
2023 年 6 月「大沢マルシェ」出店要項 

【開催概要】  

■名称：大沢マルシェ  

■開催日：2023 年 6 月 17 日（土）・18 日（日） 10：00～15：00  

■主催：株式会社ジェイウッド  

■会場：株式会社ジェイウッド ハウジングカフェ仙台内  

■目的：地域イベントとして盛り上げ、地元の人たちと楽しく活発な街づくりを目指します。 

また、気軽にハウジングカフェを訪れていただき、暮らしや家づくりを考えるきっかけを多 

くの方にご提供していきます。  

■出店条件： 

①本事業の目的に賛同する個人または団体（法人含む）で、以下のいずれかに該当する方。 

②農産物・加工品を生産・加工されている方や、工芸品・雑貨の販売を行う方。（団体・法 

人どちらも可） 

③その他、本事務局が出店を認めるもの  

■募集店舗数：60 店舗を予定  

■出店スペース：1 区画あたり（幅 3m×奥行き 3m）または（幅 3ｍ×奥行き 1.5ｍ） 

※2 店舗で 1 テントご利用いただく場合がございます。 

※テントのみこちらで準備いたします。 

※備品のレンタルは行っておりません。 

※電源を利用する場合は、出店申込書の該当欄にご入力ください。 

■出店料 

①A 区画（幅 3ｍ×奥行き 1.5ｍ）   ：1 日￥1,000   2 日￥2,000 

②B 区画（幅 3ｍ×奥行き 3ｍ） ：1 日￥2,000  2 日￥4,000 

③キッチンカー          ：1 日￥2,000  2 日￥4,000 

※出店料は事前説明会でお支払いいただきます。 

 

 

【出店の流れ】  

≪出店申込≫  

「反社会的勢力でないこと等の表明・確約に関する規則」をよくお読みいただき、申込フォ

ームより必要事項を記入の上お申し込みください。 

 ■申込受付期間：2023 年 4 月 7 日（金）～4 月 30 日（日）17：00 まで 

※選考になりますので、先着順ではございません。期間内にお申し込みをお願いいたします。 

⇓  



≪出店者決定≫  

主催者側で出店者の選考・決定を行います。出店が決定した方に対しては、事務局より事前 

説明会のご案内をさせていただきます。 

※5 月 18 日（木）より当落結果を順次ご連絡いたします。 

※フィルター等設定されている方は「marche＠j-wood.co.jp」の受信許可設定をお願いいた 

します。 

⇓ 
≪事前説明会≫  

事前説明会を開催いたしますので、出店者（代表）は必ず出席をお願いいたします。 

■場所：株式会社ジェイウッド本社 会議室   6 月 9 日（金）18：00～ 

※説明会に出席できない方は別途ご相談ください。 

※出店料をお支払いいただきます。現金でご用意をお願いいたします。 

⇓ 
≪大沢マルシェ当日≫  

【搬入方法】  

1、 テント順に搬入時間の割り当てをしております。 

 各自指定の搬入時間に会場へお越し下さい。 

          ↓ 

2、 誘導スタッフがお声がけいたしますので、指定のテント番号をご提示ください。 

 テント順に誘導いたしますので、一度待機所にてお待ちいただきます。  

↓  

3、 誘導スタッフが順次テントにご案内いたします。 

  搬入する荷物をテント内に降ろして下さい。(時間に限りがございますので、荷物の搬入 

は速やかにお願い致します。)  

※テントには、各店名記載のラミネートが貼ってありますのでテントをご確認下さい。  

↓  

4、 荷物を搬入後、指定の駐車場へ移動をお願い致します。駐車場へは誘導スタッフがご案 

内いたします。  

          ↓ 

5、 駐車後、テントに戻り出店準備をして下さい。  

          ↓ 

【マルシェ開始】  

6、9：50 より事務局前で開始前のミーティングを行います。マイクでお声がけをいたしま

すのでお集まり下さい。  



↓  

7、10：00 よりマルシェ開始となります。 

          ↓ 

8、15：00 マルシェ販売終了。片付け開始。 

 

※駐車スペースに限りがあるため 1 グループ 1 台でのお越しでお願いいたします。 

 複数台でお越しの場合は、1 台以外は待機所からの搬入となります。 

台車の貸出等はございませんのでご注意ください。 

※搬入が混み合った際、待機所より荷物を運んでいただく可能性がございます。ご協力の程 

お願い致します。 

※マルシェ当時は、4 号線側入り口は封鎖いたしますので、東側入り口よりご来場下さい。 

※指定搬入時間を過ぎてのご来場の場合は、最後の搬入時間へ移動となりますのでご了承     

下さい。  

※15 時のマルシェ終了までは片付けをしない様お願いします。 

 

 

【会場について】 

●出店区画：商品内容等により、区画の場所については主催側で決定いたしますのでご了承 

ください。 

※2 店舗で 1 テントご利用いただく場合がございます。 

●備品概要：次のものをご用意いたします。 

・テント（幅 3m×奥行き 3m・幅 6ｍ×奥行き 3m）  

●電気について：電源を利用する場合は、出店申込書の該当欄にご記入ください。 

また、発電機を使用する場合は、出店申込書の『その他』の欄にご記入ください。 

※延長コード・テーブルタップは各自ご持参下さい。 

 

【出店料について】 

① A 区画（幅 3ｍ×奥行き 1.5ｍ）：1 日￥1,000   2 日￥2,000 

② B 区画（幅 3ｍ×奥行き 3ｍ）：1 日￥2,000  2 日￥4,000 

③キッチンカー        ：1 日￥2,000  2 日￥4,000 

・事前説明会で現金でお支払いをお願いいたします。 

・事前説明会の参加ができない場合は、事前にお振込みのご案内をいたします。 

・マルシェの開催が中止となった場合のみ後日返金させていただきます。その他の理由によ

る返金はいたしません。 

 

