2017じばさん冬の市 出展者募集！！
当地場産センターでは、桐生地域内の優れた物産品や他地域の産品を一堂に集め、「2017
じばさん冬の市」と題し展示販売会を開催致します。
つきましては以下のとおり出展者の募集を行いますので、PRを頂けますよう宜しくお願い致し
ます。

「2017じばさん冬の市」
■開催日時
平成２９年１２月９日(土)，１０日(日)の２日間

午前１０時００分～午後４時００分

■主催および会場
公益財団法人桐生地域地場産業振興センター（桐生市織姫町２－５）
１階「第1ホール」，ロビー， 中3階「第2ホール」，屋外
■出展者資格：
所在地および製造場所が桐生地域（桐生市、みどり市）内にある地域産品製造業者
■出展申込受付期間：
平成２９年 ９月１６日（土）から ９月２９日（金）まで ※先着順

※会場スペースの関係上、出展希望者多数の場合は、先着順により受付を締め切らせて頂くことを
予めご了承下さい。

■出展料 １０，０００円（１小間分・税込）
※最大２小間まで申し込み可能
中３階「第 2 ホール」での出展をご希望の場合は、出展料＝1 小間 7,000 円となります。

■出展申込：
別紙申込書を地場産センターへご提出下さい。（持参もしくはFAX）
■その他
別紙詳細は「出展者募集要項」を参照下さい。

■申込みおよび問合せ先： 公益財団法人桐生地域地場産業振興センター
〒376-0024 桐生市織姫町２番５号
TEL 0277-46-1011 FAX 0277-46-1014
E-mail kanri@kiryujibasan.or.jp

「201７じばさん冬の市」出展者 募集要項
【開催日】 平成 29 年１２月９日(土), １０日(日)の 2 日間
【開催時間】 午前１０時００分～午後４時００分
【主催＆会場】
（公財）桐生地域地場産業振興センター（桐生市織姫町２－５）

【会場詳細・最大小間数・出展料金など】
会

場

出展料金
（１小間・税込）
※２小間まで希望可

備考
※商品や試食品提供の際に、匂いや煙、
蒸気などの発生が予想される場合は、
ホール奥エリアでの出展をお願いさせて
頂きます。事前にご相談ください。

会場①

１階「第 1 ホール」

10,000 円

会場②

１階ロビー

会場③

中 3 階「第 2 ホール」

10,000 円
7,000 円

会場④

屋外（テント）

全国地場産コーナーと同会場

10,000 円
※火気を使用される出展者は、屋外（テント）出展となります。なお、車
両販売を希望される場合は、事前にご相談下さい。

※以下の事項について予めご了承ください。
・①～④の各会場ごとに募集受付を行い、出展希望者数が最大収容小間数を超えた場合は、
先着順により決定させて頂きます。その場合、空きのある別会場があれば、ご案内致し
ます。
・主催者（地場産センター）が、イベント全体を考慮して、業種や小間数等により小間の
配置を決定する場合がございます。
【出展資格】
・所在地および製造場所が桐生地域（桐生市、みどり市）内にある地域産品製造業者
※当イベント会場にて食品，飲料，菓子などを調理の上、販売する出展者は、群馬県仮設営業許可証の
コピーをご提出下さいますよう宜しくお願い致します。（前回ご提出済で有効期間内の方は提出不要
です。
）また、火気使用の出展者はイベント当日、消火器の設置をお願い致します。

【小間】
◆小間サイズ（屋内） １小間＝１．８ｍ×１．８ｍ （背面パネルあり）
※机（１小間あたり最大２本）とイスを用意します。
（申込書に希望数をご記入下さい）
◆小間サイズ（屋外テント） １小間＝２．７ｍ×３．６ｍ
※机（１小間あたり最大２本）とイスを用意します。
（申込書に希望数をご記入下さい）

◆小間数 １社あたり最大２小間まで申込可能です。
【出展申込先】※地場産センターへお申込みください。（ＦＡＸ，持参いずれも可）
（公財）桐生地域地場産業振興センター
〒376-0024 桐生市織姫町２－５
電話 0277-46-1011
FAX 0277-46-1014
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【出展申込受付期間】
９月１６日（土）から９月２９日（金）まで （先着順により受付締切）
【出展申込受付詳細】
・出展申込の締切日前であっても、出展希望者多数の場合は、先着順により
受付を締め切らせて頂くことを予めご了承下さい。
・出展申込後に出展を取り消す場合は、原則として出展料を徴収致します。
ただし、主催者が止むを得ないと認めた場合は、出展料の請求は致しません。
【出展料お支払方法】
・出展料は、１１月７日(火)１４時より行う出展者説明会の会場にてお支払い下さいます
ようお願い致します。
・振込でのお支払いをご希望の場合は、１１月７日(火)までに以下の先へお願い致します。
なお、振込手数料は出展者にてご負担願います。
◆振込先：足利銀行桐生支店（店番 200）普通預金 口座番号 No.6７６６９７
公益財団法人桐生地域地場産業振興センター 理事長 亀山豊文

