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飲食ブース出店要項-①

12年目のトヨロックを一緒に創ってくれる出店者求む！
昨年の台風の直撃、
開催中止に伴うピンチを多くの方々の支援、
ご協力のおかげで、
今年もトヨロック開催決定！
継続していくために、
出店者の皆様にもご理解とご協力をいただくことが多いですが、
参加者みんなで創るトヨロックを目
指し、
飲食出店で一緒に盛り上げていただく出店者さんを募集いたします。

★★★飲食出店の皆様への注意事項★★★

※出店申込書も含め全部で3部構成となります。必ず全ての項目を熟読ください。

★出店の可否・出店場所は主催者で決定いたします★

出店応募の結果は、
トヨロック
「フェス飯選考委員」
による選考の結果、
８月２４
（木）
にジョイカルウェイブ事務局より
メールまたはＦＡＸにてご連絡いたします。

★天災・悪天候による開催中止の場合は返金を行いません★

天災・悪天候によりやむなく開催を中止、
縮小した場合の出店料の返金、
損失補償などは行いません。
予めご了承ください。
昨年の課題を踏まえ、
継続できるトヨロックを模索していきますのでご理解とご協力をお願いいたします。

★ビール・発泡酒・またそれに属するビール類の販売は出来ません★
イベント運営費確保の為、
ビール類の販売は、
主催者による協賛出店独占販売で行わせていただきます。
その他のアルコール類の販売は、
下記の要項に沿って販売可能です。
※ビール・発泡酒・第三のビール等、
ビールとみなされるものが対象となります。
※ノンアルコールビールは販売可能です。

★販売価格の基準設定★
※ビール・発泡酒・またそれに属するビール類の提供は主催者が販売致しますので、
販売はできません。
※ビン・缶類での提供は厳禁です。
販売スタッフ等のビン・缶類の持ち歩き等も厳禁です。
発覚した場合には即刻閉店とさせて頂きます。
予めご了承下さい。

※仕様カップはビールメーカー及びドリンクメーカーの印刷が無いものとする。
※発見した場合は即時使用禁止とします。

◎アルコール類
（カップ提供必須）
......500円以上
◎ノンアルコールビール又はノンアルコールカクテル
（カップ提供必須）
..........400円以上
◎ペットボトル...300円以上
◎カップ・ソフトドリンク
（カップ提供必須）
..........300円以上

★販売品目詳細
（販売価格含む）
を必ず事前に提出して下さい★
出店者選考の判断材料の一つとして参考にさせて頂きます。個性豊かな内容をお待ちしております。
また、
当日フェス飯調査員が店舗巡回チェックいたします。
出店者は事前提出書類に準じて販売を行なって下さい。
※チェック基準・内容はフェス飯選考委員で決定・実施いたします。
（販売価格、販売品目などのバランスなど）

★必ず期限内に出店料・駐車代の振込みをお願いいたします★
出店の確定した店舗は、必ず期限内に
「出店料 日数分＋駐車場台数 日数分」
の合計金額を振込みください。
※２日間の出店店舗は、
出店料、
駐車場代がそれぞれ２日間分かかりますので、
申込用紙の記入の際にお気をつけ下さい。
※当日出店した店舗へは、
いかなる理由であっても出店料の返金はいたしかねますので、
ご理解とご協力をお願いいたします。

★ゴミの持ち帰りの徹底をお願いします★
ゴミの持ち帰りを徹底し、
会場内のゴミ箱へは絶対に捨てないでください。
お客さまに提供した器・カップ等も、
声かけなどをし、
極力回収願います。

★豊田市で使用できる
【食品営業許可証】
の提示が義務となります★

このお申込書と一緒に、
豊田市で使用できる食品営業許可証のコピーを必ず提出して下さい。
また、
イベント当日も許可証を持参・提示ください。
許可証が無い場合は出店をお断りいたします。
あらかじめご了承下さい。
※注意：店舗で取得している許可証は無効です。
必ず豊田市・野外で使用できる許可証を取得して下さい。

詳しくは豊田市保健所 保健衛生課までお訪ね下さい。 ☎ 0565-34-6181

飲食出店要項−②に続く

★★★

★★★
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飲食ブース出店要項-②

★★★飲食出店の皆様への注意事項★★★
◎通常飲食店営業を行っている方。飲食営業許可を保有する方のみ出店可能。

◎出品メニューはドリンクも含めすべて、
申込用紙またはＷＥＢ申込フォーマットのメニュー記入欄に金額と併せて
記入ください。記載以外の品目の提供は禁止。

◎衛生管理に努め、保健所への申請等は出店者が行うこと。応募店のみの出店とし、
許可証の又貸しは厳禁。
◎不正行為等が行われ、問題が発生した場合、主催者は一切の責任を負えませんのでご了承下さい。
◎愛知県暴力団排除条例により、暴力団と関わりのある方及びスタッフの応募・出店は出来ません。
◎出店料は振込期間内に、事前振込にてお願いします。
ご出店が確定次第こちらよりご案内します。

◎当日出店した店舗へは、
いかなる理由があっても返金は出来ませんので、
ご理解とご協力をお願いします。
◎エリア内の出店位置は主催者側が決定し、意義申し立ては一切受け付けしません。

◎ビール・発泡酒・またそれに属するビール類の販売は、協賛出店独占販売にて行いますので、販売は厳禁。
その他のアルコール類の価格ガイドラインとして500円以上の販売価格設定を厳守下さい。

また500mlペットボトル飲料の価格ガイドラインとして300円以上の販売価格設定を厳守下さい。

◎瓶（びん）
・缶（かん）等、危険物となりうる容器で、
お客様への提供は禁止します。必ず紙コップ等の容器、
または
リユースコップなどに移して提供いただくよう徹底して下さい。
また、販売スタッフ・店舗関係者のビン・缶等の
禁止物での直接の飲食を厳禁と致します。規則違反が発覚した場合、即刻販売停止とさせて頂きます。

