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第６回芝ふぇす Final ～芝生を満喫！～ 

 

西宮市の南東端に位置する公園、「鳴尾浜臨海公園南地区」で開催する第６回芝ふぇす Final に出

展してみませんか？芝ふぇすは、鳴尾浜臨海公園南地区の指定管理者が主催するおまつりです。海の

見える芝生広場で青空マルシェやワークショップ等を中心とした家族で楽しめるイベントです。春の

陽気に誘われて訪れた家族の笑顔や感動が生まれる場面を皆さんと一緒に形づくり、西宮を盛り上げ

る一助になりたいと考えています。 

※今までご愛顧いただきました芝ふぇすは、今回をもちまして終了させていただきます。今までご協力をいただき

ました皆様どうもありがとうございました。今後は芝生広場を活用した新たな大規模イベントを検討しています。 

 

【マ ル シ ェ 出 展 者 募 集 要 項】 

●開催日時 

平成３１年４月２０日（土）２１日（日） 

10：00～16：00  

※雨天強風の場合中止。土日のいずれか雨あるいは強風の場合は、1日のみ開催。 

※雨天・強風による開催可否についての決定は、開催日の前日 11時に発表される気象庁ホーム 

ページ等の天気予報で判断し、公園ホームページの「NEWS」と facebook にてご案内いたし

ます。 

      公園ホームページ     http://www.naruohama-park.com/  

       芝ふぇす facebook   http://www.facebook.com/naruohama 

●開催場所 

鳴尾浜臨海公園南地区 芝生広場・フラワーガーデン（屋外） （西宮市鳴尾浜 3－13） 

●主催：鳴尾浜臨海公園南地区指定管理者：パークマネジメント鳴尾浜 

 共催：Petit Cafe aoi tori、ゆるみま商会 

後援予定：西宮市役所 土木局 道路公園部 公園緑地課 

     西宮観光協会 

協賛予定：リゾ鳴尾浜（株式会社鳴尾ウォーターワールド） 

協力：指定管理者 構成団体 株式会社日比谷アメニス大阪支店  

●応募方法 

  ・応募書類は、公園ホームページの「NEWS」から「第６回芝ふぇす出展申込専用フォーム」をダ

ウンロードしてください（エクセル版、ＰＤＦ版があります）。必ず第６回の申込専用フォームで

ご応募ください。 

・飲食、物販、ワークショップ、物販＆ワークショップの出展内容により、それぞれ出展申込専用

フォームが異なりますので間違いのないようご注意ください。 

・申込専用フォームの項目に必要事項をご記入の上、出展の様子がわかる写真を添えて E-mailか郵 

送のいずれかにてお送りください。 

・物販とワークショップを同一ブース内で出展ご希望の方は、「物販＆ワークショップ出展申込専用

http://www.naruohama-park.com/
http://www.facebook.com/naruohama
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フォーム」にご記入ください。 