【その他ご負担頂く経費】
・電気（１Φ・100V）を使用する場合は、以下のとおりご負担をお願い致します。
◆500W までの使用＝1,000 円（税込）／◆1500W までの使用＝3,000 円（税込）
※１Φ・２００Ｖ および ３Φ・２００Ｖは使用不可。その他、合計の電気容量が多い場合は、使用
制限をさせて頂く場合もございます。予めご了承下さい。
※屋外（テント）出展者におかれましては、発電機の使用が可能ですが、
持込頂くサイズなどによって制限させて頂く場合もございます。予めご了承ください。
・来場者増大を目的とした「商品プレゼント企画」を予定しております。景品協賛として上代 3,000 円程
度の商品をご提供頂きたく、ご協力のほど宜しくお願い致します。
※賞味期限の有るものをご提供頂く場合＝イベント当日（１２/１０（日））に頂戴します。
賞味期限の無いものをご提供頂く場合＝１１月７日(火)出展者説明会の際に頂戴します。

【出展者説明会】
・出展者を集めた説明会を下記のとおり実施します。
１１月７日(火)１４時～（会場：地場産センター 中３階「第２ホール」）
※小間配置の決定や搬入・搬出や展示に関わる注意事項の説明、ＰＲ用資料の配布を行います。

【小間配置】
・小間配置は、出展者説明会にて抽選により決定しますが、出展者数や出展物の種類等を
勘案した上で、当センターにて決定させて頂く場合があることを予めご了承下さい。
・抽選は申込み順で実施します。
・決定に異議を申し立てることはできません。
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【小間の展示装飾】
・小間内の展示装飾は、出展者側で施工して下さい。
・背面パネルに直接装飾や加工を施すことはできません。また、パネル板・ポール等に
切断、釘打ち、穴あけなどの加工をすることや、ガムテープなどの使用はできません。
値札等を貼る場合や商品を掛ける場合は、専用のマジックテープやワイヤーフック
（１社あたり４個まで貸出可能）をご利用下さい。
※上記ワイヤーフックは数に限りがございますので、１社あたり４個までとさせて頂きます。希望数を
申込用紙にご記入頂ければ、準備日に配布致します。なお、イベント終了後に必ずご返却頂けますよう
宜しくお願い致します。

【販売】
・出展形態は原則として出展者による対面販売とし、自社小間内での販売行為（接客，集
計，受領．包装等）を出展者自らが実施するものとします。
・酒類の販売、提供を禁止とさせて頂きます。
※出展者によるイベント開催中の飲酒も禁止とさせて頂きます。

その他 出展規約：
（１）不可抗力等による開催中止等
・主催者は、天災その他、不可抗力によるやむを得ない事情で会期を変更し、または開催を中止す
る場合があります。この場合、主催者は中止によって生じた損害の補償の責を負いません。また、
それまでに要した経費は出展者に負担して頂きます。
（２）禁止事項
・小間の譲渡・転貸・交換
・照明や音量等により、他の出展者に対し迷惑となる行為
・公序良俗に反する行為
（３）出展物の保護管理
・出展者は会場全般の保全にあたります。
・出展者は、準備・撤去中および開催期間中、自社出展物の保護、管理の責任を負うものとします。
・天災その他不可抗力による損傷、紛失、火災、盗難等の事故について、主催者はその責を負いま
せん。したがって、出展者は出展物保護にあたるとともに、保険を付する等の措置をとって下さ
い。
（４）安全の確保
・出展者は、搬入・搬出、施工、実演等の作業全般について、事故防止策を講じて下さい。
・出展者の行為により事故等が発生した場合は、当該出展者の責任において解決するものとします。
・消防法等、法令による展示規制、その他安全確保のための展示装飾の改修と費用は、出展者負担と
します。
以
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(○印を付けて下さい)→

中 3 階｢第 2 ホール｣

・

希望小間数

１小間

希望会場

火気使用

無し

：

無し

：

電気使用

・

屋外

２小間

有り

（内容：

有り

（単相 100V）

・

机(180cm×60cm)
の使用本数
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大２本まで) →

本
）

（使用機器：

，容量：

）

（使用機器：

，容量：

）

（使用機器：

，容量：

）

発電機の使用（屋外のみ）

無し

：

有り

（内容：

ワイヤーフック使用

無し

：

有り

（希望個数：

（商品名）

）

（売価）

個）１社あたり最大４個まで
（商品名）

（売価）

主な出展物
円

円

景品協賛のお願い
・来場者増大を目的とした「商品プレゼント企画」を予定しております。
つきましては上代３千円以上の商品をご提供頂きたく、ご協力のほど宜しくお願い致します。
（商品名）

（上代）

円

（個数）

※チラシ掲載用の商品画像について、ご指示ください。 以下に○印の記入をお願いします。
「2017 じばさん夏の市」の
画像と同じでよい

「2016 じばさん冬の市」の
画像と同じでよい

新たな商品画像の
掲載を希望

新たな商品画像の掲載を希望されるかたは、デジタルデータ等を ９月２９日(金)までにご提出下さい。
（データ送付先）→ kanno@kiryujibasan.or.jp（地場産センター菅野宛て）

【「201７じばさん冬の市」での特別企画がございましたら以下にご記入ください。】
チラシ掲載を予定していますが、スペースの都合で掲載できない場合もございます。
その場合は、当日の会場案内にて掲載する予定です。
（例：「1,000 円以上お買い上げの方、先着 50 名様に〇〇を差し上げます。」など）

