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出店申込書提出期限

2020年2月14日（金）午後5時【必着】

吹上浜砂の祭典実行委員会

出店のご案内



※以下のスケジュールは都合により変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●名称

「2020吹上浜砂の祭典」

●開催日

①ゴールデンステージ

2020年5月2日(土)～6日(水・祝)

②セカンドステージ

2020年5月7日(木)～24日(日)

●開催場所

「砂丘の杜きんぽう」内特設会場

南さつま市金峰町高橋

●開催時間

ゴールデンステージ 午前９時～午後9時

セカンドステージ 午前９時～午後5時

●主催

吹上浜砂の祭典実行委員会

●出店形式

①料理用テント ③移動販売車

②物販用テント ④物販預託販売

●申込方法

「出店申込書の記入方法（P7～8）」

に記載されている内容をよくご確認いただき、

申込書を持参、ＦＡＸ、郵送又はＥメー

ルで提出してください。

※申込みに際しては「2020吹上浜砂の祭

典出店規程（P5～6）」を必ずお読みく

ださい。

開催概要 募集概要

開催までの主なスケジュール（予定）

出店申込書の受付開始
●実行委員会で「出店申込書」の記載内容を確認の上、受理します。

●出店は応募内容を審査の上、決定します。出店が認められない場合も

ありますのでご了承ください。詳しくは出店規程をお読みください。

●小間数の調整をさせていただく場合がありますので、ご了承ください。

出店申込書の受付締切
●実行委員会で出店者の選考及び調整を行います。

●出店申込書の記載内容によっては、販売品目や調理方法の確認、調整

をお願いする場合があります。

出店決定通知書等の送付
●保健所臨時営業許可申請書類等、出店に際し提出が必要な書類を併せ

て送付します。

●出店場所は、会場構成等を踏まえ、実行委員会が決定します。

出店者説明会の開催・申請書類等の受付開始
●出店に際しての注意事項や出店場所、搬入・搬出スケジュールなどを

ご案内します。また、出店料等の請求書を発行します。

申請書類等の受付締切・出店料等の納入期限
●出店決定後に必要な書類を提出してください。

●出店料等は、指定期日までに振込により納付してください。

●指定期日までに納付されない場合、実行委員会は出店を取り消すとと

もに、取り消しに係る費用弁償を求める場合があります。

「2020吹上浜砂の祭典」開催

2020年1月17日（金）

2020年2月14日（金）

2020年2月下旬

2020年3月中旬

2020年4月3日（金）

2020年5月2日（土）～24日（日） 1



料理用テント

物販用テント

間口 奥行 テーブル 給排水設備 出店料

3.6ｍ 3.6ｍ 1.8ｍ×0.45ｍ×３台 1基 190,000円

出店料に含まれるもの

イス 照明 通常電源 共通管理費 店舗名サイン

2脚 1基 100V 1,500W
1回路

全体照明
ごみ処分

正面上部に1基

●正面図 ●平面図（配置） ※1 1小間は、間口7.2m×奥行3.6ｍテント

の半分を使用します。

※2 1,500Wを超える又は200V電源が必要

な場合、各自発電機（静音タイプ）を用

意してください。

また通常電源は閉園後にブレーカーをお

とすため、冷蔵庫等は24時間電源を使

用してください。
3.6m

3.6m

3.6m

2.0m

椅子

照明

間口 奥行 テーブル 給排水設備 出店料