  ・飲食出展者は、「申込専用フォーム」と「飲食販売予定全メニュー」の両方をご記入ください。 

  ・飲食出展者、ワークショップ出展者で電気やガスを使用される出展者は、「電気・ガスの詳細につ 

いて」もご記入ください。 

・食品（飲み物を含む）を出展される方は、出展する食品の取扱品目により、出展許可条件が異な 

ります。詳細は、【食品を出展される方へ】をよくお読みいただきご応募ください。  

・搬入車両は 1店舗 1 台まででお願いします。 

・出展の様子がわかる写真（出展品の写真、出展風景がわかるような写真）は、必ず応募書類と一

緒に提出をお願いします。選考時に必要になります。・ 

・毎回、応募書類に不備がみられます。提出前に、記入漏れや未提出物などないようよく確認のう

え、ご応募ください。応募期間中に不備が是正されない出展者の方は、落選となりますのでご注

意ください。特に応募締め切り間際に応募されると不備があった場合、間に合いませんので早め

にご応募いただくようご協力お願いいたします。 

  ・応募書類提出先 

           Ｅ-ｍａｉｌ info@naruohama-park.com 

郵   送  〒663-8142 西宮市鳴尾浜 3-13 

                     鳴尾浜臨海公園南地区 管理事務所 

※個人情報（代表者名、郵便番号、住所、電話番号、FAX 番号、メールアドレス）につきまして

は、皆様への連絡及び当日の確認等出展に関する事務作業にのみ使用致します。 

●応募期間 

平成３０年１２月３日（月）～平成３１年１月７日（月）  E-mail、郵送共に必着です。 

    ※応募書類到着後、主催者から 2，3 日中に応募書類受取りの連絡を致します。但し、12 月

29 日から 1 月 3 日は休みのため、1 月 4 日以降の連絡になります。提出後 1 週間経って

も応募書類受取りの連絡がない場合は、問合せ電話番号までご連絡ください。 

●選考について 

・出展店舗の内容を重視してのイベントの為、ご提出いただいた応募書類・写真等の資料をふまえ

て、イベントの趣旨に沿った審査をさせていただきます。 

●結果のお知らせ 

平成３１年１月末日頃 

・出展当落通知は、後日メールまたは郵送致します。当選の方は、「出展決定者案内」を送りますの

で、詳細はそちらをご覧ください。なお、2月７日以降になっても当落通知が届かない場合は、問

合せ電話番号までご連絡ください。 

●募集ブース 

    ①飲食ブース（キッチンカー含む）  

    ②物販ブース   

③ワークショップブース  

    ④物販＆ワークショップブース 

 

http://www.lohasfesta.jp/parts/pdf/manual_exhibit_osaka.pdf
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●募集日程 

    ①２０日（土）のみ出展希望 

    ②２１日（日）のみ出展希望 

    ③２０日（土）２１日（日）両日出展希望 

    ※両日出展希望の場合でも、応募数多数の場合は 1日のみになるなど、ご希望に添えない場合 

があります。 

●開催協力金 

①3ｍブース  1 ブース寸法幅 3ｍ×奥行 3ｍ、1 店舗につき 2ブースまで 

      飲食（現地調理有り）：７,000円/日/ブース 

      物販及びワークショップ（芝生広場）：６,000円/日/ブース 

      物販及びワークショップ（フラワーガーデン）：５,000円/日/ブース 

    ②2ｍブース  1 ブース寸法幅 2ｍ×奥行 2ｍ、1店舗につき 2 ブースまで 

      飲食（現地調理有り）：５,000円/日/ブース 

      物販及びワークショップ（芝生広場）：４,０00 円/日/ブース 

      物販及びワークショップ（フラワーガーデン）：3,500 円/日/ブース 

    ③キッチンカー ８,000円/日/台 

    ※今回、物販及びワークショップの出展については、芝生広場とフラワーガーデンでは開催協 

力金が異なります。希望の場所（芝生広場またはフラワーガーデン）でブースをお選びくだ 

さい。 

    ※テントは、規格内で設置をお願いします。隣同士の余裕はありませんのでご注意ください。 

    ※2.2m テントで出展の方は、3ｍテントでお申込ください。 

    ※今回、開催協力金を変更しております。年々規模が大きくなるに従い経費が増大しておりま 

す。出展者の皆様にはご負担をおかけすることになり申し訳ありませんが、芝ふぇすの円滑 

な運営にご協力賜りますようお願い申し上げます。 

●電気使用料 

3,000 円/台/日（小型発電機 2.5kVA 使用） 

    ※主催者側の電気（発電機）をご希望の方は、小型発電機 2.5Kva１台を貸し出し予定です。 

一度に 2,500Ｗ以上ご使用の場合は、もう１台必要になります。 

    ※1,200Ｗ以下の少量電気容量の店舗の方は、1 台の発電機を共同で使用いただきます。そ 

の場合の使用料は、個別にご案内いたします。 

    ※電気を使用する場合は、「電気・ガスの詳細について」に必要事項をご記入ください。 

●その他 

・開催協力金・電気使用料は、事前に振り込みとなります。当選者には詳細をご案内します。 

  ・駐車場料金は、当日別途ご負担ください。当選者には詳細をご案内します。 

●出展申込みに関して 

   公園ホームページの「NEWS」に「出展の申し込みに関するＱ＆Ａ」を掲載しておりますのでそ 

   ちらもご覧ください。 

公園ホームページ http://www.naruohama-park.com/  

http://www.naruohama-park.com/
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●出展のキャンセルについて 

