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第14回 信州・松本そば祭り実行委員会
会長 松本市長・松本広域連合長 菅谷 昭

実行委員長 市民タイムス代表取締役社長 新保 力

第14回 信州・松本そば祭り

｢信州地場産市｣ブース出展のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

近年、そばは良質な食材として見直され、そばの味･その効用･生活を楽しむ為のそば打ち

と、全国的にもそばに対する関心が高まっております。長野県内各地でも、秋の新そば祭り

が盛大に開催され、プロから素人愛好家の活躍により地域の活性化に大きな貢献を果たして

おります。昨年開催された｢第13回 信州･松本そば祭り｣においては、県内外から3日間で延

べ約18万人が来場し大盛況を博しました。

平成16年の第1回開催から本年度で第14回目を迎える本イベントは、現在、松本市民の

間では、秋のメインイベントとして位置づけられるまでになりました。

そこで、より一層そばの普及とその文化の振興を図ると共に、地域間交流･郷土食文化の発

展に寄与することを目的に、｢第14回 信州・松本そば祭り｣を開催する運びとなりました。

第14回の｢信州･松本そば祭り｣では昨年と同様に、長野県産の食材や原料を限りなく使用

することで信州の魅力を全国にPRするとともに、スローライフを楽しむ為のゾーン提供を

企画しております。

つきましては、信州各地及び日本国内外の物産品･工芸品をはじめ、そば道具を広く紹介

する良い機会でありますので、別添出展概要をご検討の上、その趣旨にご理解とご賛同をい

ただき、ぜひご出展をくださいますようお願い申し上げます。

敬白

平成29年６月吉日

開催内容は、信州･松本そば祭りホームページ（http://www.sobamatsuri.jp）でもご覧頂けます。
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第14回 信州・松本そば祭り

｢信州地場産市｣ブースの出展条件について

（販売商品の条件）

・長野県の郷土料理、工芸品である物。
・長野県産の原料(食材など）を使っている物。
・長野県内で加工／生産している物。
・日本国内外のスローライフに適合すると認められる物。

※出展に際しては、条件に適した商品の販売をお願い致します。
※別添｢物産ブース出展申込み書｣に販売予定品目のご記入をお願い致します。
※スローライフ商品の適合基準は、実行委員会独自の判断にゆだねられますので、

あらかじめご了承下さい。

（出展団体の条件）

・暴力団組織及び、関係団体でないこと。
※｢長野県暴力団排除条例｣平成23年9月1日施行
※別添｢物産ブース出展申込み書｣に署名･捺印をお願い致します。

出展をご希望の方へ。必ずお読み下さい。

第14回 信州・松本そば祭り実行委員会

｢第14回 信州･松本そば祭り｣では、出展における展示販売商品は、原則として長野県産の食材･特産品

･工芸品･郷土料理もしくは長野県産の原料を使った商品･日本国内外でスローライフに適合する商品が

出展品目に入る事を出展条件と致します。また、長野県暴力団排除条例に反する団体の受付はできません。

｢出展申込書｣により、事務局にて出展の適合性を審査させて頂き下記の条件に適合しないブース及び、

当イベントに不適合と判断されるブースの展示販売に関しては、出展をご遠慮頂きますので予めご了

承下さい。

～出展条件～

●スローライフ商品とは？
スローライフとは、地産地消、歩行型社会を目指す生活様式を指します。すなわち各地域で伝統
的に使われる｢生活器具類｣また、生活を楽しむ為に作られた｢美術品類｣｢工芸類｣｢クラフト類｣です。

下記の条件に適合しないと判断されるブースの出展は、ご遠慮いただきます。
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1.開催期間
平成29年10月7日(土)～9日(月) 午前10:00～午後4:00 ※雨天決行

2.開催場所
松本城公園内

3.出展者形態
信州の特産品･名産品・地場食材･そば粉を使った料理および、そばに関する器具・工芸品その他、スロー
フード･スローライフに適合する商品の展示販売企業ならびに団体。また、会期3日間の出展が可能な者と
します。