3.6ｍ 3.6ｍ 1.8ｍ×0.45ｍ
×３台

なし （市内）35,000円
（市外）42,000円

移動販売車

№ 車両長さ※ 出店料

① 6ｍ以上7ｍ未満 60,000円

② 5ｍ以上6ｍ未満 55,000円

③ 5ｍ未満 50,000円

※「車両長さ」は、営業に必要な長さとします。

（例：車両後部ドアを開けた状態で営業する場

合やけん引物がある場合は、その部分も長さに

含みます。）申し込みにあたっては、車検証等

の車両のサイズ分かるものを添付してください。

また、長さが7ｍ以上になる場合は、実行委員

会までお問合せ下さい。

なお、ごみ処分は出店料に含まれますが、照明

や電源、テーブル・椅子は実行委員会では用意

しません。

テーブル イス 通常電源 24時間電源

1,200円/台 200円/脚 100V 1,500W
5,000円/回路

100V 1,500W
10,000円/回路

（１小間あたり）※1

※2

※2

2

出店形式（ゴールデンステージ）

不足がある場合は下記のものを追加できます
（電源については全体の使用量に応じて数を制限する場合があります。）



出店形式（セカンドステージ）

料理用テント

間口 奥行 テーブル 給排水設備 出店料

3.6ｍ 3.6ｍ 1.8ｍ×0.45ｍ×３台 1基 36,000円

出店料に含まれるもの

イス 照明 通常電源 共通管理費 店舗名サイン

2脚 1基 100V 1,500W
1回路

全体照明
ごみ処分

正面上部に1基

●正面図 ●平面図（配置） ※1 1小間は、間口7.2m×奥行3.6ｍテント

の半分を使用します。

※2 1,500Wを超える又は200V電源が必要

な場合、各自発電機（静音タイプ）を用

意してください。

また通常電源は閉園後にブレーカーをお

とすため、冷蔵庫等は24時間電源を使

用してください。
3.6m

3.6m

3.6m

2.0m

椅子

照明

移動販売車

№ 車両長さ※ 出店料

① 6ｍ以上7ｍ未満 33,000円

② 5ｍ以上6ｍ未満 30,000円

③ 5ｍ未満 27,000円

※「車両長さ」は、営業に必要な長さとします。

（例：車両後部ドアを開けた状態で営業する場

合やけん引物がある場合は、その部分も長さに

含みます。）申し込みにあたっては、車検証等

の車両のサイズ分かるものを添付してください。

また、長さが7ｍ以上になる場合は、実行委員

会までお問合せ下さい。

なお、ごみ処分は出店料に含まれますが、照明

や電源、テーブル・椅子は実行委員会では用意

しません。

不足がある場合は下記のものを追加できます

テーブル イス 通常電源 24時間電源

1,200円/台 200円/脚 100V 1,500W
5,000円/回路

100V 1,500W
10,000円/回路

（１小間あたり）※1

※2

※2

3



販 売 形 式

物販（常温のみ）預託販売

サイズ 募集商品 料 金

1小間
0.6ｍ×0.9ｍ

常温商品、酒類※1 １小間
2,000円＋販売手数料※2

販売場所

●特産品の販売（2020出店規程の応募資格に準じます）について、

（一社）南さつま市観光協会ブースによる

預託販売を希望する場合は、下記の通りとなります。

ただし、預託できる商品は10種類までとなります。

※1 冷凍・冷蔵、また特別な販売許可が必要な物は除きます。

※2 販売手数料の詳細は、売上（税込）の15％又は20％です。

①15％(南さつま市観光協会員)

②20％(南さつま市観光協会非会員)

