第１７回「Kobe Love Port・みなとまつり」
協賛ブース（屋台含む）出店規約
出品物について
●出品物の規制・禁止について
•

出品物は法令に触れるおそれのあるもの、宗教及び特定の思想を表わすもの、衛生上有害と思われるもの、公序良
俗に反するもの等の出品は禁止します。

•

主催者は、上記に該当するもの以外でも、みなとまつりの正常な運営に支障をきたす恐れのあるものは、その出店・販
売を規制または禁止することがあります。尚その規制及び禁止におけるいかなる損害も補償いたしません。

• 火器を使用する飲食物の販売は禁止します。
●サンプリングの禁止について
・

飲食物の会場内でのサンプリング行為（無償配布）は禁止します。※事前に登録許可を取っているものは、これに該当
いたしません。

●出店物の保護について
・ 主催者は最善の注意を払い会場の保全管理にあたりますが、出品物の保護については輸送中・販売中を問わず出店
者が責任を負うものとします。
・

機器等の管理については、夜間警備は実施致しますが盗難等があった場合でも主催者はいかなる責任も負いませ
ん。必要に応じて各自保険等をかけるなどの処置を行ってください。また、天災及び、不可抗力による事故について
も、主催者は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

●搬出入について
・

搬入開始は両日とも 7:00 より 9:00 迄の間で、警備員の指示に従い、添付搬入経路通りに作業して下さい。前日１４
日（土）13：00～17：00 まで搬入可能です。

・

搬出開始は 15 日 18:00 より 24:00 迄の間、16 日 18：00 より 24：00 迄の間で、警備員の指示に従い、事故のない
ように退出して下さい。※但し、18：00～20：30 頃まではイベント開催時間でもあり、場内に多数来場者がいるため、
車の乗り入れはできません。車の乗り入れは全プログラム終わりましてから、進行状況をみて、みなとまつり委員会メン
バーの指示に従ってください。

・

トラックの使用は事前に必ず連絡下さい。尚トラックは 2ｔ車までしか進入できません。ご注意下さい。

・

搬出入の際には主催者発行の「搬出入許可証」を必ず車に積み、フロントガラス内側の良く見えるところに掲示下さ
い。

・

場内の車両の運行には十分注意し、現場担当者の指示に従ってください。

・

いかなる場合においても場内にて発生した事故に関し、主催者は一切責任を負いませんのでご了承ください。

・

車検切れや保険未加入車両の進入は認めません。

※付近にトラックの駐車場はございません。

出店者負担事項
●主催者準備物について
・

下記の物品に関しては、主催者にて 1 区画につき 1 組ご用意しますので、それ以外の物品は出店者各自でご用意く
ださい。
屋台・協賛ブース基本セット内容
テント（3.6ｍ×3.6ｍ）×1 張（3 方幕含む）②長机（450×1800 H700）×2 台 ③パイプイス×4 脚
④社名版（900×200）×1 枚 ⑤蛍光灯 ⑥床面ブルーシート養生（飲食物を提供するブースのみ）
※ その他必要な機材がございましたら、別途お申し出ください。
※ 電気機材を使用する場合はすべてオプションで電気工事の申込が必要になります。

●出店者負担費用について
・

協賛ブースにつきましては次の費用を徴収いたします。
A １００，０００ B １２０，０００円 C １５０，０００ Ｄ １８０，０００
出店料は、5 月 31 日（木）までに次の口座に振込みをお願いします。
振込口座名 三井住友銀行 神戸営業部

