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第９回 倉敷癒しフェスタ  出店申請書 

（出店内容や画像をフライヤーに使用します。書き忘れや間違いが無いように読みやすい字で書いて下さい。）  

屋号・出店名 （ふりがな）      

出店者 氏名（ふりがな）     

補助スタッフ名（人数）   
                                                  

郵便番号 住所   〒   

電話番号 連絡が取れるもの      

出店 ブース部門   

         ＊〇を囲んでください。   

癒し（占い）   健康（施術）     美      食  

ハンドメイド物販    ワークショップ 

出店ブース数 ＊〇を囲んで下さい。   １ブース（１８０㎝机１台分）      ２ブース    

食・物販ブースの方  

出店内容を記入 20文字まで  

   

癒し（占い）・健康・美・ワークの方  

メニュー、所要時間、料金 、2 メニューまで

合計数 25 文字まで 

内容・メニュー   

 所要時間            料金   

  

所要時間            料金   

 

レンタルに必要なもの   

 数を記入、必要か不要か   

〇で囲んで下さい。   

机        台     椅子       脚   

ワークショップ 机２ 椅子６ まで可能 他 机 １椅子４ 

 コンセント        必要 ・ 不要          

使用ワット数          W    

規約の確認   出店内容・規約に合意された方は、はいに〇をして下さい。   

私は以上の内容に合意し 出店を希望します。     はい   

FAX ０８６－５２５－５７４４→夜 10 時まで厳守。メール mimisioka11@gmail.com   

注意！ FAX は、非通知設定の方は送れませんので解除してください。 送信後、送信完了のメールをください。  

送り方が分からない方は、申請書の画像を添付して上記のメールアドレスへ送ってください。  
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書き方 例   出店申請書  

屋号 （ふりがな）       Miyabeads   みやびーず 

出店者 氏名（ふりがな）  

本名で書いてください。 

      岡部 雅     おかべ みやび 

補助スタッフ名（人数）             ○○ 〇〇                1名                                                    

郵便番 住所 〒 ７１３－８１２１ 岡山県倉敷市玉島阿賀崎２７２０－１ 

電話番号  連絡が取れるも

の  

     ０９０－〇〇〇〇―○○○○ 

出店 ブース部門  

＊〇を囲んでください。  

癒し（占い）   健康（施術系）      美           食 

ハンドメイド物販      ワークショップ 

＊会場内での火気・キツイ匂い禁止 

出店ブース数 ＊〇を囲んで下さい。  １ブース（１８０㎝机１台分）           ２ブース   

食・物販ブースの方  

出店内容を記入 20文字まで 

 

癒し（占い）・健康・美・ワークの

方 

出店メニュー、所要時間、料金も記載   

2 メニューまで 合計数 25 文字まで 

内容・メニュー  

 行動心理数秘学® 鑑定 

 所要時間     20分      料金  3500円 

 所要時間               料金  

 

レンタルに必要なもの  

 数を記入、必要か不要か  

〇で囲んで下さい。  

机    １    台     椅子   ３    脚  

コンセント        必要 ・ 不要 

使用ワット数         ワット  1500ワットまで 

規約の確認  出店内容・規約に合意された方は、はいに〇をして下さい。  

私は以上の内容に合意し 出店を希望します。     はい  
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～２０１９ 年 １１ 月 １０ 日(日) 「第９回 倉敷癒しフェスタ」出店募集内容 ～ 

   

いつも皆様には、ご支援ご協力を賜りまして、誠に有難うございます。   

当イベントでは、お客様に、質の良い 1 日楽しめる充実したサービスを提供したいと考えております。  

そして、より多くのお客様に、このイベントを知って頂き、出店者、お客様共に良い出会いの機会となるよう、  

出店者様と協力し合い、向上していきたいと思います。今後とも、出店者の皆様、ご協力宜しくお願い致します。  

倉敷癒しフェスタ イベント主催    岡部雅   

   

