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飲食テント出店  

募集概要  
 

出店希望の方は本概要をご確認いただき、エントリー用紙をご記入の上 
出店 PR 素材(イベント出店実績・ブースイメージ写真・実施予定メニュー・ 
メニュー写真・会社概要書等) と併せて、メールにてご送付下さい。 

審査に関して、上記資料を参考とさせて頂きます。 
また、メール(pro@team-jpn.com 宛)での送付が難しい方は、 

出店管理事務局(ティーム有限会社 TEL 03-3235-7600)へご相談下さい。 
 

応募締切 2 月 19 日必着 
送信頂きました出店者の方へ、受付受領メールを 2 月 20 日(金)にお送り致します。 

受領メールが来ない方は、2 月 25 日(水)までに事務局まで 
ご連絡を頂けますよう宜しくお願い致します。 

 
選考結果は、通過された方のみ、3 月 2 日（月）までに 

事務局よりメールまたはお電話にてご連絡させていただきます。 
なお、落選された方への連絡はございません。予めご了承ください。 

 
選考を通過された方は、後日(３月中旬予定)、出店者説明会がございます。 



 
 

開催概要                                      ＿ 

名	 	 称	 	 	 ARABAKI	 ROCK	 FEST.15	 

	 

開催日時	 	 	 平成２７年４月２５日(土)・２６日(日)	 ２日間開催	 

	 	 	 	 	 	 	 各日２５０００人動員予定	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 ４月２５日(土)	 開場１０：００／終演２１：００(予定)	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２２：００〜キャンプファイヤーライブ開催(予定)	 

	 	 	 	 	 	 	 ４月２６日(日)	 開場１０：００／終演２１：００(予定)	 

	 	 	 	 	 	 	 

開催場所	 	 	 みちのく公園北地区	 エコキャンプみちのく	 

	 	 	 	 	 	 	 (宮城県柴田郡川崎町大字川内字向原 254 番地)	 

	 	 	 	 	 	 	 

主	 	 催	 	 	 TBC 東北放送／仙台放送／ミヤギテレビ／KHB 東日本放送 

／Date fm／GIP	 

	 

企	 	 画	 	 	 ARABAKI	 	 PROJECT	 

	 

製	 	 作	 	 	 GIP	 

	 

	 

	 

	 

	 

飲食出店管理	 TEAM	 LIMITED／ティーム有限会社	 	 	 	 

	 

問い合わせ・エントリーシート送付先	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 〒162-0811 東京都新宿区水道町 1-1	 形成社ビル２階	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 TEL	 03-3235-7600／FAX	 03-3235-7601／Mail	 pro@team-jpn.com	 

	 	 	 	 	 	 	 担当：高橋	 	 090-9963-8428	 	 

	 
	 	 	 	 	 	 飲食出店に関してのお問い合わせは、お気軽にご連絡ください。	 

      また、出店をご希望の方はエントリーシートに必要事項をご記入の上弊社宛にお送りください。 
※	 お送り頂きました個人情報は、飲食出店管理に必要な範囲内においてのみ利用させて頂きます。

開催概要	 



	 

	 

出店応募要項、資格	 	 	                                 ＿	 

・２０１５年４月２５日(土)〜２６日(日)の２日間営業できる方のみと致します。	 
1 日のみの出店は不可と致します。	 
（尚、ご搬入、セッティング頂く日程は前日４月２４日(金)とさせて頂きます。）	 

・飲食関係営業者及び、飲食営業許可を保有する方。	 

	 飲食営業の賠償責任保険に加入されている方。	 

・参加販売全スタッフの検便検査結果書(半年以内)を保有する事。	 

・出店販売品目は食品、飲料のみとさせて頂きます。	 

・	 	 	 事務局の許可を得ていない食品以外の物販は不可と致します。	 

・応募した企業(本人)のみの出店と致します。	 

	 	 	 	 (他店との共同出店ないし又貸は不可と致します)	 

・保健所の指導及び協賛により、出品できない品目等があります。	 

・過去に食品衛生法、またはこの法律に基づく処分を受けた事がある方はお断りします。	 

出店募集詳細	 	 	                                        ＿ 

出店料 \432,000(税込)   (銀行振込	 お支払い期日３月中旬予定)	 

