Night

Fantasy

Illusion 開催に関するお知らせ及び注意事項

Night Fantasy Illusion（ナイトファンタジーイリュージョン）は、日本の白砂青松100選の一つで
ある兵庫県立高砂海浜公園で行われる『花火』を『音楽』と『レーザー』のコラボレーションで打ち
上げられる兵庫県で唯一のイベントです。7,000人限定での当イベントは、公園全体が劇場とな
り、来る人を幻想の世界に誘ってくれます。日本の白砂青松100選の一つである、当公園を市内
外の方々に再認識頂くことで、私達のまち、高砂を活性化することを目的としております。
つきましては、当イベントの趣旨にご賛同頂き、我々と共にイベントを盛り上げていただける方
を募集致します。ご検討の程、よろしくお願い致します。
開催概要
日程

2018年9月8日（土） ※雨天の場合翌 9日 開催

場所

兵庫県立高砂海浜公園 〒676-0031兵庫県高砂市高砂町向島町1710

時間

17:00～21:00 頃
搬入時間 14：00～15:30 搬出時間 入場者退出後 22:30頃を予定

募集店数 約30ブースを予定
出店料

基本料金A（キッチンカー）
基本料金B（テント・照明）
基本料金C（テント・照明・テーブル①・パイプいす②）
基本料金D（テント・照明・テーブル①・パイプいす②・電力使用1500w以下

¥23,000
¥23,000
¥26,000
¥30,000

※電力追加に関しては4,000円/～1500wで準備致します。別途ご相談下さい。
※出店料には企業協賛1口が含まれます。協賛御礼として入場整理券2枚を送付いたし
ます。
※企業協賛を2口頂いた方には、一般入場チケット最大5枚まで購入ご予約が可能な特
典がございます。必要な方はご検討下さい。（別途購入は必要となります）

主催

Night Fantasy Illusion実行委員会

出店条件
・私達の趣旨に共感し、一緒に会場を盛り上げて下さる方
・雨天延期となった場合、翌日も出店可能な方
・本申込書の誓約内容と出店要項の注意事項に誓約・同意頂ける方、必要書類を提示頂ける方
・適正な営業許可証をお持ちの方
・会場内の出店場所についてご一任頂ける方
・事前説明会に参加頂ける方（日程は保健所と調整中です。）
出店申し込みの流れ
募集期間 2018年5月1日～5月31日（必着）
添付している出店申込書他、必要書類を揃えご提示下さい。
申し込み多数の場合は抽選の上、お申込み内容を厳密に審査させて頂き、採用可否についてご
連絡致します。万が一返信が届かない場合は、直接お問い合わせください。
【募集内容】
・飲食ブース（アルコール類の販売については、都合によりご遠慮頂きます。）
・物販・イベントブース 他
※出店場所は実行委員会側で決定いたしますので、ご要望をお伺いすることはできません。

【調理ブースについて】
・出展応募時に「食品営業許可書」を必ずご提出ください。
・食品営業許可書の申請は、飲食店営業・喫茶店営業・菓子製造業に分かれていますので、当
てはまる業種と取り扱う品名を「出店申込書」にご記入ください。菓子類を出品される場合は菓子
製造業の営業許可書を忘れず提出ください。
取り扱う品目により、許可が異なりますので審査段階で個別に確認をさせて頂きます。
・保健所が発行する「露店営業許可書」が必要です。無い場合には、保健所に事前に確認・申請
下さい。
【キッチンカーについて】
・キッチンカーでの飲食出店の場合は、自動車営業許可書以外に、保健所から交付された食品
営業許可書が必要です。「出店申込書」「自動車営業許可書」「食品営業許可書」「誓約書」の提
出が無ければ受付できません。
・食品を調理加工し提供する直前に必ず加熱する必要があります。
・自動車営業許可があっても禁止されている品目、行為がありますので、詳しくは保健所までお
問い合わせください。
【その他ブース】
・事前に出店内容をご相談ください。
出店料のお支払いについて
出店料は、出店確定後1か月以内に下記口座にお振込みください。期日までにご入金が確認出
来ない場合はキャンセルさせて頂く場合がございます。出店料については、別紙申込書確認下さ
い。
振込口座 但陽信用金庫 高砂中央支店 店番 19 口座番号
5206395
口座名義
ナイトファンタジーイリュージョン実行委員会
出店キャンセルについて
悪天候による開催中止以外での、出店者都合によるキャンセルに関しては、キャンセル料が発
生致します。
・開催日の50日前まで・・・・無料
・開催日の2週間前まで・・・出店料の50％
・開催日の当日まで・・・・・出店料の全額
雨天候時の対応について
悪天候時、及び災害による事故の恐れがある場合には翌日に延期、又は開催を中止いたしま
す。
開催中止・延期のご連絡方法
開催中止の際は、公式WEBサイトおよび、フェイスブックにてご案内致します。
■悪天候が前日から予測される場合→開催前日の19:00までにWEBサイト、フェイスブックでのご
案内
■前日では判断つかない場合→当日の朝6時までにWEBサイト、フェイスブックでのご案内
※天候により開催を中止した場合、損失補填等は行いません。出店料については、出店料の
30％を返金致します。ご了承ください。