出店料は、４月３日までに2,000円を納入

祭典終了後に販売手数料を納入していただきます。

※3 販売促進で、事業者さんによる試飲・試食等を行うことも

可能です。希望の方は、希望日・スタッフ数・希望時間を申

込書にてお知らせください。

※４ 預託販売につきましては

①ゴールデンステージ中（５月２日～６日）

②全期間（５月２日～２４日）

のいずれかをご選択ください。

（一社）南さつま市観光協会が販売するブース。

砂の祭典会場内展望台下（予定） 4



（１）応募資格
①南さつま市に店舗・事業所があり、地場産品の販

売又は生産・製造・加工及び普及・促進に携わる

事業者（自治体及びその他団体を含む）

②南さつま市と交流のある自治体及び自治体が推

薦・紹介する事業者でそれぞれの地域の地場産品

や魅力ある料理・加工品を提供できる者

③上記以外であって、本イベントの魅力向上のため

実行委員会が募集する者

（２）出店者の選考及び決定
出店の可否は、実行委員会で申込書の内容を審

査の上、決定します。審査に当っては、申し込み内

容等に関して照会等を行う場合があります。また、

必要に応じ、産地を証明する書類の提出を求める場

合があります。

〈商品審査の基準〉
商品の審査については、次の基準で実施します。

①主たる販売物の原材料が南さつま市産であること。

ただし、肉類及び魚介類については次の表のとお

りとします。

なお、開催趣旨を考慮し、主たる販売物以外につ

いても南さつま市産の原材料を極力使用するよう、

ご協力をお願いします。

2020吹上浜砂の祭典出店規程

品目 産地等

肉
類

鶏肉、豚肉、
牛肉、その他

鹿児島県

魚
貝
類

海産物 鹿児島県沿岸

その他 鹿児島県の河川又は湖沼

②主たる販売物が広く一般的に認知されている地場

産品又は郷土料理、地元で評判の地域グルメであ

ること。

〈出店が認められない応募者〉

①応募資格に該当しない者

②販売物の主な原材料に外国産の食材を使用してい

る者（例：外国産の肉を使った焼き鳥、から揚げ

や外国産のジャガイモを使ったポテトフライ

等。）ただし、地域に根ざした加工技術により製

造された地場産品及び審査の基準②に該当する販

売物については、この限りではありません。

③自社（店）で通常販売していない商品等を主たる

販売物とする者。ただし、本イベントを契機にそ

の後も販売しようとする者については、この限り

ではありません。

④過去の出店において、実行委員会からの指導を

真摯に受け入れなかった者（例：ブース周辺の

使用、小間装飾、搬出入等）

⑤過去の出店において、来場者等から本イベント

品位を落とす接客等によりクレームが多く寄せ

られた者

⑥過去の出店において、出店料の納付、各種申請

書類等の提出を期限までに行わなかった者

⑦過去の出店において、事前に申請していない出

品物を出品した又は申請内容と異なる内容で営

業した者

⑧過去1か年の出店において、食中毒等の事故を

起こした者

⑨反社会的勢力が関与していると判断される者

（警察等により確認します。）

⑩開催日時のすべての出店を原則とするが、その

実施ができない者

⑪その他、地域の食の魅力発信につながらない出

店等、本イベントの趣旨にそぐわないと実行委

員会が判断した者

（3）出店場所
出店場所については、会場構成やゾーン内容等

により決定させていただきますので、あらかじめ

ご了承いただくともに、実行委員会に一任願いま

す。また、決定した出店場所については、運営上

支障がある場合を除き異議を申し立てることはで

きません。なお、移動販売車については多目的広

場での営業になります。あらかじめご了承の上お

申し込みください。

〈判断例〉

・調理に炭火等を使用するために煙が多く発生し、

周囲に影響が出ると判断される場合

・過去の出店において、出店周辺を著しく汚し、

指導後も改善が見られなかった場合

・出店希望者多数により、出店場所の調整が必要

な場合

（４）火気器具類の取扱いについて
安全なイベント運営を図るため、火気器具類を

使用する出店者は、消防法等に従って以下のもの

を設置することとします。

・業務用消火器の設置

・スレート板、耐火ボード等による火気器具類周

りの養生

・油飛び等による危害に対する養生

※開催前に消防の査察を実施します。上記を満た

さない場合、営業ができなくなります。 5



（５）営業許可申請及びPL保険について

飲食物を現場で調理して販売する事業者は、各自で

保健所への営業許可申請及びPL保険（生産物賠償責任

保険）への加入手続きを行い、その写しを実行委員会

へ提出してください。

（６）申請許可品目及び出店場所以外での販

売・調理の禁止

保健所に申請し、許可された品目及び出店場所以外

での販売・調理は認めません。これらを守らず、改善

の指示に従わない場合、営業ができなくなります。

（７）下処理を要する提供品の仕込み場所に

