第 12 回 太陽と海のマルシェ in 門司港 出店のご案内
「太陽と海のマルシェ」とは・・・

太陽と海のマルシェは門司港レトロで生まれた、来場者の皆様と出店者の皆様で楽しむ
『全員参加型のマーケット』です。たくさんの雑貨、アンティーク、レザークラフト、木工品、アクセサリー
などのショップ、スイーツやパンなどの美味しくて個性的なフードショップで門司港レトロの中央広場を
いっぱいにします。コロナ禍でも、ちょっとした癒しの場所、気分転換のショッピングを楽しみながら
過ごせる場所として、このイベントが開催できればいいなぁと思います。
いつもの開催より規模は小さくなりますが、ルールを守りつつ、ご家族のお客様、観光に来られたお客様、
地元のお客様、それぞれにお楽しみいただけるようなマーケットを盛り上げていこうと計画をしています。
皆様のご出店を心からお待ちしております。

マーケットの概要
出店日
会場
時間
対象ジャンル

2022 年 5 月 21 日（土）〜 22 日（日）
門司港レトロ 中央広場・親水広場
10 時〜 17 時
アンティーク、雑貨、ハンドメイド、クラフト、インテリア、ファッション、
アクセサリー、グリーン、フード（移動販売車含む）

区画サイズ①
区画サイズ②
移動販売車

横 2.7ｍ× 縦 3.6ｍ（１テント 2 分割） テント付き
横 1.8ｍ× 縦 2.7ｍ（１テント 4 分割） テント付き
普通車ワンボックスサイズまで

出店数

①60 店舗

②20 店舗

移動販売車 9 台

出店料
テント 1 区画①

1 日 12,000 円

2 日 22,000 円

テント 1 区画②

1 日 7,000 円

2 日 13,000 円

移動販売車

1 日 7,000 円

2 日 13,000 円

◎出店料に含まれるもの：会場費、テント代、イベント保険料、広告宣伝費、警備費用など

レンタル品のご案内
テーブル
パイプいす
電源利用

1 台 1 日 1,000 円 180cmX45cm 会議用折りたたみテーブル
1 台 1 日 500 円
1,000w 未満 1 日 1,000 円 / 1,000w 以上〜 1,500w 未満 1 日 2,000 円
1,500w 以上〜 3,000w 未満 1 日 3,000 円
それ以上は 1,000w につき 2,000 円加算
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出店のご案内
お申込みに関する注意事項
◆出店の決定
お申し込み後、メールにて出店料等のご連絡をいたします。お支払いにより出店が確定となります。先ずはメールにて
ご連絡をさせていただきますが、メールでのご連絡がつかない場合はお電話でご連絡をさせていただく場合がございま
す。いずれの連絡も取れない場合は、出店をキャンセルとさせていただきます。
お支払い期日のご都合が整わない場合は、必ず実行委員会までご連絡ください。

また、お支払いが期日を過ぎても、連絡なくお支払いがない場合もキャンセルとさせていただきます。

◆出店決定後のキャンセルについて

出店が確定した後の出店者様都合によるキャンセルにつきましては返金できませんのでご了承ください。

天候不良などによるマーケットの中止について
・マーケットの開催予定日の 7 日前から 2 日前までに主催者からイベントの中止を発表した場合、諸経費を差し引い

た残金を返金いたします。返金の金額は出店料の 3 割を除いた金額を予定しております。
・開催場所が公共の場所ですので、順延は行いません。

・開催日前日または開催中の天気予報に『風速 6m』以上の予報が出た場合は開催を中止します。また、台風などの強
風を伴う雨量が開催に影響を及ぼすと予想される場合、風速 6m 以下の場合でも中止する場合があります。前日に開
催決定・中止のご連絡をする場合は、連絡方法は事前にお知らせします。

・開催日前日または当日及び開催中の天候不良などにより中止した場合、出店料と合わせてお申し込みいただいてい
る電気使用料やレンタル品代金の返金はございません。

・返金時に発生する振込手数料つきましては、恐れ入りますが出店者様ご負担とさせていただき、振込手数料を差し
引いた金額を指定の口座にお振込いたします。

コロナウイルス感染拡大によるイベント中止について
コロナウイルスの感染拡大状況がお申し込み時とは変動している可能性があります。また、感染者数の拡大によっては、
会場となる北九州市の門司港レトロ中央広場が使用できない場合も予想されます。

できるだけ早い時期の対応を行うように心がけていますが、直前になっての開催中止になる可能性もございますことをご
了承下さいませ。開催に際しましても、感染拡大予防のためにご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

◆出店料について

まん延防止等重点措置や緊急事態宣言等の措置によりイベント中止の際は、出店料・電気使用量などのお申し込みの
際にお支払いいただいた金額は全額返金いたします。

クリーンタイムへのご協力のお願い
コロナウイルス感染拡大防止のため、開催中は定期的にクリーンタイムを設けます。
おおよそ 2 時間に 1 回程度、会場内にアナウンスをしてすべての方に手指の消毒をお願いする予定です。
その際に合わせまして、出店されているテント内の多くの方が手に触れる場所などの消毒をお願いします。消毒液な
どは事前に出店者様でご用意いただくようお願いいたします。
※会場内の本部や主要な箇所は、主催者側で清掃や消毒をいたします。気になる場所などがありましたら、お声かけ
頂けると助かります。
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出店のご案内
広告掲載について
太陽と海のマルシェは、運営に公的機関の補助金などは受けておりません。

