出展要項

１．開催概要
約 100 店舗のベジフード(植物性食品)のお店や身体や環境にやさしいお店が代々木公園に大集合！
「植物性食材だけでもこんなにおいしい！」を飲食店や企業が来場者様にご紹介します！
◆開催日時
平成 30 年 10 月 20 日(土) 10:00～18:00、（希望者は 20:00 まで）
21 日(日) 10:00～17:00
◆開催場所
代々木公園ケヤキ並木(NHK ホール前)
◆来場者数
45,000 人（2016 年実績）
※天候により来場者数は変動します
◆出展ブース数
約 100 店舗
◆掲載媒体等 ラジオ・テレビ、雑誌、新聞、インターネットサイト等
主催：
NPO 法人ベジカルチャーネットワーク内
東京ベジフードフェスタ 2017 実行委員会
102-0074 東京都千代田区九段南 1-5-6
りそな九段ビル 5F KS フロア
TEL&FAX：048-927-5512(事務局 中村)
e-mail office@veg-culture.net
担当：中村高徳

３．規定・資格等
３．１．出展資格

（１）イベントの主旨と誓約書の内容を理解し、この目的に沿って出展して頂ける方
（２）実行委員会や保健所等の定める規則を遵守できる方
（３）ご自身で食品を製造して販売する場合に、許可証があること。
＜営業許可書＞（例：レストラン、カフェなど）
＜製造業許可書＞ （例：菓子、清涼飲料水、アイスクリーム、惣菜など）
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（４）イベント当日に動物性食品や動物由来の材料を販売・提供および宣伝をしないこと
※次頁の出展物に関する規定をご参照ください。

３．２．出展物に関する規定

植物性の食材やそれを使った料理や食品（野菜、穀物、海藻、キノコ類、等）
植物性

ミネラル等、鉱物性のもの
海外の商品などで Vegan (ヴィーガン)の認証のある商品
動物性の食材や食品、また動物性の物が混入した物は一切使わないようお願い致します。
畜肉・魚介類・鳥肉・卵・動物の乳・ハチミツ、これらを原料とした加工品・派生品

動物性

× ×××

動物性由来の原料の混入の恐れがある食材
例）白砂糖、三温糖などの精製された砂糖類
市販のほとんどの調味料やダシ等
日常的に動物性食品を調理している調理器具はできるだけ使用しないで下さい。
動物性の添加物
添加物

身体に害のある添加物・化学調味料 ※添加物の基準はお問合せください
無添加推奨

有機推奨

例）貝殻焼成カルシウム、グリセリン、一部のアミノ酸、等

東京ベジフードフェスタでは無添加の料理や食材を推奨いたします。

野菜や果物・農産加工品は有機・自然栽培・無農薬のものを推奨いたします。
環境や身体に優しい雑貨、オーガニックの物、など。

雑貨

動物由来の製品が使われている日用品や雑貨
例）毛皮や革製品・シルクやウールなど
動物実験の実施が確認出来る化粧品等
展示等で批判的・攻撃的な表現はご遠慮下さい。

展示等

同一品目

ベジフードに関連する内容のものや、ベジタリアンの日常生活に関連する内容を
推奨しております。
同一品目を販売する出展者が多数の場合、出展品目を調整いただく場合があります。
次に該当するものは、出品を禁止いたします。
タバコ、アルコール類

その他

銃器、刀剣類、引火性・爆発性または放射線危険物質、劇薬物、麻薬、
工業所有権等を侵害する恐れのあるもの、輸入禁止製品。
上記以外にも主催者がイベントに支障をきたす恐れがあると認められる物の出品を制限ま
たは、中止させていただくことがあります。

出展できる商品や食材やがわからない場合は実行委員にお問い合わせください
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４．出展料
４．１．ブース種別と基本出展料
調理ブース (机イスあり)
200,000 円(税抜)

物販ブース(机イスなし)
80,000 円(税抜)

農家ブース(机イスなし)
15,000 円(税抜)

ケータリングカー
70,000 円(税抜)