当日のご案内
・搬入時間は14：00～15:30の予定です。
店舗ごとに搬入時間が異なりますので、個別にご案内いたします。
入場口を閉鎖致しますので、出店出来ない場合がございます。
・前日、当日宅急便での搬入は出来ません。
・駐車場が限られておりますので、各ブース原則1車両までとさせて頂きます。（事前に車番申請
と免許書を提示頂く事になります）※渋滞等で遅れる場合は必ずご連絡下さい。
・出店準備は16:30までに済ませて下さい。
・21:00頃にイベント終了致しますが、ご来場者様が全て退出された後の、搬出準備・搬出となりま
す。主催者の指示に従って下さい。（22:30頃を予定）
注意事項
お申込み ・本申込書の誓約内容と出店要項の注意事項に誓約・同意した方のみお申込み頂け
ます。
・本申込書は、あくまでも申込であり出店を確約するものではありません。申込みが多
数の場合は、主催者側で選出し出店の可否をご連絡致しますので、ご了承下さい。
・暴力団関係者および、暴力団・反社会勢力に金品を提供する方の出店はできません。
・本申込書に記入頂いた個人情報は、本イベントでの出店管理およびイベントに関す
るご連絡以外には使用しません。ただし、警察および保健所等公的機関からの要請
があった場合には、開示する場合があります。
出店

・出店頂く皆様には、入場証を5名様分と、入場整理券を2枚配布致します。作業応援
でそれ以上必要な方は別途ご購入下さい。
・「出店申込書」に記載されていないメニューは出せません。変更される場合は必ず事
前にご連絡下さい。
・出店者は、出店および販売行為、販売した食品など自店舗に関連して事故・苦情等
が発生した場合、これに対しての全ての賠償責任を負っていただきます。
・火器を使用される場合は必ず消火器（業務用）を持参して下さい。（条例により露店
での消火器常備が義務化されております。）
・出店の際に発生したゴミ・廃油等は、各自回収し全てお持ち帰り下さい。煙・におい
等が激しく出る物は避けて下さい。（騒音にも気をつけて下さい。）また催し物等で会
場が散らかる様な物は仕様しないで下さい。他の出店者様へご配慮願います。
・洗い場、排水設備はありません。会場は、地元等の協力により期間中利用できるも
のです。自店舗の周辺だけでなく、美化・清掃に心がけて下さい。
・食中毒等の予防には万全の注意をお願い致します。衛生面に最大限の努力をし、
事故や苦情等発生しないように心がけて下さい。

管理

・出店物等の搬入、搬出、商品の警備・保護等については出店者が責任を持って管理
して下さい。
・会場内で発生した事故や盗難については主催者側では一切の責任を負いません。
私物・貴重品などの保管庫はありません。出店者様で責任をもって管理をお願いしま
す。
・給水タンク・排水バケツ・保管ケース・保冷ボックス・ごみ袋・消毒・消火器（火器使用
の場合） など衛生作業等に必要な物
・台車 （重い什器をお持ちの場合）
・ドラムコード（発電機を使用される方） など