 



【トイレについて】 

男性は事務所裏設置の仮設トイレをご利用いただき、女性・お子様は事務所内トイレをご利 

用いただきます。 

オムツ交換室も事務所内にございます。 

 

 

【販売方法】 

・気持ち良い挨拶と笑顔を心がけ、周囲の出店者と協調しながら販売を行ってください。  

・エプロンを必ず着用してください。また清潔感のある服装を心掛けてください。  

・販売する商品の名称、価格がお客様から一目でわかるように、POP（キャッチコピーや商 

品の説明）等の表示を可能な限り行ってください。価格表示については、法令等に基づく 

各所定の表示を厳守してください。  

・陳列の仕方等は問いませんが、清潔感のあるマルシェのイメージに沿った陳列にご協力く

ださい。  

・水分補給など熱中症対策は各自行って下さい。 

 

 

【ゴミについて】  

販売に伴って生じたゴミは、各自でお持ち帰りください。マルシェ終了後には使用した 

テント周辺の清掃を行い、ゴミが残らないようにしてください。お客様用のゴミ箱は会場に

設置いたします。 

 

 

【販売商品の責任】 

商品・現金の管理は出店者の責任にて管理してください。販売した商品に対する一切の責任 

は出店者に帰属します。 

 

 

【飲食店の衛生管理等】 

・飲食販売をする方(コーヒー・ドリンクの提供や、ドーナツ・鯛焼きなどの菓子類 フラン

クフルト・焼きそばなどの食品類)とキッチンカ―出店の方は、仮設営業許可の取得を当日

までにご自身で行って下さい。 

 (キッチンカ―は旧法で申請されている場合、営業計画書を郵送しますので提出をお願い致

します。)  

・仮設営業許可取得者は、当日店舗の見えるところに許可証の提示をお願い致します。 

 ・会場内において、保健衛生に関する指示があった場合は、必ず従ってください。  



・傷みやすい食品保管の際は、保冷容器や保冷の発泡スチロールなどのご使用をお願いしま 

す。  

・万一、飲食販売行為に関連して、事故や苦情が発生した場合、全ての賠償責任を負ってい 

ただきます。  

・食品に関してご不明点がございましたら下記の仙台市保健所泉支店にお問い合せ下さい。 

仙台市保健所泉支店 衛生課 食品衛生係  

TEL 022-372-3111   

 

 

【アンケートのご協力について】  

朝のミーティングの際にアンケートをお配りします。 

今後のマルシェ開催の参考にいたしますので、マルシェ終了後に必ずご提出ください。 

両日出店の場合も各日ご提出となります。 

ご協力の程よろしくお願い致します。 

 

 

【守っていただく事柄】  

開催時には以下の事柄を守らない場合、退場して頂く場合があります。また、今後のマルシ 

ェ出店をお断りさせていただくことがあります。 

・食品衛生に関する保健所、事務局の指示を守ること。 

・営業中に飲酒をしないこと。 

・喫煙は指定された場所のみ可能です。 

・交通規制に伴う事務局の指示に従うこと。 

・他出店者やお客様に迷惑をかけないこと。 

・申込と同じ販売内容であること。 

・申込者（代表者）以外の方に出店の権利を又貸ししないこと。 

（必要に応じて、当日、事務局よりご本人様確認証の提示を求める場合があります。）  

・販売については、テントの区画内で行うこと。  

・道路や敷地内に付着した汚れは清掃し、綺麗にすること。  

・その他、事務局や係員の指示に従うこと。 

※過失内容により、相応の費用弁済をいただく場合があります。 

 

 

【その他】 

●商品の搬入について 

・ストックヤードはありません。在庫の保管はブース内で行ってください。 



●ゴミ、清掃について 

・使い捨ての食器・容器等、ゴミが発生する場合は各出店者で食器・容器を回収し、お持ち 

帰りいただきます。 

・清掃用具を持参し、廃棄物やブース内及び周辺部のゴミ等は責任をもってお持ち帰りくだ 

さい。 

 ●事故等の対応について  

・主催者は、出展物およびイベント等に関し、会場内で発生した事故に対しては、一切の責 

任を負いません。 

 ●保険について 

・主催者側で、来場者について損害保険に加入します。出店者につきましては、希望される 

場合は、各自自己負担でご加入ください。  

●記録写真の使用について  

・開催当日、参加各店の写真を撮影します。撮影した写真は HP や広報等で使用する場合

が あります。  

●開催中止について  

・大雨、台風、強風などの悪天候により、事故の恐れがある場合は、開催を中止します。  

・天候による開催中止に伴う損失補填は行いません。予めご了承ください。 

・開催中止となった場合、出店料は後日返金いたします。 

 ① 当日まで悪天候の判断がつかない場合 当日の午前 7 時に、主催者が開催の可否を決

定し、中止の場合のみ出店者に連絡します。 

 ② 悪天候が前日から予想される場合 開催前日の 18 時に、主催者が開催の可否を決定し、

中止の場合のみ出店者に連絡します。 

 

【提出書類について】 

・仮設営業許可証（キッチンカ―） 

 

【本件問い合わせ先】 

ジェイウッド大沢マルシェ事務局 担当 佐藤／022-725-5165 (仙台泉店) 

 

 

 

 

 

 

 

 



【マルシェ過去実績】 

●来場者数 

※来場者数は大人＋子供の人数になります。 

※組数は 2016 年 5 月以降カウントしております。 

 

●出店数実績 

※両日参加の店舗が多いため。合計は 2 日間での純粋な出店舗数になります。 