現場で調理・試食する食品

食品・雑貨・展示・企画

野菜・果物などの販売

ケータリングカー

シンク有り

シンクなし

シンクなし

単位面積
開口部幅 2650
奥行 3550

単位面積
開口部幅 2650
奥行 3550

単位面積
開口部幅 1300
奥行 3550

単位面積
開口部幅 8000
奥行 3550

付属品
・テント 1/2 (骨組、天
幕、側面･背面幕)
・シンク（隣テントと共用
）
・給湯器、手洗い器
・冷蔵庫１台（120L～
160L）
・発電機

付属品
・テント 1/2 (骨組
、天幕、側面･背面幕)

付属品
テント 1/4 (骨組、
天幕、側面･背面幕)

付属品
なし

※試食用の調理や洗浄も含む
※机やイスは別料金です

※冷蔵庫や発電機、机やイ
スは別料金です

対象
調理・加工、包装済の食品
法人等による野菜・果物
日用品・雑貨・展示物・
ワークショップなど
的屋メニューの調理・販売

提出書類
提出書類
１．誓約書
２．保健所に提出する書類
３．営業許可証
４．原材料提出書

提出書類

提出書類

１．誓約書
２．保健所に提出する書類
３．営業許可証
４．原材料提出書

１．誓約書
２．保健所に提出する書類
３．原材料提出書

１．誓約書
２．保健所に提出する書類
３．営業許可証
４．車両販売許可証
５．原材料提出書

４．２．テントサイズ
(テントは集会用テント「2K×3K 約 6 坪」を使用します)
農家ブースはテントの
4 分の１をお使いいただきます。

5310

調理・物販ブースは
テントの半分を
お使いいただきます。

正面図（前から見た図）

3090

2650

平面図（上から見た図）
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＜注意点＞
（１）基本的に、2 日間の出展となります。調理ブースは１日のみの出展は出来ません。
（１日のみ出展の場合は記載金額の 7 割となります。）
（２）的屋メニューを現場で調理する場合は、物販ブースになります。
４．３．共同出展のルール
（１）共同での出展は 1 ブースあたり 2 店舗までとさせて頂きます。
（２）代表者をどちらか 1 店舗を立てて頂き、実行委員会側とは代表者とのやり取りを主にさせて頂きます。
（３）店舗間で出展料や備品代の負担金額等の取り決めを行って頂き、代表の店舗で一括でお支払い下さい。
（４）ご請求書は基本的に一括で管理させて頂きます。それぞれの店舗に請求をご希望の方はご相談ください。
４．４．オプションレンタル料 （税抜き）
オプションレンタルは 2 日間での金額です。1 日のみの利用でも全額となりますので予めご了承ください。
机長(ベニヤ、クロス付き)

2,000 円

長さ 1800×幅 600×高さ 700

机短（白）

2,300 円

長さ 900×幅 450×高さ 700
※農家ブース用に限ります

イス
（折り畳みパイプイス）

1,000 円

冷蔵庫（保存用、120L
〜 160L）

19,000 円 要冷蔵品目がある場合には必要です。発電
機代も含みます。
土曜日 20 時から日曜日 10 時まで、電源
が停止します。

発電機

19,000 円 100v 、20A、約 8 時間稼動
コンセント×２

５．小口協賛
東京ベジフェス 2017 をご支援下さる店舗・企業を募集しております。
・提供いただいた協賛金は、東京ベジフェス 2018 や今後のベジフェス開催の経費に充てさせて頂きます。
◆協賛の種類

4

小口協賛(リンクなし)

小口協賛(リンクあり)

広告バナー協賛(リンクあり)

一口 5,000 円

一口 10,000 円

一口 50,000 円

HP に御社名を貼らせて頂きま

HP に御社名とリンクを貼らせ

HP トップに広告バナーを貼ら

す。

て頂きます。

せて頂きます。

・協賛店舗のメリット
１．Ｗｅｂサイトの出展店舗紹介ページにおいて、各ジャンルの先頭部に掲載させて頂きます。
２．ご希望の方は、出展者同士の情報交換を行うメーリングリストに追加させて頂きます。
３．ご希望の方は、イベント当日の人材募集等を東京ベジフードフェスタ側で支援させて頂きます。
大口や中口の協賛もありますので、協賛をお考えの方はお問い合わせください。（一口５万円～）