ついて

事前に申請した許可施設又はこれに準ずる施設以外

での下処理、仕込みは基本的に認めません。

（８）持ち帰りの禁止について

物販以外の調理品は、原則、持ち帰り禁止とします。

また、出店者は調理品の持ち帰りが禁止であることに

ついて、購入者に対して周知をしてください。

（９）接客、販売方法

①テント内での対面販売とします。

テントの外（自店テントの前や横を含む）に出て、呼び

込みや試食を提供する等の行為を禁止します。

②来場者や隣接する店舗に迷惑となるような大音

量を発する機材の使用は禁止します。

③販売に使用できるスペースは限られていますの

で、スペースに見合った販売商品、使用機材とし

てください。

（１０）販売員の常駐について

出店者は、開催期間・開催時間の間、販売員として

実行委員会からの指示・連絡を確実に伝達・履行でき

る者を出店場所に常駐させるものとします。

（１１）出店テントへの装飾について

出店テントへの看板設置やテントからはみ出す工作

物の設置は、安全確保の観点から認められません。

（１２）ストックヤード、商品・機材管理に

ついて

会場には、ストックヤードがありません。商品、調

理器具、ガスボンベ等はテントの外にはみ出さないよ

う、出店者が保管・管理を行うものとします。

2020吹上浜砂の祭典出店規程

（１３）ごみ処理について

①販売全般に係るゴミは、事業者が責任を持って

回収してください。

②回収したゴミは、洗浄及び分別を徹底して、指

定の場所へ出してください。

③業務の終了時には、小間の内外の清掃を実施し、

常に整理整頓に留意してください。

（１４）出店料の請求

出店者ごとに出店料等（参考：出店形式P2-3

販売）が、確定した後、実行委員会から請求書を

送付しますで、必ず指定期日までに振込により納

付してください。（振込手数料は出店者の負担と

します）。ただし、委託販売は、祭典終了後に出

店料と販売手数料を請求させていただきます。

（１５）出店の取消し

①指定期日までに出店料等を納付しない場合、実

行委員会は出店を取り消すとともに、取消しに

係る費用弁償を求める場合があります。

②次のいずれかに該当した場合、実行委員会は会

期中であっても出店を取り消す場合があります。

なお、既に納付した出店料等の返還及び取り消

しによって、出店者が被ったいかなる損失の補

償もいたしません。

ア.事前に申請していない出品物を出品した又は申

請内容と異なる内容（例：出品物の産地）で営

業した場合

イ.申請者以外の者が出店・販売を行った場合（名

義貸し等）

ウ.その他、実行委員会及び関係機関（消防、保健

所等）の指導に従わない場合

（１６）その他

①本規程に定めのない事項については、後日、出

店決定者へ配付する出店マニュアルに従うもの

とします。

②提出書類に記入いただいた情報は、関連事業及

び共済事業の実施に関わる他の組織・団体等又

は実行委員会が広報宣伝を目的に契約する事業

者等に提供する場合があります。

（１７）イベントの中止

①本イベントは、雨天時にも開催しますが、台風等の荒天、天

災地変、暴動、官公署の命令その他不可抗力により、イベン

トの安全かつ円滑な実施が不可能又は不可能となるおそれが

極めて大きいと実行委員会が判断した場合には、中止とする

場合があります。

②本イベントが中止となった場合、出店料等、既に納付された

費用の払戻しはいたしません。また、実行委員会はイベント

の中止によって出店者が被った損失の補償はいたしません。 6



【A面の項目】

■出店者■

①事業者名
出店を申し込む事業者又は団体の名称を記入してください。

②出店名称
テントの店舗名サイン、開催ガイドマップに掲載する名称を記入してください。

③加盟団体等
○○商工会議所、○○業生活衛生同業組合等、加盟している団体がある場合はご記入ください。

④所在地・電話（代表）・ホームページURL
出店を申し込む事業者又は団体の所在地・電話（代表）・ホームページURLおよびSNS等のアカウント

名（ある場合）を記入してください。

⑤過去の出店状況
過去の吹上浜砂の祭典に出店された方は、該当する年にㇾをつけてください。

⑥申請担当者
実行委員会からの問い合わせなどに確実に対応できる担当者の連絡先を記入してください。今後はこの担

当者に連絡します。【申請事業者】と同じ場合は、「同上」と記入してください。

■出店に関する誓約■

⑦誓約に関する署名
吹上浜砂の祭典への出店申込みや選考基準、出店場所等の決定については「2020吹上浜砂の出店規程」

に基づくものとし、同規程の各条項を遵守することを誓約していただきます。

なお、誓約いただけない場合は、出店申込みを受け付けることができません。

■出店希望■

⑧出店形式
希望する形式にㇾをつけて下さい。なお、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承くだ