普通預金 9831660

口座名義 一般社団法人 神戸青年会議所 みなとまつり実行委員会
※ 振込み手数料は出店者の負担と致します。

●廃棄物処理について
・

出店ブースで発生する廃棄物・一般ゴミについては、ゴミ置き場（コンテナ）を設けます。

・

燃えるゴミ、燃えないゴミに分別の上廃棄願います。ゴミ袋の指定はありません。

・

廃棄物をごみ置き場以外の場所に放置した場合には、その処理費用を出店者に請求いたします。

●マイク・スピーカーの使用について
・

スピーカー等を使用する場合の音量は、周辺の出店者の迷惑にならない程度の音量で使用してください。また緊急放
送の際には中止してください。

・

携帯メガホンの使用は禁止します。（主催者の認定したイベント除く）

●その他
・

出店位置は主催者にて出品物等を考慮のうえ決定させていただきます。

・

場内放送などの呼び出しは、緊急の場合を除き受け付けません。

・

荒天中止の場合（１日、両日）でも出店者負担費用については返金しないものとします。

・

宅配便等の受け取り、受け渡しは出来ません。

・

売上金の管理・つり銭の用意に関しては出店者にてお願いします。

・

ブース前にお客様の列が出来たときは近隣の出店者に迷惑のかからぬように配慮ください。

・ 過度の音響・熱気・塵埃・振動等の発生が予想される場合は、予め予防措置を対応願います。

その他の規制及び注意事項
●防犯
・

搬出入時およびまつり開催中の物品の管理については出店者で責任持って行ってください。

・

販売に伴う金銭の受け渡し・管理を十分ご注意ください。

電気関係について
●テント内電気供給について
※電気機材を使用する場合はすべてオプションで電気工事の申込が必要になります。
別紙 第１７回「Kobe Love Port・みなとまつり」追加機材申込書をご確認ください。

●電気設備工事
・

テント内の電気配線のＩＶ配線工事（家庭用ビニルコード）はたこ足配線をすると、コードの許容電流が低いことから過熱
し、ショート又は発火する恐れがあります。 電気担当者と十分打ち合わせを行い、安全を確認したうえで使用して下さ
い。

・

原則としてＶＡケーブル又はそれに準ずる配線を使用してください。

・

ＩＶ線（通常電線管等の保護管の中に入れて使用する線）

・

ＶＡ線（屋内外で保護管無しにて使用する線）

・

通電時間は、７月１５日９時～20 時３０分、７月１６日９時～２０時までと致します。※電気の使用に際し火災・事故な
どに十分注意してください。

その他禁止事項
●下記の事項に関しては堅く禁止いたします。
・

出店者の権利のすべてまたは一 部を譲渡・売却或いは転貸すること

・

主催者で事前に許可した以外の場所での看板広告標識等の設置・掲載

・

出店登録票に決められた場所以外での営業行為

・

他の出店者に迷惑・損害・危害を与えること

・

本出店規約おいて禁止された事項

・

周囲の出店者及び来場者から、繰り返しクレームがあった場合に対応いただけない場合は、出店を停止していただき
ます。この場合いかなる賠償及び出店料の返金には応じません。

・

申し込みと異なる内容の協賛ブース出店を禁止します。※主催者側の現場担当者の指示には必ず従ってください。

個人情報取扱いについて
一般社団法人 神戸青年会議所（以下、当団体という）は出店者様の個人情報をお預かりすることになりますが、そのお預
かりした個人情報の取扱について、下記のように定め、保護に努めております。

利用目的
（1）ブース出店の提供のため
（2）ブース出店にあたって利用者またはその代理人に対して確認連絡などを行うため
（3）ブース出店者様への請求事務、事故等の報告のため
（4）みなとまつりの運営・維持・改善のための基礎資料作成のため

当団体は法律で定められている場合を除いて、出店者様の個人情報を当該本人の同意を得ず第三者に提供すること
はありません。

個人情報提出の任意性出店者様が当団体に対して個人情報を提出することは任意です。ただし、個人情報を提出さ
れない場合には、当団体からの出店のご案内ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
個人情報の開示請求について出店者様には、貴殿の個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、
利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を要求する権利があります。詳細につきましては下記までご確認ください。

個人情報問合せ窓口：一般社団法人 神戸青年会議所 みなとまつり特別委員会
個人情報保護管理者：長瀬 篤夫

出店登録票
当社は出店規約及び各種規制を遵守し、出店参加します。
ふりがな
出店者名
所在地

電話・FAX

電話
FAX

責任者携帯電話
ふりがな
担当者名

出店時間

※（10:00～20：00（15 日）/10:00～20：00（16 日）の間で記入願います。
終了時間は 18：00 以降で設定ください。

出展内容
具体的にお願いします

車両ナンバー

この登録票の提出を以って、別記の個人情報の取り扱いについて同意したものとします。

締切：平成 30 年 6 月 14 日（木）18:00 必着

送付先の FAX 番号 078-303-0175
第１７回「Kobe Love Port・みなとまつり」実行委員会
屋台ブース担当者 長瀬 篤夫
〒650-0046 神戸市中央区港島中町 6-1 神戸商工会議所会館 6 階
一般社団法人神戸青年会議所事務局内
電話番号 078-303-0075
メールアドレス 2018minato@gmail.com