６．出展までの流れ
６．１．出展までの流れ
１．申込フォームご入力
7/13～8/31
２．

３．

東京ベジフードフェスタ 2018 ホームページより
「出展申込フォーム」に入力し、送信して下さい。
この時点では まだお申し込みは完了しておりません。

説明会へのご参加

新規の方や食品出品店舗の方は説明会へのご参加をお勧め致します。

ご面談（新規の方）

説明会に参加できない方は面談を致します。（遠方の方は電話で）

資料のご提出

１．誓約書（全ブース共通）

出展経験者の方も必要な場合は面談を行います。

２．保健所に提出する書類（食品出品店舗のみ）
営業許可証（調理・販売・ケータリングカー）
車両販売許可証（ケータリングカー）
３．原材料提出書
などをご提出いただきます。

※共同で出展されるブースは店舗ごとにそれぞれ１枚ずつをご提出い
ただきます。
３．

出展料お支払い

期限までに必ずお振込みください。

お申しみから 2～3 週間以内

ご希望の方には請求書を発行します。

４．保健所書類審査結果

（食品出品店舗のみ）

お知らせ
５．

書類の提出と出展料のお支払いにより出展が確定いたします。

保健所の審査の結果、修正が必要な方は、出品内容を再検討し再提出いた
だきます。OK の出た方は、この時点で出展内容が確定します。
19 日(金)18 時～20 時

前日

前日発送や前日搬入のある店舗様は、予め申し込みフォームにてご登録く
ださい。
６．

当日

10/20、21

事前にイベント当日に関しての注意事項などをお伝えします。
イベントまたは公園のルールの遵守を願いいたします。
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６．２．イベント当日の流れ
07:00～09:30

搬入・受付・駐車

09:00～14:00

保健所監査

10:00～17:00

イベント開催
(土)は～18:00)

17:00～17:30

片付け
(土)ベジフェスナイト参加者は

17:30～19:30

搬出・撤収

（土曜日のみ）

20:00～)

※冷蔵庫の電源は土曜日 20 時から日曜日 10 時まで停止します。

当日忘れ物などがないよう、ご出展者のためのチェック表を配布しますので、ぜひお使いください。
６．３

ベジフェス・ナイトについて

（１）(土)の 18:00～20:00 に東京ベジフードフェスタ会場内ステージ付近にて「ベジフェス・ナイト」を開催致
します。ベジフェス・ナイトの終了時間帯より前に退出を希望される店舗様は予めご連絡をください。
６．４

アンケートのお願い

イベントの後、ご出展頂いた店舗様や企業さまにアンケートの実施を致します。アンケートへの回答だけでなく、
アンケートに関するご意見を頂くなどのご協力もいただけますと幸いです。

７．搬出入と駐車場
７．１．搬入・搬出
（１）搬入・搬出ともに、基本的にイベント当日に行って頂きます。
（２）前日搬入 (19 日(金)16 時～20 時)ができる方は、
調理ブースの出展者と、事前に登録された出展者様のみとなります。
７．２．出展物の配送
（１）出展物をイベント会場へ配送される場合は、基本的にイベント当日に各自のブースでお受取りください。
（２）前日配送は、事前に登録済みの出展者様のみとなります。
・到着指定可能時間：19 日(金)18 時～20 時
・受取：出展者様ご自身が受け取るか、業者が各ブースまでお届けします。
・保管：各出展者様ブースで保管します。
・注意点：荷物は、地面に置かれる可能性が高いため、必ず雨対策を施してください。
（３）配送先：
〒150-0041 渋谷区神南２丁目 B 地区 代々木公園ケヤキ並木道
東京ベジフードフェスタ 2017
[ここにブース番号とブース名をお入れ下さい]
（４）イベント後の配送は、近くの配送業者へ各自でお申し込み下さい。
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７．３． 駐車場
（１）搬入車は並木道のテント傍には駐車出来ません。
（２）車両は、代々木公園敷地外の有料駐車場に駐車いただきます。
駐車場の場所情報が必要な方は実行委員会にまでお問合せください。
７．４．夜間警備
（１）下記の時間に委託警備員を配置しますが、荷物の紛失や破損等は一切の責任を負いかねますので
ご了承下さい。（下記以外は実行委員で警備を手配します。）
・19 日(金)22 時～29 日(土)6 時まで
・20 日(土)22 時～30 日(日)6 時まで

