イナズマフードGP ２０１9

飲食出店申込書

［お申し込み締切日：5/13（月）必着］

出店要項の全ての項目に同意し内容を厳守します

代表者署名

ふりがな

●会社・個人・団体名 ：
ふりがな

●出店店舗名

：

●代表者名

：

●住所

：〒

●TEL

：

●ホームページ

： あり ・ なし ・ http://

●Ｅ-mail

：

●当日担当者名

：

●当日スタッフ人数

：

●FAX

：

●携帯（当日担当者）：

●手数料徴収後売り上げ入金口座
銀行名：

支店名：

口座番号：

口座名義（カタカナ）
：

●出店詳細 ※商品写真はメールまたは郵送にてお送りください
メニュー名：

食数：

食

販売価格（500円以上）
：

円

販売価格（600円以上／100円単位）
：

円

主な食材（何を使っているか）
：

トッピングがある場合

●メニューに対する自己PR（140文字以内）※SNSやチラシなどでそのまま掲載します

●前日9日の搬入を

： 希望する ・ 希望しない

当日搬入される機材をご記入下さい。

お申し込み先

イナズマフードGP 実行委員会

e-maill:inazumafoodgp@nef.co.jp FAX:077-565-4466
〒525-0071草津市南笠東1丁目14-36エルミナコート南草津2F 株式会社エヌイーエフ内
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1.出店資格
●イナズマロック フェス 2019に出店し、出店商品を滋賀の名産にしたい！という思いのある方
●飲食店の実店舗がある個人様または法人様（営業許可証を所有している方）、市町村・商工会議所・商店街連盟など各種公的団体の推薦を受けられた方、および団体様。
（滋賀県外の出店者様は滋賀の食材を使っていただく必要があります。滋賀県内の方はその限りではありません。）
●団体で応募される場合は、衛生責任者を１人設置してください。
（メンバーに20歳以上の方がいない団体の場合は、20歳以上の方が衛生責任者になる必要があります。）
●来場者の投票により20位以内に入賞された場合、2019年9月21日・22日のイナズマロック フェスに出店出来る方。
（草津市に実店舗のある出店者は全体で20位までに入っていない場合も草津市の出店者の中で上位4位まではイナズマロック フェスに出店できます。
よって２０位以内に入って
いない草津市の出店者が繰り上げになった場合は、
その繰り上げ件数分、全体の20位までに入った出店者が下位から順に繰り下げになります。
あらかじめご了承ください。）
※イナズマロック フェスの出店料は2日間で150,000円
（税別）+ロイヤリティ10%
※2019年3月時点での予定です。
イナズマロック フェス 2019の規定に準じます。
※イナズマフードGPのグランプリを獲得された店舗様は出店料全額免除、
ロイヤリティのみお支払い頂きます。
※準グランプリの店舗様は出店料半額免除＋ロイヤリティとさせていただきます。
2.開催場所・開催期間
●YMITアリーナ
（野村公園体育館）
●2019年8月10日
（土）10時〜20時45分／8月11日
（日）10時〜20時45分（雨天決行・荒天中止）
※当日の中止はAM６時までに決定します。
それ以降は当日の状況を見て随時判断させていただきます。
中止の際はホームページにて発表させていただきますのでそちらでご確認ください。
※金券チケットは当日9時45分より販売開始いたします。
3.販売ブース
●販売ブースは野村運動公園体育館前の駐車場（屋外）に設置します。
●販売ブース基本規格：テント間口2700mm×奥行き3600mm
●出店料に含む付属設備：テーブル（1800mm×450mm×700mm）2台・パイプ椅子2脚・電源100V