【イベント目的】岡山倉敷をメインに美・癒し・健康・食・ハンドメイド・ワークショップなどの女性出店者を集い、質の高い 

技術を提供し、活動・仕事を活性化させる為のイベント活動です。   

共に宣伝効果を高め合いながら、お客様に、安心・信頼を売り、新しい出会いを開拓していくものです。   

【開催場所】芸文館  アイシアター   

【開催日】2019 年 １１ 月 １０ 日 （日） 

【開催時間】10 時～16 時  【出店募集数】２５区画 （予定） 

【入場退場時間】 9 時～17 時     

【出店費用】 1 ブース ￥4000   

★費用に含まれるもの  ブース費 （会場費） フライヤー1店舗 150 枚、宣伝用フライヤー、フライヤーデザイン 

 印刷、ネームプレート  先着プレゼント（３ブースご利用のお客様への）費用など 

【出店費以外の諸費用、利用者のみ発生する費用】  

＊フライヤー発送送料 ＊冷暖房使用料、コンセント（電源）、レンタル品  

スタッフから請求金額を書いた封筒が配布された後、支払い分を入れ、イベント終了時に受付へお渡しください。

纏めて会場へ支払いします。 その際、小銭をご用意下さい。  

＊各ブースの補助スタッフにも、冷暖房使用料のみ発生します。   

＊パテーションが必要な方は、各自でお持ちください。  

＊駐車料金 
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【出店ブース内容】1 ブースの広さ 約１．８メートル×１．８メートル程度   

〈一般ブース〉 机１台 椅子３脚     〈WS ブース（販売可）〉 机２台 椅子６脚  

【出店申請書提出について】出店申請書のみ 1 枚をメール、FAX で提出下さい。  

配布から 1 週間内、出来る限り早めにお願いします。 

締め切りは、６月末まで、先着順、条件を満たす方で、審査にて先行。 

出店内容の変更をお願いする場合もあります。   

【フライヤー使用画像提出のお願い】  

Facebook 倉敷癒しフェスタ専用コミュにご招待しますので、後日、画像添付先のコメント欄に案内しますので、  

フライヤーで使用するイベント内容に合わせた適切な画像を Facebook コミュに添付ください。 

特に、印刷物に使用する為、画像は、スマホで加工や複数の画像の合成などを行わないで下さい。  

画素数の低いものも使用できませんので、明るいところで撮影した画像を添付ください。 

フライヤーに一部、使用させていただきます。  

【振り込みについて】出店確定後 1 週間内に、出店費を振込み下さい。 振り込み完了後、ご連絡お願いいたします。    

 ↓↓↓   

【振込先】  ゆうちょ銀行   

★郵貯銀行からのご入金 記号：15440 番号：22968111  

★郵貯以外からのご入金 店名：五四八 番号：2296811 普通預金 口座名義人 オカベミヤビ    

（ゆうちょ銀行の口座同士ですと、手数料が無料） 出店料金のみを振込みください。   

【イベントの連絡のやりとりに関して】   

FBで連絡を取りますので、まず、「岡部雅」まで友達申請からお願いします。   

【Facebook・LINE ご使用の際の注意】   

Facebook・LINE の乗っ取りが増えています。   
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ネット上で暗証番号、ID を誰にも送らないようにして下さい。又、直接会ったことのない方の友達申請を受け付けると 

危険です。乗っ取り、ウイルス感染をされた場合、パソコン・スマホデータ内の電話番号・メールアドレスなどの情報す 

べてを使ってウイルス感染、乗っ取り・金銭の貸し借りのトラブルが起きる可能性が強くなりますので、何かあれば早 

急にご連絡ください。スマホ、パソコンの管理に気を付けて下さい。 

  