※名義貸し等による出店は不可。不正行為が発覚した場合には出展をお断りいたします。
また、会期中に発覚した場合は出展料などの返還は致しません。

4.ブースサイズ及び基本付帯設備

テントタイプ（2間×1.5間）
ブースサイズ：屋外テント横幕付（間口3600㎜×奥行2700㎜）1張を1ブース
基本付随設備：・電気設備および使用料（全容量1kw） 1個 ※天井照明FL40Ｗ込み

・テーブル（450×1800） 2台
・イス 2脚
・出展者名看板 1枚

コンテナハウスタイプ（立地条件により3ブース限定。）
ブースサイズ：コンテナハウス（間口3800㎜×奥行2300㎜）を1ブース

※リース在庫の状況により、サイズが異なる場合があります。

基本付随設備：・電気設備および使用料（全容量1kw） 1個 ※天井照明FL40Ｗ込み

・テーブル（450×1800） 3台 ※1台は外での販売用

・イス 2脚
・出展者名看板 1枚

第14回 信州・松本そば祭り

｢信州地場産市｣ブース出展募集要項

5.出展料

・上記基本設備による、3日間のブース出展料金です。（複数申込み可）
・移動販売車での出展料金もテントタイプ同等ですが、出展場所に限りがありますので応募多数

の場合事務局にて抽選により決定いたします。※会期中の車両移動はできませんのでご注意下さい。

・上記基本設備による、3日間のブース出展料金です。
・保健所営業許可申請に伴い、手洗い設備、消毒設備など必要となる場合は、

設置をお願い致します。また、事務局でも別途手配が出来ますのでご希望
の場合は別途お申込みください。

・公園内西側の例年足湯を展開しているエリアにて、上記基本設備による、3日間のブース出展
料金です。（複数申込み可）

・移動販売車での出展料金もテントタイプ同等ですが、車両サイズにより出展が不可能な場合が
ありますので予めご了承下さい。※会期中の車両移動はできませんのでご注意下さい。

※ハウスイメージ

・市民タイムス｢そばガイド｣に広告を掲載希望の場合は、広告費が別途かかります。
※事前配布及び会場配布100,000部を予定しております。

6.経費分担その他

①実行委員会負担分
・テント（コンテナ）設営、ブース内付帯設備（基本付帯設備参照）、電気設備および使用料、出展名サイン

会場養生費、イベント告知費、ゴミ処理料、夜間警備費

※ゴミは、分別収集になります。ブース内で出たゴミは、分別によりゴミステーションへ集積をお願い致します。
※ISO 14001に配慮した出展をお願い致します。

テントタイプ／移動販売車 ￥151,200（税込） ¥140,000（税別）

コンテナハウスタイプ ￥172,800（税込） ¥160,000（税別）

足湯広場テントタイプ／移動販売車 ￥118,800（税込） ¥110,000（税別）
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②出展社負担分
・関係官庁許可申請料、交通費、宿泊費、基本付随設備以外の追加設備費

※事務局にてリースできる器具・設備に関しては実費にて手配いたします。 出展決定後の送付資料にて申込み。

・廃油処理は、各出店者の責任により処理をお願い致します。ゴミステーションへの廃棄はできません。

・ブース内商品及び持込み器具等の管理は自己責任とし出展者にて管理願います。

人為的災害(破損･盗難など)、自然災害(悪天候による水害･風害など)及び鳥獣被害など一切

実行委員会では責任を負いませんので予めご了承下さい。

③関係官庁への申請関係
・関係官庁への販売営業許可申請は、出展者にお願い致します。（販売品目別に必要です。）

※営業開始前に許可証のコピーを実行委員会に提出いただきます。尚、提出のない出展者には営業を許可できません。
イベント当日、保健所審査が入ります。申請を要する商品を販売する場合は必ず申請をお願い致します。過去には、
販売停止命令が出されたブースもありました。

