2018 年 11 月 4 日開催要項

館山市海岸活性化プロジェクト推進協議会

北条海岸 BEACH マーケットは、南房総の海岸線を盛り上げ
よう！という目標のもと、2015 年秋に生まれました。
数多くの出店者・出演者のご協力により少しずつ成長して
まいりましたが、2018 年のテーマは…

「Link local」
Link＝つながる

Local＝地元、地⽅

ひとと地域をつなげるハブとしての役割を担う場
地元をもっと好きになる（for 地元）、安房という地方に通
ってみたくなる（for 都心部）、今年の北条海岸 BEACH マー
ケットはそんな気持ちのきっかけとなる場所を目指します。
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■11 月 4 日（日）開催概要
●イベント名：北条海岸 BEACH マーケット
●会場：北条海岸芝生広場

●開催日：2018 年 11 月 4 日（日）
中止の場合 2018 年 11 月 11 日（日）に順延
●マーケット開催時間：10 時～15 時（小雨決行・荒天、強風中止）
出店者搬入時間：A エリア 7 時半〜8 時

B エリア 8 時〜8 時半

※別紙に詳細参照

会場片付け：15 時半ごろ～16 時半ごろ
●来場者入場料：なし
●出店者駐車場：八幡海岸前およびセブンイレブン前の公共駐車場
※会場まで徒歩 5 分程度です。会場脇の駐車場は来場者用といたしますので、ご協力ください。
●募集店舗数：約 80 店舗
※出店希望者多数の場合、出店品目と地域性を考慮して調整させていただく可能性がございます。あらかじめ
ご了承ください。
●主催：館山市海岸活性化プロジェクト推進協議会
●来場目標：4500 名
（6 月実績

出店数 62 店舗、来場者数約 4300 人）
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●宣伝広告：チラシ、SNS、フリーペーパーなど
オフィシャルサイト：http://hojo-beach-market.jp/
Facebook ページ：https://www.facebook.com/hojobeachmarket/
北条海岸 BEACH マーケットに「いいね！」のご協力お願いします！

■出店者募集
●出店料
・基本料金（1 店舗あたり）
テント出店＆アクティビティ：1500 円
キッチンカー：2500 円

※先着 10 店舗

・オプション（上記にプラスして発生）
テントレンタル：1000 円（1 張あたり）
アルコール販売：5000 円
※会場片付けへのご参加が難しい場合、別途 1000 円を申し受けます。申込フォームにて片付けへの参加可否を
ご選択ください。詳細は次のページと別紙「搬入〜片付けまでの手引き」をご覧ください。
※本部でのアルコール販売はなくなりました。
※半枠での出店はなくなりました。1 店舗あたり 1 テントになります。
※広告媒体の配布、アンケートの収集、試供品の提供など広告を目的とした出店は基本的に禁止となります。広
告ガイドラインに従った内容のみ別途ご相談を承りますので、希望者はご連絡ください。
（例 1）協議会テント 1 枠使用の出店：出店料 1500 円＋テントレンタル費 1000 円＝2500 円
（例 2）自前テント 2 枠使用の出店：出店料 1500 円×2 枠＋アルコール販売 5000 円＝8000 円
※協議会テント（1 枠 3m×3m、限定 27 張）のレンタルは申し込み先着順です。
●1 区画出店スペース：3m×3m
・備品ストックを含め、必ず上記スペース内にて収めるようにしてください。
・景観の都合上、「のぼり」は禁止させていただきます。ご理解をお願いします。
・会場は芝生ですが、天候次第で飛砂があります。砂によるトラブルは責任を負いかねますのでご了承ください。
・風対策は各自お願いします。協議会テントをご使用の場合、くいの貸し出しがあります。
●設備について
・電源のご用意はありません。必要な方はご自身でお持ちください。
・机やイスの貸し出しはございません。出店に関わる備品は全て持ち込みをお願いいたします。
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●会場 MAP（予定）

