
イベント開催・出店のご案内 
ライティング・コラボレーションかなまち2022 ふるさと・クリスマスマーケット 

 

毎年「ライティング・コラボレーションかなまち」へのご理解・ご協力をいただき、ありがとうございます。本年度のイベントにつき

まして、感染症拡大防止対策を十全に行った上で、3年ぶりに「ふるさと・クリスマスマーケット」を開催することにいたしました。以

前のような賑やかな集客型イベントによって、近隣住民の皆さまに楽しいクリスマスのひとときを過ごしていただきたく願います。 

初の土日 2日開催に向けて、下記の通り出店者を募集いたします。ご応募お待ちしております。 

 

【概要】 
▪イベント名：ふるさと・クリスマスマーケット 
▪主催：ライティング・コラボレーションかなまち実行委員会 
▪日時：2022年 12月 17日（土）・18日（日）10:00～18:00 ※1日のみの出店も可 
▪会場：金町駅北口駅前団地広場 
▪応募締切：10月 10日（月） 
 

【出店者の区分・条件】別紙を含む資料を全て読んだ上で内容に同意できる方、かつ 
(1)テントでの飲食または物販・・・実店舗所在を金町周辺（金町・水元・新宿）に持つ方。 
(2)キッチンカー・・・葛飾区におけるイベント等で、過去に出店した実績のある方。 
 

【出店料】無料 ※ガス・調理器具等をレンタルする場合は、実費を負担いただきます。 
 

【備品】テント出店者には、以下を主催者側で用意します 
▪横幕付きテント（2700mm×3600mm）※5400×3600 テントの 1/2（仕切り有）▪テーブル:3 台

（1800mm×600mm）▪丸椅子：3脚 ▪照明 ▪簡易ストーブ1台  ▪仮設電源：2口（1500Wまで） ▪除菌剤

スプレー：1本  ▪店名札：2枚   ※テーブルクロス、値札、POP、延長コード等は各自ご用意ください。 

 

【スタンプラリー企画】 
全ての出店者に、当日場内のラリー企画に参加していただきます。別紙「出店に際して」をお読みください。 
 

【申込み方法】 
本紙ご案内の他に、以下の資料があります。全てお読みになりご理解の上、10月 10日（月）までに、別紙「出店申込用

紙」をメールかFAXにて送付ください。インターネットの応募フォームもあります。 

▪出店申込用紙 ▪レンタル品申込用紙 ▪出店に際して ▪感染症防止対策ガイドライン 
（以下テントでの飲食販売者向け）▪出店の注意点 ▪テント販売可能な食品表 ▪レンタル品一覧 
 

【お申込み】 
事務局 （株）読売ニュースサービス企画制作室 長谷川または松尾  ネット申込み→ 
TEL.03-3607-3578 FAX.03-3607-3534 メール：hasegawa@kkyns.co.jp 



2022年 ふるさと・クリスマスマーケット 出店申込用紙 

応募締切 10 月 10日（月）     ネットでの申込みは→ 

店名  

代表者名  
携帯電話 

（当日連絡可能） 
 

住所  

メールアドレス  
当日出店予定人数 

（最大 4名） 
 名 

取扱品種 
○をつけてください 

▪飲食 
▪物販 

出店形態 
○をつけてください 

▪テント 
▪キッチンカー 

レンタル品申込み 
○をつけてください 

▪あり 
▪なし 

出店希望日 
○をつけてください 

▪土日2日とも    ▪12/17（土）のみ    ▪12/18（日）のみ 

販売品目 

予定品目を全て記入してください。テントの飲食品は、保健所で認可された品目のみ（別紙参照）。 

電気器具の持込 
(1500W以内) 

電気器具を使用する場合、全ての器具名と消費電力（ワット数）を記入してください。 例）電気ポット（500W） 

お店・販売品
PR 

お店や販売品の PRコメントをお願いします。 

 

●別紙資料への同意が必要です。以下の資料を全てお読みの上、同意いただいた内容に、☑を入れてください。 
【全ての出店者】 下記資料3点の内容に同意しました。 
□出店のご案内  □出店に際して  □感染症対策防止ガイドライン 
 
【テントでの飲食品販売者】 上記に加えて、下記資料2点の内容に同意しました。 
□出店の注意点  □販売可能な食品表（臨時営業者と同等の簡易な施設で取り扱う場合） 
 

