
こどもが主役の Halloween marche“2019  

   

 

■イベント概要 

開催場所：熊本県玉名郡長洲町「金魚と鯉の郷広場」 

駐車場：約 2,000 台 

開催日時：令和元年 10 月 27 日(日) 10：00～16：00 ※荒天中止 

出店予定数：約 70 店舗（物販販売・体験・ワークショップ・飲食） 

※こどものおみせ屋さん 18 店舗 

来場者予定人数：10,000 人 

フライヤー配布予定部数：25,000 部  ポスター配布予定部数：300 部 

趣旨：こどもが主役のハロウィンマルシェは、親子でワクワクするような心躍るハロウィン空間を目指しています。

日常を忘れて家族で笑顔いっぱい楽しめる１日になれるよう企画されたイベントです。 

内容：飲食・物販の販売、体験・ワークショップ、来場者のこどもたちにお菓子のプレゼント、移動型動物園、

無料スタンプラリー、ステージイベント（仮装コンテスト・抽選会・キッズダンス、ゾンビゲーム等） 

    キッズルーム完備、授乳オムツ替え室有 

目標：九州一のこども向けハロウィンイベントとして定着させる。 

 

■問い合わせ先 

主催：ハロウィンマルシェ実行委員会 

TEL：080-1785-0262（担当：濱本） 

Mail：kodohallo@gmail.com 

公式 HP     https://www.merry-plan.com/   

      「こどもが主役のハロウィンマルシェ」で検索 

公式ブログ   http://profile.ameba.jp/kumamoto-halloween/   

インスタグラム  https://www.instagram.com/kumamoto.halloween/ 

          「kodohallo.kumamoto」で検索 

Facebook     https//www.facebook.com/kumamoto.halloween2017/ 

          「こどもが主役のハロウィンマルシェ」で検索 

 
 
 

第 3回 
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出店応募条件 
 
① 出店内容が「こどもが主役のハロウィンマルシェ」のコンセプトに合っていること。 
② イベントの趣旨を理解し、成功させるためにフライヤーやポスター配布、SNSでの宣伝活動に 

ご協力していただけること。 
③ 出店規約に定めるルールを遵守していただけること。 
 

出店申込の流れ  

 

出店申込はホームページでのみ受付致します。 

URL をお送り致します。 

 

※お申込後、自動返信メールが届きます。そちらに記載されているメールアドレスに 

商品画像(２枚以上)を添付し、お送りください。 

 

申込期間 ： 2019年 5月 20日～2019年 7月 20日    

 

2019年 9月中旬 

フライヤー・出店者駐車場案内・その他書類を郵送 

 

2018年 9月下旬 

期限までに出店料のお支払いをお願い致します。 

出店料のお支払いはゆうちょ銀行へのお振込のみとなります。 

振込み先は書類をお送りする際、ご案内させていただきます。 

 

2018年 10月当日 

当日は出店者駐車場許可証など、必要なものをご持参ください。 

 

出店規約 

2019年 9 月 9日掲載 

規約の履行 

出店者は以下の述べる各規約および、ハロウィンマルシェ実行委員会から提示された書類を遵守しなくてはな

りません。これらに違反した場合は出店申込の拒否、出店の取り消し、仮設物・出店品の撤去、変更をハロ

ウィンマルシェ実行委員は命じることができます。また、出店取り消し・仮設物・出店品の撤去・変更によって生

じた出店者・および関係者の損害も補償しません。なお、ハロウィンマルシェ実行委員会の規約は必要に応じ

て変更される場合があります。その際には改訂版をお送り致しますので、最新の内容をご確認ください。 

 



■出店ブースと出店料 

＊１ブースサイズ 3.6ｍ(奥行)×5.4ｍ（横）のレンタルテント内の半分 出店料/8,000 円 

                          

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
＊移動販売車（ケータリングカー） 

①3.6ｍ(奥行)×2.7ｍ(横)以内の販売車の場合 出店料/6,000 円 

②3.6ｍ(奥行)×2.7ｍ(横)以上の販売車の場合 出店料/12,000 円 

 

 【出店配置】 

  会場全体のバランスをみて考慮し、主催者側が決定いたします。 

 隣同士をご希望の出店者の方は事前にお知らせください。 

  ※全体のバランスなどの関係上、ご要望にお応えできない場合もございます。 

 

【シェア出店】 

出店者同士のシェアでの出店は２店舗までとさせていただきます。 

1 ブースをシェアして出店される際は、お申込時に必ず申請してください。 

 

 

■出店料について 
2017 年度に開催された際、異例の台風の接近という事態に、お客様ならびに出店者の方々に
もご迷惑、ご心配をおかけし、沢山の課題が残る形となりました。 
それらの反省を活かし、実行委員で話し合いを重ねた結果、 
下記内容を必要経費とし、出店料から算出させていただきます。 