■キャンセルポリシー
出店者都合によるキャンセルの場合は、キャンセル料を申し受けます。
・開催日 7 日前（1 週間）まで：無料
・上記以降～当日：出店費用の全額を頂戴します。

■会場の前日準備および当日片付けについて
●前日準備（10 時〜12 時）
前日にテントやステージなどの設営を行います。前日準備にご協力いただける出店者は、可能な限りご協力をお
願いします。
※出店者数の増加に伴い前日準備に参加した出店者へのレイアウト優先権はなくなりました。
●当日片付け（15 時半〜16 時半ごろ）

※別紙に詳細参照

・各自の店舗片付けが終わったところから順に、会場片付けにご参加ください。
・各店舗少なくとも 1 人の人員配置をお願いします。
・会場片付けへのご参加が難しい場合は、出店料とは別に 1000 円お支払いいただくことで免除させていただき
ます。ご参加が難しい場合でも、協議会テントご使用の出店者は今までどおりテントをたたんで袋に入れるとこ
ろまで各自でお願いします。
・備品を収納する倉庫へ向かうため、車での移動をお願いする場合もございますがご了承ください。

■当日リーフレット掲載内容
北条海岸 BEACH マーケットでは、地域活性に向け、「実店舗への導線づくり」の強化と「安房野菜」のブラン
ディング化に着手します。それにともない、当日リーフレットでは安房域内出店者限定で「後日使えるクーポン」
を掲載、さらに「安房野菜」を重点的に紹介していく予定です。出店者紹介文は、クーポンご提供出店者の特典
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とさせていただきます。ただし、クーポンのご提供がなくても 9 月 21 日（金）24 時までのお申込み分は店舗名
のみ掲載いたします。
●実店舗への導線のためのクーポン掲載（安房域内出店者限定）
安房 3 市 1 町（館山市、南房総市、鴨川市、鋸南町）に実店舗をお持ちの出店者限定で、後日使えるクーポンの
掲載募集を行います。基本的にはマーケット翌日から 2018 年 12 月末まで使用可能とさせていただきますが、
準備等の関係で少し開始が遅れる場合などはその旨お知らせください。また、クーポンご提供者に限り、紹介文
や店舗情報を掲載しますのでふるってご参加ください。詳しい内容は出店申し込みフォームの質問をご覧くださ
い。
クーポン掲載お申込み〆切：9 月 21 日（金）24 時
※クーポンのご提供のない出店者は、店舗名のみの記載となります。
●「安房野菜」のブランディング化
安房で採れる野菜を「安房野菜」と名づけ、ブランディング化を進めます。チラシやリーフレットで、安房野菜
についてフィーチャーした部分を設けていく予定です。対象店舗は安房域内での就農者、かつ野菜とその加工品
をメインの販売としている出店者とさせていただきます。また、対象店舗は出店エリアをかため、こちらから提
供するディスプレイを一部ご使用いただきます。

■SUP 大会参加者向けのクーポン募集
今回の北条海岸 BEACH マーケットでは、昨年秋同様 SUP 大会を同時開催します。それにともない、SUP 大会
参加者（100 名想定）が当日利用できる特典（クーポン形式）を募集しています。当日の集客にご利用ください。
ご希望の出店者は、申込フォームからお申し込みください。なお、当クーポンは出店名と特典のみが記載され、
SUP 大会参加者全員に直接配布される予定です。
※クーポンは利用者から回収いただきます。次回開催に活かすため、回収した枚数を別途おたずねしますのでご
協力ください。

■出店者へのお願い
●出店資格について
・本出店要項に内容をご理解頂き、承諾していただける方。
・館山市海岸活性化プロジェクト推進協議会の案内・指示に従っていただける方。
・飲食販売につきましては、指定の営業許可証・菓子製造業をお持ちの方。
・毎年各回の出店者募集メール受信に同意いただける方（北条海岸 BEACH マーケットへのメーリングリストに
登録させていただき、一斉配信を行います）
●チラシ配布ご協力のお願い
実店舗をお持ちの方には、10 月中旬にチラシをお送りしますので配布のご協力をお願いします。また、実店舗が
ない場合でもご協力いただける方は、申込フォーム内の「チラシ送付先」にてお知らせください。
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●【希望店舗のみ】SNS での紹介素材
※すでに提出されている出店者は、修正依頼以外はご提出の必要はありません
SNS（公式 Facebook ページ、Instagram）への掲載情報として、下記の資料提出をお願いいたします。申込フ
ォームからご提出ください。
l