	 ※	 別途保健所申請費用が発生致します。	 

	 ※	 追加備品を発注された方は、現地にて保健所申請費用と共に現金精算となります。	 

出店場所	 
	 みちのく公園北地区	 エコキャンプみちのく	 フードエリア	 ／	 風の草原エリア	 
	 	 (※出店位置のご指定はできません事務局にて選定させて頂きます。ご了承下さい。)	 

飲食出店店舗数	 

	 イベント会場総店舗数 50 店舗予定	 

設備内容(基本設備)	 ※2.3.4.に関しましては別途料金にて追加発注対応致します。	 
	 
	 	 1.テント	 	 	 	 	 	 	 	 1 張	 
	 	 2.テーブル	 	 	 	 	 2 台	 
	 	 3.イス	 	 	 	 	 	 	 4 脚	 
	 	 4.電力	 	 	 	 	 	 	 2	 KW	 
	 	 5.テント内照明設備	 
	 
	 
	 
	 

出店詳細一部変更となる場合がありますのでご了承下さい。	 

飲食出店概要	 



販売についての注意事項	 

飲料の販売について 

 協賛飲料以外の販売は禁止です。 

  オリジナルドリンク、その他ドリンクに関しましては、事務局に御相談下さい。	  

  後日説明会にて、飲料発注のご説明を致します。 

 

  ドリンク販売を行う方は、協賛飲料を特定数購入していただく場合がございます。 

 

その他卸売りについて 
   
  現地にて協賛ドリンク、氷の販売を行ないます。(予定) 
	 

販売メニューについて 

・保健所の指導に反する食品の販売（生もの等）の禁止。 

  基本、直前加熱調理した物のみの販売 

       

但し事務局が特別に許可し、調理を必要としない物(カップ型押し出し式ソフトクリーム等)、 

 保健所の申請設備環境を満たしたものは除きます。 

	 

・生野菜、野菜及び果物のフレッシュジュース等の販売の禁止。	 
 

炊飯について 

・宮城県仙南地区で露天販売をするにあたり、下記の条件のもと炊飯を行う事が出来ます。 
 
①現場で洗米が出来ません。無洗米で行うか、仕込み場所で洗米してお持ち下さい。 
 
②炊飯器の他に必ず保温ジャーをご用意下さい。 
   炊いたままにせず、保温ジャー等の高い温度で保てる器具等に入れ、ご使用下さい。 
 
③２時間以上経過した、御飯は使用しないで下さい。 
 
現場で炊飯をしない方へは、炊きあがりご飯の業者をご案内致します。 
 

カレー類の販売、調理について 

・カレー類の調理について 
 
 営業許可のある仕込み場で調理仕込みをし、冷凍保存の上、現場で加熱調理をして下さい。 
 作ったまま、常温での保存・運搬はしないで下さい。 
 
 また、野菜類の下ごしらえ等の仕込みをしてあれば、現場でのカレー製作も行えます。 
 
・カレー類の販売について 
 
 カレー類の販売にあたって、製作したもの、解凍したものは翌日に持ち越しての販売は禁止です。 

上記項目をご了承の上、販売メニューをご記入下さい。 



 ARABAKI ROCK FEST.15飲食出店エントリーシート	 
1.基本情報 
フリガナ 	 

出店名 	 

フリガナ 	 

会社名 	 

フリガナ 	 

代表者名 	 

通常飲食営業店舗 有	 	 	 	 ・	 	 	 	 無	 

HPアドレス 	 

2.ご担当者	 連絡先	 

担当者名 	 

Tel 	 

Fax 	 

携帯 	 

住所 〒	 

	 

Mail （携帯不可） 	 
 
3.過去出店歴 
	 	 

	 	 

	 	 

 
4.販売予定品目 
	 	 販売予定品目 販売予定価格 

 MENU1 	 	 

 MENU2 	 	 

 MENU3 	 	 

 MENU4 	 	 

 MENU5 	 	 

 MENU6 	 	 

※基本、記入頂いた品目以外への変更・販売はできません。	 
	 
5.備考欄	 

	 

ARABAKI	 ROCK	 FEST.15 出店管理事務局	 (担当	 高橋)	 

TEAM 有限会社    MAIL: pro@team-jpn.com  