運営に必要な費用は、お申込みいただいた皆様の出店料によりまかなわれています。

マルシェ当日の設備充実や外部への集客のための広告の充実などを図るために、出店者様の広告をフライヤーに印刷し、
その費用に充てんさせていただきたいと思います。ご理解、ご協力の程、よろしくお願いいたします。

お申し込みは任意ですが、広告掲載のお申し込みをいただいた場合は、広告入稿フォームより入稿をお願いします。

指定されたサイズの入稿が難しい場合などは、簡単に画像から広告原稿を作成するサービスもご用意しておりますので
ご相談ください。詳しくは広告入稿のご案内ページにてご確認ください。
https://taiyoutoumi.com/koukoku/

その他の注意事項
◆駐車場

先着 40 店舗の出店者様に無料駐車場を 1 店舗 1 台限りご用意いたします。出店決定後のご案内に駐車許可証を
同封いたしますので、当日お車のダッシュボードに提示をお願いします。（先着はご入金の順番となります）

◆複数店舗での出店について

1 区画を複数店でシェアしての出店も可能です。代表者の連絡先を明確にしていただけるようにお願いいたします。

◆出店場所

出店場所は会場全体のバランスを考慮し、主催者側で決定させていただきます。場所の指定はできません。

◆夜間警備

1 日目（5/21）の夜間には会場に警備員を配置します。警備内容は会場内の不審者や不審車両等のための警備です。
当日の強風や天候による商品等の破損や紛失には対応ができません。

商品や什器等の安全管理は各ショップでの自主管理をお願いいたします。

◆フード出店者様へのお願い（消火器）

フード出店の場合、プロパンガスの加熱装置（ガスコンロなど）には消防の指導により消火器が必須です。
お持ち込みの際は必ずご持参ください。また、発電機をお持ち込みのされる場合も、プロパンガス同様に消火器が必要に
なります。消火器には使用期限があり、期限切れの消火器はないものと同様の扱いとなります。必ずご確認ください。
（例）プロパンと発電機 1 台の両方をお持ち込みされる場合は、消火器が 2 台必要になります。

◆フード出店者様へのお願い（保健所への届け出）

食品の販売につきましては、各店舗で「臨時営業許可申請書」を北九州市保健福祉局 東部生活衛生課に提出し、
許可を受けて下さい。営業許可書が無い場合、保険所の指導により営業が出来ませんのでご注意ください。
（窓口）保健福祉局保健衛生部東部生活衛生課

北九州市小倉北区馬借 1-7-1
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出店のご案内
出店申し込みからの流れ
各サイトはこちらを
ご参照ください

WEB・FAX にて出店申し込み受付開始

WEB より申込み

WEB より FAX 用紙ダウンロード、申込み

Facebook

受付メール送信（自動送信）

「太陽と海のマルシェ」で検索

申込み受付メール送信

実行委員会より出店料等の内容をメールで送信
WEB サイト

https://taiyoutoumi.com

出店料の振込確認ができ次第、出店決定
後日、フライヤー等を送付
※お申込み時期により、ご連絡等の順番が前後することがございます

① WEB、Facebook、Instagram、公式 LINE アカウント（登録メンバー

Instagram

＠taiyangtohainomarushie

用）で出店受付開始日をお知らせします。WEB フォームにてお申し
込みください。

FAX 申し込み用紙は WEB からダウンロードしお申し込みください。
応募多数の場合は申込み内容をもとに審査を行い、出店の可否をお

知らせいたします。

② 出店料のお振込み確認が出来ましたら正式に出店店舗様のご案内
として、フライヤー等を 順次お送りいたします。

③ お知らせした期日までにご連絡無く出店料のお振込みがなされな

公式 LINE
登録メンバー用
出店者様向けの情報を配信する
専用のアカウントです。
来場者様用とは別のものに
なります。

い場合は、自動的に出店の キャンセルとさせていただき、今開催に
於いての再申込みはできません。ご了承ください。

公式 LINE
お客様専用
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出店のご案内
門司港レトロ

会場のご注意

◆門司港レトロの風対策

門司港レトロ地区は、海のすぐそばの船溜まりがあり、イベント会場は船溜まりに隣接した場所にあります。

風が強い予報の日は予報以上の強風や突風が吹くことがありますので、当日の店舗づくりの際には、強風対策を
よろしくお願いいたします。

◆車の乗り入れ

会場内へのお車の乗り入れには制限があります。中央広場と親水広場を結ぶ道路は、午前 10 時から午後 6 時までは
車両乗り入れができません。お荷物の搬入・搬出に際しては、台車等の利用をお願いします。

また車両乗り入れが可能な時間帯も混雑が予想されます。皆様で譲り合っていただき、各店ともスムーズな搬入が
出来るようにご協力をお願いいたします。

LINE 公式アカウントのご案内
出店者の皆様、出店をご検討されている皆様専用の LINE 公式アカウントを作成しました。
イベント開催の詳細やご質問、情報発信などをしておりますので、ぜひご登録ください。
ご登録後は登録された方のご確認のため、スタンプを一つお送りいただけると幸いです。
QR コードでの登録ができない場合はこちらの URL からお願いします。
https://lin.ee/lGgs54F

ごあいさつ
太陽の海のマルシェにご出店をご希望いただきまして、ありがとうございます。
今回の開催も、不測の事態も予想されます。できるだけ安全な開催ができるように
様々な準備を進めてまいります。
ご出店の皆様には、様々なご協力を御願いすると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
初めてご出店をされる方は、ご心配なこともおありだと思います。
疑問に思われたことがございましたら遠慮なくお問い合わせください。
皆様と門司港での楽しいひと時が過ごせることを、心より楽しみにしております。

お問い合わせ先

：

太陽と海のマルシェ実行委員会
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