 
1、 レンタル業者にパイプテントの設営・撤去作業を依頼（急な雨風を凌ぐための安全対策として） 

 
2、 ステージ・音響の設営・撤去作業を依頼 
 
3、 警備員の増員（沢山のお客様のご来場に対応できるよう、長洲町役場の方々のご協力のも

と、公園に隣接する造船場の駐車場（約２０００台分）を貸していただけることとなり、それに伴い
事故やトラブルを防ぐため） 

 
4、 イベントスタッフの増員（お客様や出店者の方への配慮ができ、楽しんでいただけるイベントを目

指します） 
 
5、 フライヤー・ポスター・パンフレット等の印刷物代 

 

6、 イベント全体の運営費 

3.6ｍ 

2.7ｍ 



■出品商品 

１、動物・危険物・コピー商品・わいせつ物・その他社会通念上販売が許されない物は出品禁止です。 

2、会場や環境を汚したり、大量のごみが出るような物の販売、使用はご遠慮ください。 

3、ハロウィンマルシェ実行委員会により問題があると判断されたものは出品を中止していただきます。   

4、事前に申し込み用紙で申請した商品以外を当日許可なく販売することを禁止します。 

5、また、決められたブース外で販売・出店はできません。 

※出店者のお子様が、決められたブース外でカードゲーム等の販売をされ、お客様から問い合わせが
ありました。そのような場合は出店をお断りさせて頂きますので、ご了承ください。 

野外イベントの為、商品やディスプレイ用品の雨・風対策の準備をお願いします。商品などの破損にも十

分留意してください。商品やディスプレイ用品などが破損した場合、実行委員は一切の責任を負いません。 

 

■レンタル設備について 

長机（幅 180ｃｍ×奥行 60ｃｍ×高さ 68ｃｍ） 1,200 円 

パイプ椅子 300 円 

発電機（2.8KVA）※燃料代込 6,000 円 

発電機：ハンディタイプ（100W）※燃料代込 5,000 円 

上記設備に関してのみレンタル致しますので当日、本部にお越し下さい。 

レンタルをご希望の際は、出店申込の際に必ず申請してください。 

■ディスプレイについて 

会場全体の調和を図るため、テーブルや台などの什器を使用し、地面での販売は行わないでください。

家具・植物など什器での販売が難しい商品は例外です。 

ハロウィンをテーマにしているイベントとなりますので、「オレンジ・紫・黒・黄緑」のカラーを意識してディス

プレイして頂けると幸いです。 

 
■当日の格好 

イベントの趣旨に伴い、会場全体を盛り上げるためにも仮装での出店をお願いしております。出来れ

ば全身仮装でお願いしておりますが、「全身仮装はちょっと…」という方は 

帽子を被るなど、簡単な仮装でも構いませんのでご協力お願い致します。 

■出店者の一時退出 

出店者が会場外に出られる場合は、関係者専用出入口からお願い致します。 

出店が決定した方にはイベント当日、出店者カードをお渡しいたします。 

出店者カードは必ず首にかけてください。 

関係者専用出入口の受付にてスタッフに出店者カードを提示していただくと、入退出ができます。 

  お帰りの際は本部へカードの返却をお願い致します。 

 

 



■ゴミの処分について  

会場内にゴミ箱は設置については検討中ですが、ゴミが出ると予想される出店者においては

各店舗にゴミ箱を設置の上、自身で回収し処分を行ってください。お客様に声掛けをし、責任

をもって回収するよう努めてください。 

 

■損害賠償の免責 

こどもが主役のハロウィンマルシェ主催者は出店者同士のトラブル、イベント開催中の商品・備品・金

銭等の盗難・紛失・破損及び車両事故、火災、自然災害等による損害賠償の責任は一切負いま

せん。また、マルシェ終了後に発生する出店者間・購入者間の諸問題についても当方は一切責

任を負わないものとします。 

 

■搬入・搬出 
車の搬入時間：8：00～9:00 搬出時間：16:00～17:30  ※朝礼 9：30～ ステージ前集合 

前日搬入は出来ません。搬入時は車が混雑しますので、出店者同士譲り合って搬入を行ってください。 

場合によっては、搬入をお待ちいただく事もありますのでご了承ください。 

車から荷物をおろしましたら、速やかに先に車を移動させてください。 

搬入時間以外は区画へ車両を寄せることは禁止です。 

車両進入禁止時間帯の搬入・搬出は台車などを使用し行ってください。 

搬入の場所にスタッフを配置しています。スタッフの指示に従ってください。 

出店者の駐車場のご利用は1台のみ無料です。２台目からは1,000円の追加料金が発生致します。 

お客様駐車場を出来るだけ確保したいので、なるべく１台で来て頂けるようご協力お願いします。 

出店者駐車場案内と搬入・駐車場許可証は出店決定後、ご郵送致します。 

当日は、搬入・駐車場許可証を車内ダッシュボード上に明示してください。 

搬出はイベント終了後 16:00 より行ってください。 

17:30 までに搬出を終了し、車両を移動させてください。 

搬出する際は出店ブース周辺の清掃も心がけてください。 

人身事故・物損事故・盗難等については主催者側は一切の責任を負いませんのでご注意ください。 

商品が完売した出店者様に限り、途中退出を許可致します。※16：00 まで車の乗り入れは不可 

その際は必ず、本部にいるスタッフにお声かけいただき、出店者カードを返却後、退出してくだい。 

 