さい。

⑨小間数
1出店者につき、1小間を原則とします。

※２小間以上を必要とする場合は事前に実行委員会にご相談ください。

出店申込書の記入方法

出店申込書の提出は、
2020年2月１４日（金）午後5時迄です。

提出期限は、厳守してください。

7



【B面の項目】

■出店内容等■

⑩品名
料理名等を記入してください。販売する品目の中で、メインとなるものを最上段の太枠内に記入してください。

⑪商品の概要・特徴・アピールポイント
その商品について、概要、工夫されている点などPRしたい内容を記入してください。この内容については、

出店者選考における審査の対象となります。

⑫主な原材料とその原産地
本イベントは、来場者に「鹿児島の食」を存分にお楽しみいただくため、主たる販売物（料理・物販品のうち

「メイン」の太枠内に記入したもの）の原材料が鹿児島県産であること（詳しくはP５の出店規程でご確認くだ

さい。）その他の販売物も含めて、主な原材料に外国産の食材を使用していないこと等を出店の条件としており

ます。（郷土料理、名物料理、地域グルメなどの一部を除きます。)記入例を参考に主な原材料の原産地をできる

だけ詳しく記入してください。(場合によっては、産地証明書等をご提出いただきますので、ご了承ください。)

⑬仕入先名・所在地
主な原材料の仕入先及びその所在地をできるだけ詳しく記入してください。

⑭価格
販売価格（税込み）を記入してください。

⑮熱源の確認
加熱調理を行う場合、使用する熱源を選択してください。

⑯出店基準の確認
出店内容について「2020吹上浜砂の祭典 飲食物販出店規程」＜商品審査の基準＞の①②のうち、該当する

ものを選択してください。(複数選択可)

【 出店にあたっての注意事項 】

・提供する調理メニューは、直前に加熱して提供することを原則とします。

※出店が決定した後に調理内容を詳しく記入した書類を提出していただきます。

・物販（製品を仕入れるなど、現場で手を加えずそのまま販売するもの）については、販売する商品は製造に

必要な営業許可を取得した施設で製造され、適正な表示がされたものに限ります。

・出店テントには、蓋付きごみ箱が必要です。

・食品を調理・加工し、提供する場合は、原則として食品衛生法で定められている営業許可が必要となり

ます。出店の際には、営業許可の写しを提出していただきます。

出店申込書の記入方法

（参考）

営業種目 取り扱い品目例

飲食店営業 うどん、焼きそば、たこ焼き、アルコール飲料

喫茶店営業 かき氷、コップに注いで提供するジュース

菓子製造業 たい焼き、ドーナツ、回転焼き

乳類販売業 牛乳、乳飲料

食肉販売業 包装された食肉（生食用を除く）

魚介類販売業 包装された魚介類

臨時営業の業種等について

※営業許可や販売可能な調理加工品
について詳しくは加世田保健所
（☎0993-53-2315）までお問
い合わせください。

8



出店申込書（A）

9

「出店申込書の記入方法」を参考に記入してください。

■出店者　

　□2011　　□2012　　□2013　　□2014　　□2015
　□2016　　□2017　　□2018　　□2019　　□初出店

■出店に関する誓約

年 月 日

■出店希望　希望・該当するものに✔をつけて、希望する小間数を記入してください。

※出店場所及び小間数については、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※移動販売車での出店を希望する場合、「小間数」には営業に必要なスペース（長さ×幅×高さ）を下記に記入してください。

b

事業者名
 ①

 ②
出店名称

 ③
加盟団体等

　　　脚

⑦出店に関し、「2020吹上浜砂の祭典 出店規程」の各条項を遵守するとともに、実行委員会の指示・決定に従います。

【移動販売車】
□ ①6m以上7m未満
□ ②5m以上6m未満
□ ③5m未満

【テント内販売】
□料理用テント
□物販用テント

□物販預託販売
別紙預託販売申込書を
南さつま市観光協会へ
ご提出ください。

⑥申請担当者

事業者名
所属部署・
役職・氏名

書類送付
先住所

〒　　　-　　　

電話

□携帯　　　　　□職場　　　　　□自宅

〇通常電源

〇24時間電源

　　　回路

　　　回路

〇テーブル 　　　台

〇イス

提出先

吹上浜砂の祭典実行委員会事務局 電話：0993-76-1609   FAX：0993-53-5465
〒897-8501　南さつま市加世田川畑2648番地（南さつま市役所観光交流課内）
メールアドレス sand@sand-minamisatsuma.jp

持参、FAX、郵送又はEメールで提出してください。 ※裏面（出店内容等に続く）

«2020吹上浜砂の祭典» 出店申込書 （A面） 実行委員会使用欄

No.