◎ゴミの持ち帰りの徹底をお願いします。会場内のゴミ箱へは絶対に捨てないでください。

また、各店先にゴミ箱を設置し、
お客様が出した分の回収も声かけなどし、可能な限りお願いします。

◎会場内の給水所は1箇所のみとなりますので、水を持ち込みいただくか譲り合ってご利用下さい。
◎食べ残しや排水については、必ず指定の場所でお願します。
トイレや溝などへの排水は厳禁です。
（※排水場所・方法は、
出店決定後に詳細を案内いたします。
※エリアBはありません。）

◎環境に配慮し、
プラスティック類の食器等は極力使用しないで下さい。

◎マイ食器、
マイコップ持参のお客様がいらっしゃいますので、持参いただいたコップ・食器等での対応を各店にて

お願いします。

◎机、
テント、
イス、灯りなど必要備品は各自でご用意下さい。

◎雨天の場合などの対策は各店でご対応お願いします。
また、会場は風が強く吹く場合がありますので、
テントなどが飛ばされないよう養生などを徹底し、各店必ず安全対策のご対応お願いします。

◎17：00頃から薄暗くなりますので、
照明など各店にて必要な場合はご対応下さい。

◎搬入・搬出の際は係員の指示に従い、指定された場所へ速やかに駐車をお願いします。
◎決められた時間での搬入・搬出の徹底をお願いします。

◎時間やルールが守れない出店者様は次回よりご出店を遠慮させて頂きます。

◎発電機を使用する際は、必ず消音のものを使用し、取扱に十分注意して下さい。

◎必ず入金期限内に
「出店料＋駐車場料 出店日数」
の合計金額を指定の口座にお振込下さい。

◎移動販売車のみでその他の搬入車両など無く、駐車場利用の無い場合は、駐車料金は必要ありません。

◎開催日前２週間以内のキャンセルにつきましては出店料の返金は致しかねます。
あらかじめご了承下さい。
◎2日間出店の方は、
テントなどの出店物を自己責任にて設置可能ですが、風雨対策を必ずして下さい。
◎キャンプサイトで宿泊される方は必ずHPから別途キャンプサイト申し込みをして下さい。
◎出店者用駐車場はキャンプサイトエリアになります。

◎各店舗で必ず消火器を持参し、店舗に備えつけて下さい。

※参加要項①−②を厳守可能な出店者様のみご出店のお申込みをして下さい。
あきらかに違反していると思われる出店者は即時販売停止又は、
次回からの出店をお断りさせていただきます。
参加者みんなできちんとルールを守り、
より良いトヨタロックフェスティバルを創っていきましょう!

★★★

★★★
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飲食ブース出店概要・エリアMAP

■募集期間 ： 2018年8月9日
（木）
〜9月7日(金)

■募集ブース： エリアA【西イベント広場】 30ブース、
エリアB【東イベント広場】 ２0ブース

■出店可否 ： 出店応募の結果は、9月11日(火)に事務局よりメールにてご連絡させて頂きます。

■出店条件 ： 選考基準を満たし、
飲食ブース出店要項の内容を厳守できる出店者様

エリアＡ【メインステージ側（西イベント広場）】 30ブース
５0,０００円／１ブース／１日 【出店スペース3000mm 3000mm】
エリアB【イーストランド側（東イベント広場）】 20ブース
25,０００円／１ブース／１日 【出店スペース3000mm 3000mm】

■出 店 料

＜規格より大きくはみ出る店舗の出店料について＞
規格より大きくはみ出る店舗は、
エリアＡ→60,000円／1ブース、
エリアB→35,000円／1ブース
※例）3.6m幅のテントや車両サイズ4ｍを越えるサイズの移動販売車など

■駐 車 料

3，
０００円（1台／1日）

※２日間出店可能な出店者様を優先させていただきます。
※搬入車両のみの場合でも駐車証は必要になります。駐車証の無い車両は会場への搬入は出来ません。
※移動販売車のみの場合は駐車証は必要ありません。

入金期間

■入金方法

2018年9月12日
（水）〜 ９月19日
（水）
ジ ャパ ン ネット 銀 行 ビ ジ ネ ス 営 業 部（ 店 番 0 0 5 ）
普 通 口 座 １７０９２４５
口 座 名 義 ジ ョ イ カ ル ウェ イブ

振込先

■注意事項 ・入金期間中に必ずお振り込みください。期日までに入金がない場合はキャンセルになる場合があります。

・必ず８月２２日
（水）
までに出店確認が出来てからお振込みください。
・入金期間内厳守で、上記指定の口座にお名前（代表者本名または店舗名）
を入れた上でお振込み下さい。
・お申込者と異なる名義で振り込まれる場合は、
その旨をメールにてご連絡下さい。
・入金額は必ず 出店料+駐車場代（それぞれの日数分の合計金額）
をお振り込みください。

★★★飲食ブース出店エリアMAP★★★
ワンラブステージ

エリアA

エリアB

（西イベント広場）

（西イベント広場）

メインステージ
サンダーベイ
イーストランド

グリーンフィールド
ＦＭＸ AIR JACK
※飲食ブース出店レイアウトが多少変更する事がございます。
あらかじめご了承下さい。

お問合せ

★★★

トヨタロックフェスティバル実行委員会（飲食ブース担当：神崎）
TEL：080-3034-4503
（神崎）
★トヨタロックフェスティバルHP：https://toyotarockfestival.com/2018/
★お問合せメール：info@toyotarockfestival.com

★★★

