始めとする広報を目的として、場内を撮影する場合があります。ご協力をお願いいたします。 

(4) ご自身の出店場所および周辺の清掃を必ず行い、ゴミ、売れ残り商品等は出店者が持ち帰り処分して下さい。出店場所への放置、帰宅途中で

の投棄は厳禁とします。 

(5) その他 

プロ店舗（露天商等）の出店、並びに法令の定めにより、反社会的勢力の出店はお断りいたします。また本人確認のため、警察当局に照会す

る場合があります。 

 

 以上、本規約を遵守できない場合や、お客様や近隣からのクレーム、並びに他に迷惑をかける行為などを行った場合は、会場より退場して頂き、

今後の出店をお断りいたします。 
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