■天候による開催の有無 

小雨決行です。荒天の場合は中止となります。 

中止の判断は風の強さ・天気予報などを確認し、主催者側が総合的に判断します。 

イベント中止の判断は、前日 18時を最終決定とさせていただきます。 

また開催決定後も気象状況の急変によりやむを得えず開催を中止する場合があります。 

実行委員でイベント決定の判断をした場合でも、出店者側の判断で出店をキャンセルすることは可能



です。その場合は、前日 20時までにメールにてご連絡ください。 

出店キャンセルの場合、出店料の返金は致しませんのでご了承ください。 

開催の有無はハロウィンマルシェのホームページ・インスタグラム・Facebookでお知らせします。 

中止になった場合は、後に天候が回復しても開催を再開することはありません。 

イベントの途中で開催を中止する場合もございます。その場合は、実行委員の指示に従い速やかに会

場から退出してください。 

 

■販売について 

また、音楽や映像による販売促進の演出は可能ですが、他のブースの迷惑にならない範囲でお

願い致します。他のブースから苦情が発生した場合、改善を求める場合があります。 

 

■体験・ワークショップについて 

体験・ワークショップで出店される方は、当日随時予約制とします。管理は各出店者で行ってください。 

また、出来る範囲でハロウィンのテーマに沿った出店（オレンジ・黒・紫・黄緑のカラーなど）をお願い致

します。※内容によっては、難しい場合もあると思いますので、必ずという訳ではありません。 

 実際に出店する品をご自身で撮影してください＊フライヤーやSNS・HP掲載用 

 

■飲食・食品販売について 

飲食・食品の販売の方は、完売間近になりましたら、看板や大きめの用紙などに分かりやすく、 

「残り〇食で完売します」などの表記を行い、お客様にご提示下さい。 

※以前、数時間並んで完売と言われてしまったというお客様の声が多数よせられた為。 

 

飲食・食品の販売については臨時営業許可証の届出が必要となります。 

申請をしていない場合は当日出店できません。ご注意ください。 

ご案内する期日までに LINEかメールにて臨時営業許可証の画像を添付してお送りください。 

※申請をしてから通知がくるまで２週間かかります。 

有明保健所  〒865-0016 玉名市岩崎 1004－1   TEL：0968-72-2184  申請料金：3,200 円 

代理申請も可能です。その場合、手数料 2,000 円を出店料に追加してお支払い下さい。 

 

食中毒などが発生した場合は、提供した店舗の責任となります。 

主催者側は一切の責任を負いませんのでご注意ください。 

容器・包装入り食品については食品衛生法による食品表示を行ってください。 

現場で火器を使用する場合には必ず消火器をご持参していただく必要があります。 

火器・器具を使用される方は、安全管理を十分に行ってください。 

事故等の責任は主催者側では一切負いません。 

野外イベントですので熱風などに注意をはらってください。 



会場には下水道の準備はありません。各店で対応してください。 

自店で販売する商品の容器を回収できるだけのごみ箱・ごみ袋を必ず準備し、 

ゴミを回収してください。また飲食出店者同士でも協力してゴミの回収を行ってください。 

 

■写真・ビデオ撮影 

本イベントにおける写真･ビデオ撮影等を許可する権利、その他映像に関する一切の権利は、主

催者及び出店者が有します。また、来場者(報道機関を含む)より、店舗の撮影の申し出があった

場合は、出店者において個別にご対応下さい。 

商品や移動販売車、イベント当日の出店の様子をおさめた写真等についてHP、SNS、実施報告

書等への掲載について承諾すること。 

 

■荒天などにより中止となった場合の出店料等について 

イベントが中止となった場合の出店料は返金致しません。（運営費などに使用済のため） 

開催が中止になったことにより生じた間接的損害について、当会では一切責任を負いません。 

 

■出店者の都合によるキャンセルについて 

出店確定後(出店決定連絡後)のキャンセルはフライヤー完成前（８月後半完成予定）の 

令和元年 8 月 10 日まで受付致します。 

それ以降の出店者様都合によるキャンセルにつきましてはいかなる場合も 

ご返金できませんのでご了承ください。 

出店料の振込が完了していない場合はキャンセル料として出店料をいただきます。 

 

■フライヤー・ポスターについて 

８月後半頃に、フライヤー・ポスターを配布致します。 

フライヤー・ポスターは、駐車場許可証・出店者駐車場案内用紙などと一緒に郵送でお送りします。 

配布していただける枚数を出店申込の際、申請してください。 

 

■火気器具について 

会場内で火気器具（移動式ストーブ、ガスコンロ、カセットコンロ、IHコンロ、発電機、フライヤー、炊飯

器など）を使用される場合は必ず消火器の準備が必要になります。当日は必ず消火器をご持参くださ

い。 

 

■ペットについて 

金魚と鯉の郷広場はペットの連れ込みが禁止となっております（ふれあい移動動物園は特別許可を

受けています）出店者・来場者共にペットの連れ込みをされている方を見つけ次第、本部にご報告くだ

さい。ペットの連れ込みをされた方は来年度以降出店不可となりますのでご了承ください。 