常駐責任者（警備・火元責任者）届
ふりがな

出店者名
所在地
電話・FAX

電話

FAX

ふりがな

担当者名
出店者は各自の責任において自主警備及び火元責任者としての防火対策を行っていただきます。各出店者において催
事中常駐し運営の責任を負われる方を、警備責任者及び火元責任者として、専任させていただきますので、下記にご記
入ください。

常駐責任者
責任者名

緊急連絡先 （勤務先）

緊急連絡先 （自宅）

住所：

住所：

ふりがな

電話:

電話:

会社名：

F A X:

F A X:

役職：

携帯電話：

ふりがな

住所：

住所：

ふりがな

電話:

電話:

会社名：

F A X:

F A X:

役職：

携帯電話：

ふりがな

氏名：

氏名：

締切：平成 30 年 6 月 14 日（木）18:00 必着

送付先の FAX 番号 078-303-0175
第１７回「Kobe Love Port・みなとまつり」実行委員会
屋台ブース担当者 長瀬 篤夫
〒650-0046 神戸市中央区港島中町 6-1 神戸商工会議所会館 6 階
一般社団法人神戸青年会議所事務局内
電話番号 078-303-0075
メールアドレス 2018minato@gmail.com

誓 約 書
平成 30 年

月

日

みなとまつり実行委員会 殿
この度、私共

は、

第１７回「「Kobe Love Port・みなとまつり」 （平成３０年７月１５・１６日）に出店を申し込むにあたり、別紙「協賛（屋台含
む）ブース出店規約｣資料の主旨・内容をよく理解した上で関係法令に定められた全ての事項及び義務を守ると共に、貴
委員会並びに各委員の指示等に従うほか、特に以下の事項を遵守励行することを誓約致します。もしこれに反する事象が
発生した場合は、協賛（屋台含む）ブース出店中止等の措置を受けても異論なく又、これに伴う損害賠償等の請求も一切
行いません。

《特に守るべき遵守励行事項》
1.

出店申込者以外の団体及び個人へのブース転売、貸与の禁止

2.

実行委員会への事前届出以外の物品の販売の禁止

3.

ブーススペースを著しく越えた出店の禁止

4.

出店者説明会の資料に記載された各禁止事項

5.

1,5ｋｗ以上の電気機器の使用の禁止（２間×４間は 3.0ｋｗまで）

6.

平成３０年 5 月３1 日までに出店料を振込完了してない者の出店の禁止
（前もっての届け出があった場合はこれに該当しません）

7.

他の出店者の迷惑になるような大音量での音だしの禁止

8.

その他主催者の定めた禁止事項

9.

申し込みと異なる内容の協賛ブースの出店の禁止

住所：
出店店舗名：
会社名：
代表者名：

印
締切：平成 30 年 6 月 14 日（木）18:00 必着

送付先の FAX 番号 078-303-0175
第１７回「Kobe Love Port・みなとまつり」実行委員会
屋台ブース担当者 長瀬 篤夫
〒650-0046 神戸市中央区港島中町 6-1 神戸商工会議所会館 6 階
一般社団法人神戸青年会議所事務局内
電話番号 078-303-0075
メールアドレス 2018minato@gmail.com

駐車許可証・進入許可証引換券
平成３０年７月１４日（土）１３時より１７時、７月１５日７時から９時の間にて、ホテルオークラ神戸西側メリケンパーク場内
進入口にて一般社団法人神戸港振興協会様発行の許可証と交換いたします。入り口付近には神戸青年会議所メンバー
が係員として配置しておりますので、お申し付けください。
※ この本書を平成３０年６月１４日（木）までに、FAX でお送りください。当日ご持参ください。

出店店舗名：
代表者名：
駐車許可証発行車両番号
（場内には進入しないが、関係者駐車場に駐車する車両）

進入許可証発行車両番号
(場内に器材の搬入のみに進入するがそのまま帰る車両)