【出店必要条件】   

１． 出店（美・癒し・健康・ハンドメイド・体験・販売）において、全てにおける実務経験が 1 年以上の経験がある事。  

もしくは、免許取得者である事。   

２．出店における必要な知識・免許（特に施術・アロマ・ハンドメイド・食品・販売）に必要な免許を保持してい 

る事。   

３．個人事業として、登記、又は、開業に纏わる手続きをしている方。 個人であっても責任を持てる方。  

４．お客様に、安全と癒しを提供するにふさわしい出店者である事。   

 ネットワークビジネス斡旋する為の出店、イベント主催での勧誘などでの出店は禁止。   

５．個人情報について、漏洩させることがないお店である事。   

６．イベントの内容をきちんと把握し、対応できる方である事。   

 時間厳守。お客様に対する、挨拶などのマナーについてきちんとされている店舗。   

７．実店舗保持者、もしくは、サロンなど一定の場所で活動をされている、勉強をしっかりされている方。   

８．アレルギー・健康被害など注意   

 出店者が自ら、プロ意識を持って取扱いの商品の安全を確認頂きます。  

それらの基礎知識をお客様にお伝えするなど適切に、注意事項にもご記載ください。  

それぞれに、安全かつ、お客様に対するマナーや安全基準をきちんと守りトラブルが無いようにお願いします。  

当イベントは、店舗それぞれに、全てにおいて一切の責任を持つことは致しません。   

９．全ての内容を確認し、実行できる方。   
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イベントスケジュール表   

５月～６月 参加者募集 出店者決定 入金    提出内容確認  

フライヤー画像の提出  

７月 デザイン構想フライヤー依頼 イベント最終内容まとめ 

８月 フライヤー完成 受け取り開始 配布開始   

９月 イベントの広告依頼など 配布物委託開始  

 出店者様へ Facebook イベントページ ブログ書き込み開始    

イベントのシェアご協力お願いします。ブログのリンクを貼り付けますので宣伝されたページを報告ください。   

１１月１０日 イベント開催   

 

★詳しくは、Facebook 倉敷癒しフェスタコミュに随時、記載します。 

ご確認ください。確認いただけない場合は、Facebook コミュに参加されている方から内容を受け取ってください。 

 

～出店者マニュアル～注意とお願い～ 必読！必須事項   

【イベント事前内容】   

●当イベントでは、より良い質の提供をしたいと考えていますので、出店内容を充実し、価格設定も、それ 

に合わせて無理のない金額設定でお願いします。  

●Facebook「倉敷癒しフェスタ」イベント作成後、イベントに招待しますので参加にクリックして下さい！   

イベントシェア、イベント友達招待をお願いします。Facebook、ブログ、HP などでイベントの宣伝、シェアのご協力をお願

いいたします。   

●フライヤー配布後、FB イベント欄へ「フライヤー委託先」（お店の画像があれば、同時にアップしてください。）があれ

ば、記入してアップしてください。   

●イベント開始 1～２か月前には、FB イベント欄、各ブログへイベント告知のご協力をお願いします。 
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【イベント準備】   

●各ブースに、受付表などご用意ください。良く見える、タイムスケジュールを貼り付けて置くなど。    

●各ブースに、分かりやすい、店名、内容、金額、所要時間など書いた看板などを作成ください（紙などを壁などには貼 

らないようにしてください。）当日、テーブルカバー持参   

●コンセント使用される方は、延長コードやコードリールなどを持参のうえ、養生テープなどで、コードを固定ください。  

【イベント当日内容】  仮内容 

★集合 正面入口に８時３０から４０分までに荷物を降ろす。   

★当日イベントの準備は、混乱しますので、事前にブース配置図をきちんと印刷持参し、把握しておいてください。  

 ブースリーダーがブース周囲の机や椅子の合計数を覚え指示。当日は、他のブースへの配慮もしながら、先に、全て 

のブースに机、椅子の移動する。  全てが揃ってから各自の用意を！配置図、説明書等の資料を確認しながら、迅 

速に行動しょう。    

椅子・机の数などは、Facebook のコミュにアップしますので各自で印刷し、確認して下さい。   

★スタッフから配布された封筒に使用されたサービスチケットと、封筒に書かれている金額を同封し、イベント終了後、 

受付へ渡してください。名札をスタッフまで返してください。   

★1６ 時に終了し、1７ 時までに必ず撤収  

  

お問い合わせは、０９０－３６３１－６８２０  

mimisioka11@gmail.com  倉敷 癒しフェスタ 主催  岡部雅  

  


