ALOHA FESTIVAL in 高松 2017 5/12(金) 13(土) 14(日)
最 優 先
出店参加申込書 20 . . （. ）No.1
出店登録名
代表者名
〒

代表者住所
TE L

FAX

携帯番号
E-mail
UR L

□物販名

□飲食店

□その他（

）

フェスティバル開催御協力金表（3日間）

1ブース
110,000円

テントサイズ（W5400×D3600×Ｔ3090）3間×2間
テント内照明 テーブル×1 折りたたみ椅子×1
電源×1※電源込1口（100V 15A）

円

半ブース
60,000円

テントサイズ（W3600×D2700×Ｔ2830）2間×1.5間
テント内照明 テーブル×1 折りたたみ椅子×1
電源×1※電源込1口（100V 15A）

円

角地ブース （配置場所、希望多数の場合は抽選になります）
テーブル（W1800×D600）
折りたたみ椅子
御社振込名義

+10,000円

円

1,500円×

台＝

300円×

台＝

円
円

合計金額

円

※商品、機材、食材等をお車で搬入、搬出される出店社様は搬入車両の申請が必要です 。
搬入車両
ナンバープレート

(駐車許可書持参の上搬入・搬出をお願いします。）

※出店申込書と参加承諾書を合わせて 、郵送又はFAXにてお送り下さい。
※第一次出店申し込み締切日は2016年12月31日必着迄です！
！
尚、定員になり次第締切とさせて頂きますので、 お早めのお申し込みをお願い致します。
※出店費のお振込み確認後、出店決定とさせていただきます。
※お振込みの際の振り込み手数料はお客様のご負担となりますので、予めてご了承ください 。
※振込先…

ムカイハタサダトシ

百十四銀行 本店営業 普通2977628 ｱﾛﾊﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙｲﾝ高松 向畑貞利
※振込名の頭に「33」
と入力してください。例：33アロハ高松店
※お申し込み アロハフェスティバルイン高松実行委員会
TEL/FAX 087-868-9550 携帯090-1007-2455

向畑（ムカイハタ）
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20

.

.

（.

）

ご 出店社名:

□物販名

□飲食店

□その他 （

）

取り 扱い品目及び内容

※ 法令上、 ブ ース枠外のディ スプ レ ー等は1m以内でお願い致し ま す。
※ 飲食店の方は保健所への申請の為、 メ ニュ ーと 食材及び調理方法を 詳し く お書き 下さ い。
※ 飲食のメ ニュ ーに関し て会場が野外の為、 保健所の規制がかなり 厳し く なり ま す。
詳し く は、 別紙の飲食店舗各位も し く は事務局ま でお問い合わせ下さ い。

※お申し込み アロハフェスティバルイン高松実行委員会
TEL/FAX 087-868-9550 携帯090-1007-2455

向畑（ムカイハタ）
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今年もALOHA FESTIVALはハワイアンスピリッツにのっとり
ALOHAの精神を各自が持って色々なハワイの文化や情報を交換しあい
開催する事をモットーといたします。
この度はALOHA FESTIVALにご参加頂きありがとうございます。
なにかとご不便をおかけする点もあるかと存じますが、
何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

1. お車での搬入は開始時間に余裕を持ち、搬入経路 に従い最徐行でお願い致します。
（会場内は駐車禁止の為、 搬入が済み次第にお車の移動をお願いいたします。
2. 貴重品は各自 、管理保管して下さい。本部ではお預かり出来ません。
（万が一紛失しても当フェスティバルは保障致しません）
3. 物販や飲食に出店される方は、金銭の管理を各店で責任を持って行って下さい 。
（物販については、商品等の汚れや紛失等の理由が生じても当フェスティバルは保障致しません）
4. 飲食販売で出店される方は、 衛生管理や露店営業の注意事項の厳守をお願い致します。
。
5. 各出店者とお客様との間で生じたクレーム等は各出店者が責任を持って対応して下さい
（当フェスティバルは対処致しません ）
6. 当日は、台風等の天災以外は決行致します 。
又、突然の夕立等の天候の場合は一時中断する場合があります。
（商品等が、 雨やその他の理由で汚れや故障等の不都合が生じても当フェスティバルは保障致しません）
7. いかなる場合でも、出店料・ レンタル料の払い戻しは致しません。
8. 交通費、及び駐車場代は自己負担となります 。
9. 自己事由によるケガ等は当フェスティバルでは保障致しません 。

ALOHA FESTIVAL in Takamatsu 2017

実行委員会 行き

上記の内容を承諾致します

参加登録名
代表者名
200 .

.

.(

) 代表者御署名

飲食ブース出店の皆様へのお願い
アロハフェスティバルin高松では、極力ゴミを少なくするというエコイベントを目指し、繰り返し
利用することのできる「リユース食器」を使用し、飲食物の提供を行っております。
出展にあたりまして、下記の内容にご理解・ご承諾いただき申込をお願いいたします。

■飲食提供は「リユース食器」をご使用ください。
■ドリンク販売について、「缶・ビン・ペットボトル」のままでの提供は出来ま
せん。ドリンク提供はリユースカップに入れて提供して下さい。
■飲食物提供については、リユース食器を利用しての提供に限ります。
提供にあたってゴミの発生するもの（竹串、包み紙等）は、極力ご遠慮いただ
きますようご配慮をお願いいたします。万が一発生する場合は、事前に実行
委員会に申告いただき、販売の可否をご連絡いたします。
■原則として、その場でお召し上がることを想定してメニュー構成をお願いいた
します。持ち帰り物の販売については、事前にご連絡下さい。
（持ち帰りのものについては、リユース食器を使用できないため、その場で
食べないようにお客様にアナウンスしていただきます）
■リユース食器については、実行委員会でご用意いたします。
出店の皆様には、食器レンタル費として1枚につき「10円」のご負担をお願い
しております。（お預かりしたお金は、食器のレンタル費用として使わせて
いただきます）

【食器使用の流れ】
■販売にあたって、どの種類の食器を使用するかを予め申告いただきます。
必要に応じて、サンプルの貸出を行います。
↓
■イベント会場にて、食器の受け渡しを行います。
必要枚数を会場内「リユース食器返却所」にてお渡しします。
↓
■各店舗の皆様には、飲食販売の際に飲食代に食器代とし100円上乗せして、お客様より
お金をお預かりして下さい。
↓
■お客様が払った100円は、リユース食器返却所にてお客様に返却します。
（お客様が払った100円は食器の預かり金となり、食器を返却すれば戻ってくるシステムです。
これは、食器の返却率を上げるために行っております。）
↓
■イベント終了後に、出展者の皆様の手元に残った食器は、食器回収所にて「食器の枚数×100円」
で回収いたします。

飲食関係担当
アロハフェスティバル実行委員会
堀川 健太（携帯：090-6887-7035）

リユース食器の種類

どんぶり L

どんぶり M

おわん ( 半透明）

直径 18.5cm× 深さ 7cm

直径 14cm× 深さ 7cm

直径 10.7cm× 深さ 6cm

容量：1000ml

容量：550ml

容量：300ml

皿L

皿M

皿S

直径 27cm

直径 21.5cm

直径 19cm

カップ M

カップ S

コーヒーカップ

容量 450ml

容量 280ml

容量 200ml

橋・スプーン（大・小）