●レンタル品申込み「あり」の方は、別紙レンタル品申込用紙を記入・送付してください。 
 
【お申込み・問合せ】事務局（読売ニュースサービス企画制作室）長谷川・松尾 TEL.03-3607-3578 

FAX.03-3607-3534 または メール：hasegawa@kkyns.co.jp に送信ください。 



2022年 ふるさと・クリスマスマーケット レンタル品申込用紙 

応募締切 10 月 10日（月） 
 

店名  

 
別紙レンタル品一覧参照の上、1日の必要数を記入し、合計金額を算出してください。 
実費を負担いただきます（当日徴収）。2日参加の場合は×2倍の金額になります。 
 

レンタル品 税込価格 
（1日） 数量 レンタル品 税込価格 

（1日） 数量 

LP ガス（8kg） 4,850  焼き鳥器 
（5本バーナー） 6,600  

ガスコンロ 3,300  おでん鍋 5,500  

フライヤーセット 10,780  せいろセット 5,500  

ホットショーケース 4,400  寸胴鍋 3,630  

卓上鉄板焼き機 3,850  クーラーボックス 4,950  

台付鉄板焼き機 12,100  アイスボックス 4,114  

焼き鳥器 
（3本バーナー） 5,500     

 

1 日あたり合計     円 × 出店日数   日 ＝ 合計金額     円 
 
【お申込み・問合せ】事務局（読売ニュースサービス企画制作室）長谷川・松尾 TEL.03-3607-3578 

FAX.03-3607-3534 または メール：hasegawa@kkyns.co.jp に送信ください。 
 



ふるさと・クリスマスマーケット 出店に際して 
 
【情報提供等について】 
1.当日の売上金額・おおよその来客数を事務局にご報告いただきます（売上金額は、当イベント
の参考資料といたします）。売上報告書は、当日会場でお渡しいたしますので、販売終了後、本
部テントにご提出ください。 
2.パンフレット等広報物への掲載のため、店舗紹介、販売物等の情報を出店申請時にご記入いた
だきます。また、写真を提出いただきます（販売品目1～2点、店舗外観1点）。 
3.イベント開催中に主催者及び報道機関等が撮影した写真は、区のホームページ、新聞・雑誌・
その他関連のWEBサイトや、主催者によるイベント開催報告等で公開されることがあります。
出店申請時にこのことにご承諾いただいたものとさせていただきます。 
 
【出店可否について】 
事務局がイベント趣旨にふさわしくないと判断した場合、申込みをお断りする場合があります。
応募多数の際は、出店者の実店舗、出展内容、応募状況等を総合的に考慮の上、10月中旬頃に
別途ご連絡いたします。 
 
【出店場所について】 
10月下旬頃に会場レイアウトを通知予定です。 
 
【スタンプラリー企画】 
開催中 2 日間に渡り、場内でのスタンプラリー企画を実施します。出店者にはスタンプを貸与
しますので、事務局の指定金額以上（後日決定の上連絡）をご購入したお客様にスタンプを押し
てください。全ての出店者にラリー企画に参加していただきます。スタンプはイベント終了後、
売上報告書提出と共に返却ください。 
 
【出店者の駐車場・トイレ・水道の利用】 
1.駐車場は団地中庭の舗道を利用できます。許可証を渡しますので、本部にお越しください。 
2.トイレ及び水道は団地2号棟1階をご利用ください（出店者のみ・来場者は仮設トイレ）。 
 
【搬入出】 
1.搬入：8:30～9:45 搬出：18:00～19:00  
2.車両の場合、通行の妨げにならないよう注意してください。路上駐車や、路上での荷捌きは
ご遠慮ください。 

裏面に続く 



【販売】 
1.申込用紙に記載したもの以外の提供・販売はできません。 
2.葛飾区保健所への申請は、事務局が一括して行います。その際、調理方法に指導があった際
は必ず従ってください。 
3.店舗より出た廃棄物（ゴミ、廃油等）は会場では捨てることが出来ません。各自お持ち帰り
ください。 
4.感染症拡大防止の観点から、テント販売の人員は最大4名までです。 
5.出店者はテント内では、商品の衛生面、火気取扱に十分に注意してください。 
6.場内（テント）では、出店者は店舗内禁煙・禁酒等を心がけるなど、節度のある行動をお願
いします。 
 
【感染症拡大防止対策】 
別紙「感染症防止対策ガイドライン」に従ってください。 
 
【その他】 
天変地異、悪天候等の不可抗力ほか、主催者の責に帰しない原因により開催を中止・中断する
ことがあります。この場合、主催者はこれによって生じた損害等について責任を負いません。
発熱等の症状で出店できない場合、これによって生じた損害等について主催者は責任を負

いません。 
 
 
【お問合せ】 
事務局 （株）読売ニュースサービス企画制作室 長谷川または松尾 
TEL.03-3607-3578 FAX.03-3607-3534 Mail.hasegawa@kkyns.co.jp 
 