８．広報のお願い
８．１．ウェブサイト用の情報提供のお願い
イベントのウェブサイトに出展者情報を掲載いたします。出展申込後に以下の情報のご提出をお願い致します。
１）店舗の外観や料理や商品などの写真データ
２）コメント(400 字程度)をご提出
８．２．チラシの配布やご提供のお願い
イベント当日は、ブース内にてぜひ店舗さまや商品を宣伝してください。
なお、実行委員会側で会場にてチラシ置き場を設置する予定です。店舗様のパンフレットやショップカード、
ベジフードに関連のあるイベントチラシ等を配布する方は、イベント前日か当日に本部までご提出ください。
８．３．求人情報提供への協力願い
イベント当日会場内にて、ベジフードに関する店舗様や企業様の求人情報や相談コーナーを設けられるよう検討し
ております。求人情報をお持ちのご出展者様は、ぜひ実行委員会にまでご連絡をください。

９．その他の規程について
９．１．キャンセル料の発生について
出展申し込み後、10 月 1 日以降はキャンセル料が発生いたします。
・9/1～9/30：出展料の 50%
・10/1～当日：出展料の 100%
※出展キャンセルにつきまして、やむを得ない事情等の場合は、上記キャンセル料の限りではありません。
９．２．出展物の保全管理、事故防止及び責任
（１）主催者は、最善の注意をもって会場の保全管理に当たります。
（２）主催者は、イベント期間中は昼夜を問わず会場内に警備の者を配置します。
（３）出展物の保護については、出展者が責任を負うものとします。
（４）主催者は、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はその責任を負いません。
（５）出展物の輸送及び期間中の保護については、必要に応じて保険を掛けるなど適切な処理を講じて下さい。
（６）出展者は、搬入出、施工等の作業全般について事故の発生防止に努めて下さい。
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（７）出展者の行為による事故発生の場合は、当該出展者の責任となります。
９．３．テントの装飾について
（１）テントの装飾は、ご自身で行なってください。
（２）強風の際に落下・転倒しないよう、また地震時でも転倒・落下・移動等により
来場者の避難及び消防活動の障害とならないよう、安全な施工を行って下さい。
（３）装飾施工及び撤去の際に発生した廃材、空箱等は、出展各者の責任において片付け、処理をして下さい。
※ゴミとして現地に放置された場合、送り返させて頂く場合があります。
（４）産業廃棄物としての廃材は、法の規定に照らして、委託処理を行うなど、
出展各者が自ら処理することが原則です。
９．４．廃棄物の処理について
（１）廃棄物は原則的に各自で持ち帰って頂きます。
（２）東京ベジフードフェスタでは環境への負荷がかからないエコの梱包材や食器を推奨しています。
（３）今年より、来場者が飲食した後の器も、各ブースで引き取って頂き持ち帰って頂きます。
（当日、実行委員会スタッフがブースにゴミをお持ち致します。）
※車両搬入でない店舗等、廃棄できない方は実行委員会にまでご相談ください。
９．５．免責
（１）今後出展料を値下げできるよう経費削減のため、実行委員会側で加入するイベントの傷害・賠償保険は最低
限にとどめます。イベント開催中に来場者が食中毒や怪我などに見舞われ保険が適用される場合は、ご出展
者さま側で既に加入している傷害・賠償保険を適用して頂くようお願い致します。保険に加入でない店舗さ
まや、イベント当日のために別途保険に加入をご希望の店舗様は実行委員会より保険代理店をご紹介できま
す。(目安として 2 日間で 1000 円～1500 円程度)
（２）主催者は、天災、悪天候その他不可抗力によって本フェスタの開催を中止させていただくことが
あります。その場合、出展料及び出展者側の発生経費については補償しません。
※中止のご連絡は、イベント前日に、登録いただいている緊急連絡先（携帯メール）にお送りします。
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