事業者

(よみがな) 代表者役職

代表者名

④所在地
〒　　　-　　　

電話(代表)

ホームペー
ジURL

⑤過去の
出店状況

吹上浜砂の祭典に出店した年に

✔をつけてください。

SNS等
アカウント

FAX

メール
連絡可能な時間帯 ～

令和

事業者名

 ⑧
 出店形式

 ⑨
小間数

役職 氏名

小間



出店申込書（B）
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■出店内容等　予定している全ての料理・物販品について記入してください(欄が足りない場合は行を追加してご記入ください。)。

○料理（イベントテント内で調理するもの）

⑮加熱調理を行う場合は、使用する熱源に✔をつけてください。複数ある場合は複数選択してください。

○物販（イベントテント内で調理しないもの）

⑩品名 ⑪商品の概要・特長・アピールポイント ⑫主な原材料とその原産地 ⑬仕入先名・所在地 税込価格

「2020吹上浜砂の祭典」 出店申込書（B面） 実行委員会使用欄

No.

メ
イ
ン

包装　　□なし　・　□あり

税込価格

メ
イ
ン

包装　　□なし　・　□あり

包装　　□なし　・　□あり

包装　　□なし　・　□あり

□ガス　□炭火　□電気　□その他（　　　　　　　　　　　　）
□加熱をしない

⑩品名 ⑪商品の概要・特長・アピールポイント ⑫主な原材料とその原産地 ⑬仕入先名・所在地

⑯出店内容について、「2020吹上浜砂の祭典 出店規程」に該当するものに✔をつけてください。

　□(1) 主たる販売物の原材料が南さつま市産であること（ただし、肉類及び魚介類については出店規程のとおり）。
　□(2) 主たる販売物が広く一般に認知されている地場産品又は郷土料理、名物料理、地元で評判の地域グルメであること。

商品に関する情報は実行委員会がホームページやSNS等の広報活動にて、紹介させていただく予定です。
（例）特産品商品一覧　ワンコイン商品一覧　等

⑭

⑭



出店申込書記入例（A）
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別紙「出店申込書の記入方法」を参考に記入してください。

■出店希望　　　　　　　希望・該当するものに✔をつけてください。

■出店者　

　□2011　　□2012　　□2013　　□2014　　□2015
　□2016　　□2017　　☑2018　　☑2019　　□初出店

■出店に関する誓約

年 月 日

■出店希望　希望・該当するものを(■)にして、希望する小間数を記入してください。
■出店希望　希望・該当するものに✔をつけて、希望する小間数を記入してください。

※出店場所及び小間数については、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※移動販売車での出店を希望する場合、「小間数」には営業に必要なスペース（長さ×幅×高さ）を記入してください。

■追加申込（通常電源１回路、テーブル３台、イス２脚は出店料に含まれます。不足する数量記入してください。）

□ゴールデンステージ（５月２日～６日） □セカンドステージ（５月７日～２４日）

代表取締役社長

0993-76-1609

☑携帯　　　　　□職場　　　　　□自宅

0X0-XXXX-XXXX

9時～17時

砂場　守

所属部署・
役職・氏名

営業部イベント課主任
音戸　光

⑦出店に関し、「2020吹上浜砂の祭典 出店規程」の各条項を遵守するとともに、実行委員会の指示・決定に従います。

1 7

株式会社　砂場

⑤過去の
出店状況

⑥申請担当者

①事業者名

株式会社　砂場

　南さつま市加世田川畑2648

提出先

メールアドレス

電話：0993-76-1609   FAX：0993-53-5465

 ⑨
小間数

1

小間

〒897-8501　南さつま市加世田川畑2648番地（南さつま市役所観光交流課内）

sand@sand-minamisatsuma.jp

持参、FAX、郵送又はEメールで提出してください。 ※裏面（出店内容等に続く）

吹上浜砂の祭典実行委員会事務局

代表者名

吹上浜砂の祭典に出店した年を

れすとらん　すなば

砂場　守レストラン　砂場

〒897-8501

代表者役職 代表取締役社長

〒　　　-　　　

FAX 0993-53-5465

役職

連絡可能な時間帯

〇テーブル 　　　台

〇イス 　　　脚

氏名

メール sunanosaiten@sunanosaiten.com

2020

 ⑧
 出店形式

実行委員会使用欄

No.