2口（電気配給500W）

※規定以上の電気を使用する場合は、出店申し込み時の事前申告が必要となります。200Vの電源のご用意はありません。
また200Vの電源を自身でご用意されての出店も出来かねます。
※規定または申告された電気量を上回る電気を使用した場合は発覚した時点で販売中止とさせて頂きます。売上金の返金も一切致しません。
●店舗の看板は実行委員会のほうで設置させていただきます。看板のサイズ等は添付図でご確認ください。
●看板の照明はご自身でお取り付けください。
●のぼりの取り付け、
ブース前の設置は禁止とさせていただきます。
※近年様々なイベントで落雷、看板やのぼりが風で倒れる等の事故が多発していますのでご理解ください。
※メニューなどをテントに貼り付ける場合は紙テープ以外でお願いします。取れなくなった場合は出店者様に弁償していただきます。
●ブース装飾は充分な強度と安全性の確保にご注意ください。
●イベント当日、実行委員会の方で並ばずに買えるVIPパスというものを発売しますので、専用窓口を設置し、
そのお客様が来られた場合は優先的に販売して下さい。
●VIPリストバンド
（10日ブルー、11日ピンク）
を着用された来場者様専用の販売箇所をテントの横側に設けて下さい。
VIPリストバンドを提示された来場者様には、
どれだけ列が出来ていても、必ず一番先に販売して下さい。
（テントに掲示する
「VIP専用売場」のパネルは実行委員会でご用意致します）
●各出店者様のブースに電子マネー端末を設置します。使用方法などは出店者説明会でご説明させていただきますので、電子マネー決済のご対応をお願いします。
4.会場の設備・什器等
●ガスコンロ・冷凍冷蔵設備・什器・調理器具・食材・販売用食器・試食用食器等は、出店者様がご用意下さい。
（一部レンタル備品をご用意しています。
ご希望の場合は別紙備品申込書にご記入の上、
メールかFAXでお申し込みください。
●使い捨て容器を利用する場合は、
できるだけ土に返せるリサイクル素材を利用して下さい。
●出店ブース内・出店ブース周りの地面は、必ずビニールシートなどを敷いて養生してください。
油を使われる出店者様は油を通さない素材のシートを敷いて養生してください。
イベント終了後油などで汚れていた場合清掃代をご弁償いただきます。
●テントその他付属設備を損傷された場合、出店者様負担にて実費をご弁償いただきます。
●製造5年以内の消化器を必ず設置して下さい。
●LPガスは佐倉燃料（０７７−５７２−０３７３）へ直接お問い合わせください。
5.出店条件等
●実演販売をしてください。
●１ブース１品のみの販売に限らせていただきます。複数の種類、
または出店申込書で申請した商品以外は販売できません。
トッピング、サイズアップは100円単位で可とさせていただきます。
（現金での販売は不可）
●飲料、かき氷、
スイーツ全般の販売はできません。
それに類似した物の販売も禁止とさせていただきます。
●生物（なまもの）の販売は出来ません。※詳しくは各自保健所にご相談下さい。
●ご用意頂く食数に関しましては各店舗様におまかせいたします。
●100円単位の金券チケットと電子マネーでの販売となります。現金販売は出来ません。
（下限は500円、上限はありません。※消費税込価格）
●商品の値引きに関しては禁止とさせていただきます。
※現金での販売、値引き販売が発覚した場合、
その時点で販売中止とさせていただきます。
また売上金の返金も一切いたしません。
イナズマロック フェスへの出店権も与えないものとさせていただきます。ルールの厳守にご協力ください。
●報道陣の取材にはご協力ください。
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6.出店料等
●出店料：2日間 70,000円
（税別）＋ 看板制作費・設置費 20,000円
（税別）=合計90,000円
（税別）
●いかなる理由であっても出店決定後のキャンセルはできませんので予めご了承ください。出店料の払い戻しも致し兼ねます。
●金券チケットでの販売分は、
ロイヤリティとして売り上げの10％を徴収し、
イベント終了後2週間以内に90%を事務局から振り込みにてお支払い致します。
※振り込み手数料はご負担いただきます。
●電子マネーでの販売分は、
ロイヤリティ15%（電子マネー決済手数料分含む）
を徴収し、
イベント終了後2週間以内に85%を事務局から振り込みにてお支払い致します。
※振り込み手数料はご負担いただきます。
●イナズマロック フェスへの出店権を獲得した店舗につきましては、上記ロイヤリティ+順位に応じたイナズマロック フェスの出店料を差し引いた売上額を事務局から振り込みにて
お支払い致します。
※振り込み手数料はご負担いただきます。
●荒天により主催者が中止を決定した場合出店料は日割りで返金いたします。1日の途中で中止になった場合、
その日の分の返金は致し兼ねますので予めご了承ください。
※振込手数料はご負担いただきます。
●出店および開催が中止になったことにより生じた派生的・付属的・間接的損害について、実行委員会では一切責任を負いません。