持ち物

その他

・喫煙は喫煙所をご利用ください。会場内及び各区画内での喫煙は禁止です。
・主催者や警察、保健所からの指示があった場合は、指示に従って下さい。同様に出
店申込書の内容に虚偽があった場合、誓約内容・注意事項に違反があった場合など
会期中でも出店停止といたします。どちらの場合も一切異議申し立ては認めません。
・出店が決定された方には、改めて正式な案内を送付致します。

Night Fantasy Illusion 2018
出店申込書
申込日

平成 30 年

月

日

参加団体・店舗名
調理ブース

※ブース内容に○を記載

許可証

・

キッチンカー

・

物販ブース

・

イベントブース

食品営業許可証

※調理ブース、キッチンカー
での販売は右記許可証提示下
さい

連絡先・担当者名

許可証

食品営業（露店）許可証

自動車営業許可証
連絡先 〒
TEL

FAX

責任者名

担当者名
メール
アドレス

緊 急 連 絡 先
販

売

品

氏名

携帯

※当日連絡がとれる番号をお願いします

目

（物品名･メニュー等
原材料の保管・製造
方法、販売までの保管
方法など出来るだけ詳
しく記載して下さい）

火器使用申し込み

する

・

しない

出店料

基本料金A（キッチンカー）

23,000

希望する料金体系に 基本料金B（テント・照明）
○を記入下さい。

23,000

※業務用消火器をご用意下さい

基本料金C（テント・照明・テーブル①・

26,000

※入場証5名様分含む。（作 パイプいす②）
業される方も必要です）

基本料金D（テント・照明・テーブル①・
パイプいす②・電力使用1500w以下

備

考

30,000

※オプション：電力追加必要な方は4,000円/～1500wで準備致します。別途ご相談下さ
い。

★本申込書の内容に同意し、出店を申込みます。
住

所

参加団体
・店舗名
責任者名

㊞

電話番号

【問い合わせ・お申し込み先】

ＮＦＩ実行委員会

ブース部会

近澤

E-mail：chikazawa@kagonet.co.jp
FAX：079-442-9211
連絡先：080-6183-2117
郵送の場合：一般社団法人 高砂市観光交流ビューロー
〒676-8501 兵庫県高砂市荒井町千鳥１丁目1-1 (高砂市役所敷地内)

平成 30 年

月

日

Night Fantasy Illusion 実行委員会 御中

誓約書
Night Fantasy Illusionにおける出店におきまして、「Night Fantasy Illusion 開催に関するお知らせ
及び注意事項」を熱読の上、その内容をその内容を確認しました。了承のうえ、出店を申込みます。
また、出店を行うにあたり、次の事項について誓約します。
① 出店にあたり発生した事故及び飲食販売に起因する全ての事項については、出店者である自社が
責任を持って解決し、主催者に一切の賠償などの請求は行いません。
② 出店により発生したゴミ・廃油等は、各自回収し全て持ち帰ります。
③ 「出店者留意事項」記載事項を遵守するとともに、協議事項においても主催者判断に従います。その
際には、主催者に対していかなる損害賠償も求めません。
④ 業務遂行に関して、関係法令を遵守いたします。
⑤ 出店するにあたり、高砂市都市公園条例に遵守いたします。
⑥ 高砂市個人情報保護条例を遵守いたします。
⑦ 会場内においては、事業の安全運営を第一に、主催者より指示があった場合は速やかに指示に
従います。
⑧ 主催者と十分な連携を取って事業を実施いたします。
⑨ 高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例を遵守いたします。
⑩ 自己又は自社の役員・関係者等が、次の各号のいずれにも該当しておりません。
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する
暴力団員（以下この様式において「暴力団」という。）
・ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・ 当該物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとする者
・ 暴力団員がその経緯に実質的に関与している者
・ 自己、自社又は暴力団員に対して賃金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的
に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者
・ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
・ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
⑪ 上記事項の違反等、主催者事務局の判断で出店が望ましくないと判断された場合、異議を唱えること
なく、すみやかに出店申請ならびに出店を取りやめます。また、その場合、損害賠償の請求などをしな
いことを約束いたします。

住

所

会社名又は
・店舗名
代表者名
電話番号

㊞