店舗所在地

l

写真の提出
Ø

最低 1 枚（当日の出品商品）

Ø

理想は 2～3 枚程度（以下優先順に）
・当日の出品商品
・店舗の外観

当日パンフレットの例

・店舗での一押し商品（出品商品と異なる場合）
・オーナーの画像（当日の対応者が異なる場合は不可）等
l

店舗所在地、tel、定休日（実店舗をお持ちの方）

l

リンク先 URL（店舗サイト、Facebook ページ、Twitter、Instagram 等）

■出店申し込み
●申込み方法：下記の WEB フォームよりお申込みをお願いします。
出店申込みフォーム

http://bit.ly/2NSkcl6

（左記の QR コードを読み取ることもできます）
（お問い合わせ）
メールアドレス：info@hojo-beach-market.jp
携帯番号：080-3466-3088（東）

企画担当

東

洋平／田中真由

●今後のスケジュールについて
9 月 21 日（金）24 時
10 月 21 日（日）24 時

当日リーフレットへの店舗名掲載お申し込み締め切り
申し込み全体締め切り

※締め切りは応募状況により変更させていただく場合があります。
●飲食出店者の「食品営業許可証」提出について
飲食出店者は、出店申し込み後上記のアドレス宛に「食品営業許可証」の画像を提出していただきます。
画像の提出がない場合、出店できませんのでご了承ください。
なお、食品営業許可証には ①飲食店営業 ②飲食店営業（簡易な飲食店）と 2 種類あります。
①は実店舗（屋内）で調理したものを弁当として販売するのは OK。（現場での調理は NG）
②許可の条件に記載の品目に限り、イベントなどでの販売が OK。
詳しいことに関しましては、保健所に直接問い合わせ、出店可能かどうかお確かめの上お申し込みください。
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●飲食出店者で火器を利用する出店者は必ず消化器（6 型以上）を当日テント内にご用意ください。
もし消火器の準備がない場合は、事前に事務局までご連絡をお願いいたします。

■雨天・荒天時の対応
●基本前提
小雨決行を前提にしております。
中止に関しては、大雨、強風等、及びそれに準ずる形で、海岸沿いで実施が危険だと判断される場合に限ります。
●中止判断タイミング
・前日判断の場合：前日 12 時までに皆さまにご連絡します。
・当日判断：当日の 6 時半までに皆さまにご連絡します。
・突風やゲリラ豪雨など：当日天候も問題なく実施した場合でも、突風やゲリラ豪雨等の悪天候の場合には中止
とさせていただく場合もあります。
●風による中止判断基準
天気予報の 3 サイトを基に、判断をします。
【前日判断】
①対象サイトの予報のうち 1 つが風速 8m/s を超え、かつ、残りの対象１サイトが風速 6m/s を超えた場合
②対象サイトの予報のうち 2 つ以上が風速 7m/s を超えた場合
【当日判断】
①対象サイトの予報のうち 1 つが風速 10m/s を超え、かつ、残りの対象１サイトが風速 8m/s を超えた場合
②対象サイトの予報のうち 2 つ以上が風速 9m/s を超えた場合

■協議会への入会について
北条海岸 BEACH マーケットは館山市海岸活性化プロジェクト推進協議会で運営しています。イベントに賛同
してご協力いただける方は協議会への入会もご検討ください。協議会の入会に会費等はなく、活動への義務も
ございませんが、年一度の総会にご参加いただくことができます。イベントの継続とさらなる発展のために、1
人でも多くの方にご協力いただけますことをお願い申し上げます。
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