  ・出展許可を受けた方で出展をキャンセルされる場合は、速やかに主催者までご連絡ください。無

断での出展キャンセルは固くお断りします。なお、開催協力金お支払い後にキャンセルがあっても

還付はできません。但し、イベント開催中止の場合は、後日還付させていただきます。 

  ・会場が屋外であることをご理解の上、お申し込みください。 

●過去の来場者数 

   第 1回 平成 26年 11 月 16 日  2,208 人 

   第 2回 平成 27年 4 月 12 日   4,723 人 

   第 3回 平成 28年 4 月 16 日   4,950 人  （17日は雨天強風のため中止） 

   第 4回 平成 29年 4 月 15 日   2,350 人  （午前中天候不良） 

             4月 16 日   ５,284 人  合計 7,634人 

   第５回 平成 30年 4 月 28 日    3,250 人   

             4月 29 日   ５,300 人  合計 8,550人 

●共通の出展注意事項 

  ・BGMの利用は、他の店舗の妨げになりますのでご遠慮ください。 

  ・テント、テーブル、椅子、台車の貸し出しはありません。 

・朝の搬入時間以降の車両による途中搬入はできません。また、会場からの途中退場はできません。 

・出展品のトラブル（盗難や販売上等）に関しては、主催者では一切責任を負いません。 

・私物・貴重品等の保管庫はありません。出展者様で責任を持って管理をお願いします。 

・1 日目終了後の夜間は、ブース内に資材・材料等置いておくことは可能です。但し、主催者で 

警備員を配置しますが、資材・材料等のトラブル（盗難等）に関しては、主催者では一切責任 

を負いません。自己責任の範囲で片付けをお願いします。 

・ゴミは各自お持ち帰りください。また、飲食で使用している容器等の回収にご協力ください。 

・水道は、公園の水飲み台での使用になります。 

・会場内では、主催者が写真撮影を行います。今後の広報や西宮市への報告等で使用しますので、

代表者に限らず出展参加者すべてが撮影対象となることを予めご了承ください。 

・法規により禁止されている物品や周辺に迷惑を及ぼす物品は販売できません。 

・海沿いの会場の為、各出展者様で十分な風対策をお願いします。 

・ブースの配置は主催者で決定し、後日、連絡させていただきます。場所の変更はできません。 

・申し込み後は、ブースサイズの変更はできません。 

・隣接するブースに参加者が並ばないようご配慮をお願いします。 

・ペットを連れての出展は出来ません。 

・後日、芝ふぇすでの収支報告の提出をお願いします。この収支報告は、西宮市への報告書で使用

させていただきます。 

・出展者ならびに出展者が保持する会社の役員、従業員、その他雇用契約を締結している全ての者

が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（暴対法）に規定する団体（暴力団、その他反

社会勢力）の構成員、準構成員でないこと、またそれらの団体から資金供与を受けたり経営に関与

していないこととします。そのような事実が発覚した場合は、出展は取り消しとし、以降、代表者・
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共同出展者ともに本イベントへはご出展いただけなくなります。 

 

 ●お問い合わせ先：鳴尾浜臨海公園南地区 管理事務所   

パークマネジメント鳴尾浜  担当：川端・大西 

  〒663-8142 西宮市鳴尾浜 3-13 

  電話  ０７９８－４８－９３８６ 

  ＦＡＸ ０７９８－４８－９３８８ 

  Ｅ-ｍａｉｌ         info@naruohama-park.com 

  公園ホームページ   http://www.naruohama-park.com/  

芝ふぇす facebook  http://www.facebook.com/naruohama 

 

●応募書類 

  飲食出展者 

   □飲食出展申込専用フォーム 

   □飲食販売予定全メニュー一覧 

   □電気・ガスの詳細について 

   □出展の様子がわかる写真 

    ※食品営業許可証の写しは、当選後 3 月 31 日までに提出 

 

  物販出展者 

   □物販出展申込専用フォーム 

   □出展の様子がわかる写真 

     

  ワークショップ出展者 

   □ワークショップ出展申込専用フォーム 

   □電気・ガスの詳細について（電気を使用される場合） 

   □出展の様子がわかる写真 

     

  物販＆ワークショップ出展者 

   □物販＆ワークショップ出展申込専用フォーム 

   □電気・ガスの詳細について（電気を使用される場合） 

   □出展の様子がわかる写真 

     