南さつま市観光協会

«2020吹上浜砂の祭典» 出店申込書 （A面）

株式会社　砂場

④所在地

書類送付先
住所

ホームページ

URL

事業者名

✔をつけてください。

電話(代表)

　同　上

電話

(よみがな)

【テント内販売】
☑料理用テント
□物販用テント

【移動販売車】
□ ①6m以上7m未満
□ ②5m以上6m未満
□ ③5m未満

□物販預託販売
別紙預託販売申込書を南
さつま市観光協会へご提
出ください。

http://○○○○.com

事業者名

SNS等

アカウント

 ①

事業者名

 ②

出店名称

 ③

加盟団体等

〇通常電源 　1　回路

〇24時間電源 　1　回路

②

① ③

⑤

⑥

⑦

⑧ ⑨

④



出店申込書記入例（B）
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■出店内容等　予定している全ての料理・物販品について記入してください(欄が足りない場合は行を追加してご記入ください。)。

○料理（イベントテント内で調理するもの）

加熱調理を行う場合は、使用する熱源を（■）にしてください。複数ある場合は複数選択してください。

○物販（イベントテント内で調理しないもの）

出店にあたってＰＲや意気込み、またＳＮＳ等の発信予定等ご自由にご記入ください。 　

xxx円

包装　□なし・□あり（　　　　　　　　　　　　）

　■(1) 主たる販売物の原材料が南さつま市産であること（ただし、肉類及び魚介類については出店規程のとおり）。

　□(2) 主たる販売物が広く一般に認知されている地場産品又は郷土料理、名物料理、地元で評判の地域グルメであること。

らっきょう（南さつま産）
JA南さつま（南さつま

市） xxx円

包装　□なし・□あり（　　　　　　　　　　　　）

旬の砂丘らっきょう

包装　□なし・■あり（ポリエチレン包装）

包装　□なし・□あり（　　　　　　　　　　　　）

包装　□なし・□あり（　　　　　　　　　　　　）

らっきょう

メ
イ
ン

米（南さつま産）・豚肉（鹿児島県

産）・ピーマン（南さつま産）

商品の概要・特長・アピールポイント※ 仕入先名・所在地

☓☓酒店

JA南さつま（南さつま

市） xxx円
太陽の恵み弁

当

「2020吹上浜砂の祭典」 出店申込書（B面）

⑩品名

No.

実行委員会使用欄

⑬仕入先名・所在地
販売価格

（税込）
⑪商品の概要・特長・アピールポイント ⑫主な原材料とその原産地

□ガス　■炭火　□電気　□その他（　　　　　　　　　　　　）
□加熱をしない

南さつまの食材を使ったおかず
をぎっしり詰め込んだ弁当

⑪商品の概要・特長・アピールポイント

品名※
販売価格

（税込）
主な原材料とその原産地※

麺（南さつま産）・豚肉（鹿児島県

産）・人参（鹿児島県産）・醤油

（南さつま産）

阿久根製麺（南さつま市）、コワダ

ヤ（南さつま市）、JA（南さつま

市）、丁子屋（南さつま市） xxx円

たかえびたこ焼
き

生ビール

笠沙町漁協（南さつま

市）、

商品に関する情報は実行委員会がホームページやSNS等の広報活動にて、紹介させていただく予定です。

（例）特産品商品一覧　ワンコイン商品一覧　等

出店内容について、「2020吹上浜砂の祭典 出店規程」に該当するものに✔をつけてください。

メ
イ
ン

たかえび（南さつま産）・小麦粉

（国産）

砂場の熱々串
鹿児島県産豚肉を使った串料理。特
製塩でうま味たっぷりの一品

プリプリのたかえびをたこ焼きに！
新ご当地グルメです！

xxx円

JA食肉かごしま（南さつ

ま市）、坊津の華（南さ

つま市）

豚肉（鹿児島県産）・あら塩（南さ

つま産）

しょうゆ焼きそ
ば

鹿児島の甘いしょうゆで味付けした
ご当地焼きそばをご賞味あれ！

⑪ ⑫ ⑭

⑮

⑩ ⑬

⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

⑭

⑭



預託販売申込書
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預託販売申込書記入例
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販売場所概要図（案）

15

１月１７日時点のレイアウト（案）になります。詳細については今後
さらに検討を進めていき、決定します。
※移動販売車については多目的広場での営業になります。あらかじめ
ご了承の上、お申し込みください。