・出展者は、第三者に与えた損害（賠償責任）を補償する賠償責任保険に加入し、その保険証書のコピー
を実行委員会に提出する義務を負います。

7.出展申込み期間
・平成29年7月31日(月)〆切

※別添の｢出展申込み用紙｣を、事務局宛に郵送または、FAXでお申込み下さい。

・申し込み先 〒390-0863 松本市白板1-9-39 株式会社日本広告内

第14回 信州･松本そば祭り実行委員会事務局分室 担当 南澤／岩垂

TEL0263-33-8002／FAX0263-35-2308
※お電話でのお問合せは、(月)～(金)9:00～18:00でお願い致します。

※参加者の個人情報は｢信州・松本そば祭り｣のご案内、ご連絡に限り使用させて頂きます。

又、個人情報は、実行委員会の厳重な管理のもと、大会運営を担当する会社に預託させて頂きます。

8.出展料の納期（前納）
出展料は前納制です。出展料のお振込みは、イベント開催前、平成29年9月5日(火)までとさせて頂きます

ので予めご了承願います。期日までに入金が確認できない場合は出展をお断り致します。

9.出展決定後のキャンセルについて

・出展決定後のキャンセルについては、9月5日(火)までに事務局までご連絡をお願い致します。

それ以降の出展キャンセルについては、100％の出展料を申し受けますので予めご了承下さい。

10.出展料の返還について
・新型インフルエンザの流行など、日本政府から｢自粛要請｣が発令されイベント中止になった場合、出展料

の返還を下記の基準に従うものとします。

【自粛要請発令日】 【返還比率】

9月28日（現場施工開始の前日）まで・・・・・90％

10月5日（搬入開始の前日）まで・・・・・・・30%

10月6日 以降・・・・・・・・・・・・・・・10%

・自粛要請が発令されイベントが中止になった場合、出展ブースの損失補填、営業補償は致しません。

・気象庁発表による警報等が発表された場合は実行委員会の判断によりイベント中止を決定する場合があり

ます。天災によるイベント中止の場合、出展料の返還や損失補填、営業補償は致しませんのでご了承下さい。

11.資料

｢信州･松本そば祭りの来場者推移｣

※第1回（4日間開催）

※第11回（3日目に台風直撃）

・出展審査後、出展決定通知とともに出展者説明会のご案内をご送付いたします。

（出展場所は事務局により抽選にて決定させて頂きます。）

第 回 第 回 第 回 第 回 第 回 第 回 第 回 第 回 第 回 第 回 第 回 第 回 第 回

（名） 入場者数の推移

（22万）

（13.1万）

（13.9万）

（16.2万）

（15.2万）

（16.5万）

（16.3万）
（18.4万）

（17.4万）

（18.1万）

（11.9万）

（16.2万）

（18.8万）
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12.火気取り扱いの注意について

・2013年8月15日、京都府福知山市の花火大会会場で発生した露店爆発事故では多数の死傷者を出す、大変
痛ましい事故となりました。多くの人が集まる会場において一度事故が発生すると、被害が甚大になる恐れが
あります。各自治体より関係各所に安全確認強化の通達がなされています。特に火気を使用するブースにおけ
る防火安全対策が極めて重要です。火気の取り扱いについては十分に配慮し、防火に関して万全を期してくだ
さいますようお願いします。

（注意事項）※火気を使用しないブースの皆さんも必ず内容をご確認ください。

・器具の点検 ①ガスホースに裂け目や切れ目等の劣化はないか。
②ガスボンベに腐食や変形はないか。

・使用上注意 ③ガスボンベは直射日光の当たる場所に置かない。
④ガスボンベは転倒の恐れのある場所には設置しない。
⑤ガスコンロ付近に燃えやすいものを置かない。
⑥照明器具（裸電球等）は燃えやすいものに接触させない。