7.出店申し込み方法・締め切り
●申し込み締切り日：2019年5月13日
（月）必着
●ご郵送、
またはメールにて、
申込書と商品写真をお送りください。
●メールの場合：inazumafoodgp@nef.co.jpまで出店申込書と商品写真を締め切り日までにお送りください。
●郵送の場合：イナズマフードGP2019実行委員会
〒525-0071草津市南笠東1丁目14-36エルミナコート南草津2F

株式会社エヌイーエフ内

出店申込書と商品写真（データCDもしくはデータDVD）
を申し込み締切り日までにお送りください。
（PR文章、写真がない場合、写真サイズが足りない方の出店はできません。）
●出品商品の写真は看板やポスター等に掲載します。横写真限定とさせていただきます。
※縦写真は看板に使用できません。写真サイズは横2000px×縦1500px以上でお願いします。
●プロのカメラマンによる撮影を希望の方は1万円
（税別）にて承りますのでご希望の方はできるだけ早めにお申し付けください。

8.出店者の決定
●約40店舗を予定。2019年5月13日
（月）
までの出店申し込み後、5月20日
（月）
までにメニュー内容などを基に、実行委員会で選考させていただき、
出店決定の店舗様のみ出店決定のご連絡をさせていただきます。
※審査内容については一切お答えできませんので、予めご了承ください。

9.営業許可申請等
●保健所へのイベント当日の催事営業許可申請については、実行委員会が一括して行います。判断が微妙な場合直接相談していただく場合がございます。

10.ゴミ処理等について
●出店者様で出たゴミは必ず各自お持ち帰り下さい。会場のゴミ箱はご利用いただけません。
●出店ブース内・出店ブース周りの清掃を徹底してください。
●会場内の水道で調理器具などの洗浄は禁止とさせていただきます。残り汁なども絶対に流さないでください。
●テントのバックヤードなども、
ゴミ・残汁・油・什器を洗浄した水などを絶対に流さないでください。
※上記のルール違反が発覚した場合は売上金の返金は一切致しません。
イナズマロック フェスへの出店権も与えないものとさせていただきます。
（イベントの翌日にチェックさせていただきます。）