進入・駐車許可証発行車両番号
(場内に器材を搬入し、そのまま場内に駐車する必要のある車両)

送付先の FAX 番号 078-303-0175
第１７回「Kobe Love Port・みなとまつり」実行委員会
屋台ブース担当者 長瀬 篤夫
〒650-0046 神戸市中央区港島中町 6-1 神戸商工会議所会館 6 階
一般社団法人神戸青年会議所事務局内
電話番号 078-303-0075
メールアドレス 2018minato@gmail.com

ご注意：会場内駐車場には台数に限りがございます。 当日の駐車車両台数により満車になった
場合は有料駐車場へお願いする場合がありますのでご了承ください。
尚、有料駐車場の費用は各自負担となります 。

提出期限 平成 30 年６月１4 日

誓約書
私は、第１７回 「Kobe Love Port・みなとまつり」に出店するにあたり、下記事項及び出店者募集要綱記載事項につい
て厳守するとともに、貴委員会並びに各委員に一切の迷惑をかけないことを誓約いたします。
記
１． 私は、暴力団員及び暴力団員と密接な関係にある者ではありません。また、暴力団員及び暴力員と密接な関係にあ
る者を働かせません。
２． 当社は、暴力団体関連企業ではありません。
３． 私および営業補助者は、暴力団員と同一生計のものではありません。
４． 出店に関し、他人に名義を貸しません（申請者以外の者が営業しません）。
５． みなとまつり及びその周辺において、粗野又は乱暴な言動をしたり、刺青をちらつかせたりするなど周囲の人に迷惑を
かけ、又は不安を与えるような行為はしません。
６． 暴力団排除条例を遵守し、暴力団に用心棒代やみかじめ料等の利益を供与しません。
７． 暴力団排除活動のため、露店出店申請書が関係機関に提出されることに同意します。
８． 指定された時間以外は営業しません。
９． 出店許可区域内で営業し、周辺に食材等は置きません。
１０． 発電機等の持込みはしません。
１１． 車両を乗り入れる場合は、歩行者等に細心の注意を払い運転します。
１２． 消火器を備え付け、消火器具の使用に関して安全を期すとともに、消化器の取扱方法を習熟します。
１３． みなとまつり委員会の委託を受けた運営事業者の指示に従います。
１４． 上記事項に偽りがあった場合は、出店の不許可、出店許可の取消し及び店舗撤去の措置をとられても、一切異議
申し立てをいたしません。あわせて、来年からの出店を拒否されても一切異議申し立てをいたしません。
平成３０年

月

日
申請者

氏名

印

営業補助者 氏名

印

営業補助者 氏名

印

営業補助者 氏名

印

営業補助者 氏名

印

営業補助者 氏名

印

※申請者・営業補助者の署名・押印をお願いします。

暴力団排除条例抜粋（利益の供与の禁止）第２０条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
（1）暴力団員がその人の業務を行うことを容認することの対償として、暴力団員は暴力団員が指定した者に対し、金品そ
の他の財産上の利益の供与（以下単に「利益の供与」という。）をすること。
（2）暴力団員がその人の業務に関する他人との紛争の解決又は鎮圧を行うことの対償として、暴力団員又は暴力団員が
指定した者に対し、利益の供与をすること。
（3）何人も、前項に掲げる行為のほか、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力
団の運営に資することとなることを知って、利益の供与をしてはならない。

提出期限 平成３０年６月１４日（木） 送付先の FAX 番号 078-303-0175
第１７回「Kobe Love Port・みなとまつり」実行委員会 屋台ブース担当者 長瀬 篤夫
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本人確認書

カラーの住基カード、もしくは運転免許証の写し

カラーの住基カード、もしくは運転免許証の写し

（写真付き、本籍地の記載がないもの）

（写真付き、本籍地の記載がないもの）

カラーの住基カード、もしくは運転免許証の写し

カラーの住基カード、もしくは運転免許証の写し

（写真付き、本籍地の記載がないもの）

（写真付き、本籍地の記載がないもの）

カラーの住基カード、もしくは運転免許証の写し

カラーの住基カード、もしくは運転免許証の写し

（写真付き、本籍地の記載がないもの）

（写真付き、本籍地の記載がないもの）
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