・そ の 他 ⑦各自消火器を準備すること。
⑧ブース内の喫煙は禁止。所定の場所にて喫煙すること。

※当イベントでは基本設備に電気設備が付随しているため過去に発電機の持ち込みの申請はありません。
発電機及びガソリンを使用する器具を持ち込む際は事務局申請用紙の持ち込み器具欄に明記し以下ご確認ください。

・ガソリンの危険性 気温-40℃でも気化し小さな火源でも容易に火災に至る危険があることを再認識
すること。

・ガソリンを入れる容器 消防法令に適合した金属製容器で貯蔵・取り扱いを実施すること。
・注油する際の注意 漏れや溢れ等で容易に火災に至る危険性があるので細心の注意を払うとともに、

容器の取り扱い説明書等に従い適正に取り扱うこと。発電機の稼働中には断じて
注油しないこと。

開催日前日に行われる消防署の立会い検査は消防庁より｢火災予防指導の徹底｣の通達も出ており、例年以上に
厳しくなることが予想されます。充分な点検と準備をお願いいたします。

以上を踏まえ、
持ち込んだ機材による事故の責任は出展者にあり、当実行委員会は責任を負いかねます。
併せて、賠償保険への加入の強化をお願いいたします。

この件に関するご質問は信州･松本そば祭り実行委員会事務局までご連絡ください。
TEL0263-33-8002 担当：小林

保険についてのご相談がございましたら、こちらまでご連絡ください。
損害保険ジャパン日本興亜㈱代理店 ㈲アライブ TEL0263-87-0840  担当：犬飼
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｢信州地場産市｣ブース出展申込書

●展示販売商品の適合性
展示販売商品が該当する適合性に○印をご記入して下さい。

●出展タイプ（どちらかに○印を記入願います。※テントタイプのみ複数申込みが可能です）

物産申込み第14回 信州･松本そば祭り実行委員会 事務局 行き

FAX 0263-35-2308

長野県産の原料／食材などを使っている。

長野県の郷土料理／工芸品である。

長野県内で加工／生産している。

日本国内外のスローライフに適合する。

●出展者内容（略さずフルネームで記入願います ※名義貸し不可）

●展示販売品目 ※主な展示販売品目及び展示販売を予定する品目も合わせてご記入下さい。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

主な販売品目

その他展示販売予定品目

●出展団体の適合性 ※代表者の署名･捺印及び生年月日の記入をお願い致します。

私達の団体は、暴力団組織及び、関係団体でない事を誓います。(名義貸し含む)

違反が発覚した場合は、警察へ報告すると共に今後の出展をお断り致します。

代表者氏名 印

（フリガナ）

団体名（社名）

TEL

FAX

（フリガナ）

代表者名

TEL(携帯)

Ｅメール

（フリガナ）

現場責任者氏名

生年月日 年 月 日

※松本警察署より要請がありました。必ずご記入ください。

①テントタイプ（￥151,200(税込)） × ブース（複数申込みの場合）

③コンテナタイプ（￥172,800(税込)）

車両サイズ
全長: ㎜ 全幅: ㎜ 全高: ㎜

※複数ブースをお申込み頂いた場合、申込み状況により調整をさせて頂く場合があります。

②移動販売車タイプ（￥151,200(税込)）

※移動販売車をご希望の場合は、車両サイズを必ずご記入下さい。
※移動販売車には、出展数に制限がありますので予めご了承下さい。また、会期中の車両移動はできませんのでご注意下さい。

（フリガナ）

住所／連絡先

〒

（フリガナ）

現場責任者住所

④足湯広場テントタイプ（￥118,800(税込)） × ブース（複数申込みの場合）

車両サイズ
全長: ㎜ 全幅: ㎜ 全高: ㎜

※複数ブースをお申込み頂いた場合、申込み状況により調整をさせて頂く場合があります。

⑤足湯広場移動販売車タイプ（￥118,800(税込)）

※移動販売車をご希望の場合は、車両サイズを必ずご記入下さい。
※車両サイズにより出展できない場合がありますので予めご了承下さい。また、会期中の車両移動はできませんのでご注意下さい。