11.投票方法、バトルについて
●本部が運営する金券販売ブースにて100円×10枚綴りの金券を購入された来場者には、専用投票用コインを１枚お渡します。
●電子マネーでの販売のみ出店者ブースで直接ご購入いただける仕組みとなっています。
電子マネーでご購入されたお客様には1品につき専用投票コイン1枚を必ずお渡しください。
●来場者が一番美味しいと思ったお店の投票箱にコインを入れてもらいます。
● 11日の19時45分には開票し、1位と2位の出店者を順にお呼びしますので、代表者1名様は速やかにステージにお上がり下さい。
3位〜20位までの発表は翌日中（予定）にホームページにて発表させていただきます。
●イベント終了後（1日ごとに）、売上報告の用紙にご記入の上本部にお越しください。販売されたチケットも数えやすいようにまとめていただき本部にお持ちください。
●来場者がイナズマフードGPで使い切れなかった金券を滋賀県内に実店舗をお持ちの出店者様のお店で使えるという仕組みを取っています。
あらかじめ金券が利用できるように店舗様の方でご準備をお願いします。なお有効期限は2019年9月30日までになります。
その後回収したチケットを2019年10月14日までに実行委員会にお持ち頂くか郵送していただければ、
ロイヤリティ10%を差し引いた90%を2019年10月31日までにお振込致します。
※振り込み手数料はご負担いただきます。
●あらかじめ決まった数の投票コインを出店者様にお渡ししますので、
イベント終了後1日ごとに残りのコインを本部にお返しください。
くれぐれも販売された数より多くお客様にコ
インを渡さないでください。
もし販売された個数よりも多くなくなっている場合、罰則としてその差異分は販売価格の500%を徴収します。
例：あらかじめ投票コインを200枚渡す→電子マネーで100個販売（販売価格@500円）→100枚あるはずの余りのコインが70枚しかない
→差異の30枚分、500円×30枚×500%＝75,000円を徴収します。
●イベント終了後までにコインがなくなりそうになった場合、
その旨を早めに本部にお伝えください。補充分をお渡しします。
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12.搬入搬出ルール
●出店者駐車場のご用意はございません。近隣の有料駐車場をご利用ください。
●搬入搬出の際、会場に乗り入れ可能な車両は各出店者様につき1台です。
●10日の搬入は、7時30分〜8時45まで車の乗り入れが可能です。 その間、一般道での待機、路上駐車は絶対に行わないでください。
●11日の搬入は、8時30分〜9時30分まで乗り入れが可能です。
その間、一般道での待機、路上駐車は絶対に行わないでください。
●両日、車を乗り入れての搬出は21時〜22時まででとします。
●11日
（日）完全撤収の際、清掃状況を当方で確認後、解散となりますので清掃後本部にお声掛けください。
※会場の規約上22時には完全撤収してください。 ※時間厳守でお願いします。
※11日の撤収作業が間に合わない場合は12日 9時〜9時30分の間で撤収してください。
●ハンドキャリーでの搬出は常時行っていただけます。
●事前にお申込みいただいた出店者様に限り前日
（9日、14時〜17時）の搬入を受け付けます。別紙にてお申込みください。
●両日9時30分から体育館内ステージ前にて１０分間ほどの朝礼をさせていただきます。出店者様のスタッフの方全員のご参加をお願いします。

13.その他詳細・注意事項等
●反社会的勢力ではないこと、および反社会的行為を行わないこと。
●販売ブース以外での販売はできません。
●調理・販売等、
ブースの運営、行列の整理は出店者が責任を持って行ってください。
●交通費・宿泊費等は実行委員会では負担いたしません。
●衛生面・火気の扱い、熱中症等によるスタッフの健康状態、接客対応、行列の整理など出店者は安全管理に十分に配慮してください。
●過度の呼び込み行為は禁止させていただきます。なお、19時以降は呼び込みの声出し自体を禁止させていただきます。近隣にお住いの方への配慮としてご協力をお願いします。
●販売の不正・電気関連の不正・社会的マナー違反など、実行委員会が不適当と判断した行為があった場合は、出店を中止していただきます。
これによって生じた損害について実行委員会は一切責任を負いません。
●出店者の行為により事故等が生じた場合は、出店者の責任において解決するものとし、実行委員会は一切の責任を負いません。
●衛生面を徹底して頂くため、石鹸での手洗いを徹底して下さい。
●食中毒の予防を徹底してください。食中毒が発生した場合、食中毒の原因が特定されたその飲食店様に賠償責任を負っていただきます。
●近年、
自身でチケットを購入し自身でコインを投票するという行為が目立っています。
イベントの趣旨に沿わない行為ですので今年から禁止とさせていただきます。

VIPリストバンド
［項3］

販売ブース看板サイズ
［項3］

2700

200
2000

投票用コイン
［項11］

900

1800

1800