ふるさと・クリスマスマーケット
屋台、キッチンカーにおける感染症防止対策ガイドライン

■出店者様にてご注意いただくこと

▪ 出店者は、事前に検温を実施する。会場でも運営が検温を行う。

▪ 37.5度以上、若しくは風邪の症状がある場合は、出店を中止する。

▪ 店頭に、主催者が配布する消毒液を必ず設置する。

▪ 屋台、キッチンカー内には必ずスタッフ使用分の消毒液を用意する。

▪ 出店者はマスク又はフェイスシールドを必ず着用し、ニトリル手袋の着用や、こ

　まめな手洗いや手指消毒を徹底する。

▪ 混雑する際は、適度な距離を保って並ぶ様声かけするなど、密にならない対策

　を講じる。

▪ 屋台、キッチンカー内ではスタッフ間の距離を保ち、密にならない対策を講じる。

▪  キッチンカー出店中は、換気扇を常時稼働させ店舗内の換気に心掛ける。

▪ 容器、箸、スプーン等は、必ず使い捨てできるものを提供する。

▪ 現金はトレイまたはビニール手袋着用にて受け渡しを行い、購入者と直接接触

　しない。

▪ キッチンカーの内外装を清潔に保つよう清掃を徹底する。



 

体調の悪い人、手指に傷や荒れがある人は調理を行わないでください。 
手の爪は短く切り、マニキュアや指輪はしないでください。 
調理する人は調理だけ、販売する人は販売だけを行ってください。 
食品１品目について１人の責任者を設けてください。 

1.食品を取り扱うとき  

ふるさと・クリスマスマーケット出店の注意点

手を拭くときはペーパータオルを使用しタオル等の共用は止めましょう。 

清潔な服装で調理しましょう。 
お肉やお魚などの傷みやすい食品は、冷蔵庫や保冷剤を入れたクーラーボックスの中に
入れて10℃以下で保管してください。 

食材は新鮮なものを選び、中心部までしっかり火を通しましょう。加熱した食材を切ってみて、
中まで色が変わっていることを確認すると効果的です。 
食器や箸は使い捨てのものを使用しましょう。お客様には、食べ終えた容器は会場のゴミ箱に
分別して捨てるようご案内してください。

近隣に迷惑な行為をしないように、またお客様にさせないようにしましょう。 

2.調理するとき
取り扱う前に、石けんで30秒以上手を洗いましょう。その後流水でよくすすぐのも食中毒菌を
やっつけるポイントです。トイレの後、汚れたものに触った後は特に念入りに洗いましょう。 

生もの（刺身、寿司等、生野菜）、生クリームを使った菓子類は出せません。 

米飯類（カレーライス等）の調理や餅つきはテントではできません。
ご飯類を販売する場合は、厨房等でパック詰めされた状態で持ち込んでください。

試食、試飲は一切できません。必ず販売してください。

キッチンカーの場合は、各々の営業許可に準じます。

別表に掲げる食品が取り扱えます。

3.取り扱えない食品 

調理・販売に伴うゴミは、各自でごみ袋を用意して持ち帰ってください。会場のゴミ箱には捨て
られません。





レンタル品一覧 〈全て1泊2日、消費税込の料金〉

ガスコンロ〈LPガス用〉特大

￥3,300

フライヤーセット〈LPガス用〉ホットショーケース（240W）

￥10,780 ￥4,400
卓上鉄板焼器〈LPガス用〉

￥3,850

台付鉄板焼器〈LPガス用〉

￥12,100

焼き鳥器（3本バーナー）
 〈LPガス用〉

￥5,500
おでん鍋〈LPガス用〉焼き鳥器（5本バーナー）

〈LPガス用〉

￥6,600 ￥5,500

セイロ

セイロセット

釜

チンカラ
カマド

￥2,200

￥1,650

￥1,650

寸胴鍋（45ℓ）

￥3,630

アイスボックス（65ℓ）

￥4,114

クーラーボックス（150ℓ）

￥4,950

￥5,500

■サイズ：W690×D450×H195mm

LPガス

￥4,850
■内容量：8kg

■サイズ：全体W925×D770×H900mm
　鉄板W900×D550mm

■サイズ：W610×D370×H205mm
■サイズ：W600×D180×H170mm

■サイズ：W600×D270×H170mm
■サイズ：Ｗ580×Ｄ380×Ｈ275ｍｍ

■サイズ：φ390×深さ390×板厚3.3mm

■油量：11L
■サイズ：W400×D500×H400mm

■サイズ：W380×D300×H560mm

■有効容積：65ℓ/68ℓ■サイズ：Ｗ1000×Ｄ620×Ｈ820ｍｍ
■350ｍℓ缶240本程度入ります。
　（氷無しの場合）