 

 

 

 

 

http://www.naruohama-park.com/
http://www.facebook.com/naruohama
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【食品を出展される方へ】 

１．許可について 

・飲食出展については、取り扱う品目により食品衛生法に基づく営業許可が必要になりま

す。当選者は、3月 31日（日）までに取得し許可証の写しをご提出ください。現地で調理加工す

る出展者は、西宮市保健所から交付された露店営業の許可証が必要です。  

・取扱品目により露店営業許可が不要な場合もあります。「2．露店営業許可が不要な品目について」

をご覧ください。 

２．露店営業許可が不要な品目について 

  ・野菜・果物・米等の農産物を調理加工せずに販売する。また、食品営業許可業者が製造し、個包

装された菓子、パン、弁当、惣菜等を販売することに関しては、露店営業許可は不要です。 

   ※ここでの食品営業許可とは、露店ではなく固定店舗での許可を指します。 

※販売だけを行う食品の製造は、食品衛生責任者の管理のもと、飲食店営業許可、菓子製造業許可

その他の食品営業許可を持つ施設で行ってください。許可施設等を借りるなどして製造を行う場合

は、その食品に関する製造責任は許可の名義の方が負うことになりますのでご注意ください。 

・当選者は、食品の食品取扱・製造場所の許可証（食品営業許可証）の写しを 3月 31日（日）ま

でに提出願います。 

３．露店営業許可について 

・露店営業許可の業種は、飲食店営業・喫茶店営業・菓子製造業があります。取り扱う品目により、

許可が異なりますのでそれぞれの許可証の写しを 3 月 31日（日）までに提出願います。 

  ・食品を調理加工し提供する直前（最後に）に必ず加熱する必要があります。 

・露店営業許可があっても禁止されている品目・行為があります。 

４．キッチンカーでの出展について 

・キッチンカーでの飲食出展の場合は、自動車営業許可が必要になります。許可証の写しを 3 月 31

日（日）までに提出願います。 

  ・食品を調理加工し提供する直前（最後に）に必ず加熱する必要があります。 

・自動車営業許可があっても禁止されている品目・行為があります。 

５．お酒の販売について 

・缶ビールや瓶ビール、清酒や焼酎等の酒類を未開封の缶やびん詰めで販売する場合は、酒税法上

の酒類販売業免許が必要となります。所轄の税務署(西宮税務署)で酒類小売業の許可を得て写しを 3

月 31 日（日）までに提出願います。 

・ビール等をコップに注ぐなどその場で酒類を提供するような場合は、酒税法上の酒類販売業免許

は必要ありません。 

・飲酒運転による交通事故や飲酒によるトラブルを防ぐため、酒類を販売する出展者は、「①お酒を

飲んだら運転しない、②運転する人にはお酒を飲ませない、③お酒を飲んだ人には運転させない、

④お酒を飲んでも周りの人に迷惑をかけない」等の案内表示を見えやすい位置に掲示する等の対応

をお願いします。 

６．その他 

  ・出展申込み専用フォームに販売予定の全メニュー名・販売食数を希望出展日毎に分けてご記入く
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ださい。 

・アレルギー被害防止の為、店舗の見えやすい位置または品物に原材料を詳しく明記してください。 

・出展品のトラブルに関しては、主催者では一切責任を負いません。各店舗で保険加入をお願いい

たします。 

・隣接するブースに参加者が並ばないよう対応をお願いします。 

 

【ワークショップを出展される方へ】 

１．参加者が多数見込まれる場合は、整理券の配布などをご検討ください。 

２．隣接するブースに参加者が並ばないよう対応をお願いします。 

３．芝ふぇす終了時刻までにワークショップが終了できるよう調整をお願いします。 

 

【物販＆ワークショップを出展される方へ】 

１．物販＆ワークショップブースとは、同一ブース内で物販とワークショップを運営することをいいま 

す。 

２．参加者が多数見込まれる場合は、整理券の配布などをご検討ください。 

３．隣接するブースに参加者が並ばないよう対応をお願いします。 

４．ワークショップ参加希望者がわかりやすいよう、物販とワークショップの区別がひと目でわかるよ 

うな工夫をお願いします。 

５．芝ふぇす終了時刻までにワークショップが終了できるよう調整をお願いします。 


