
出店概要

更新日 ： ２０１８年６月２０日

大井どんたく夏まつり出店事務局



今年で６４回目を迎え、大井町の夏の風物詩として毎年大きな賑わいを見せる夏祭り。

２０１３年に別イベントとして開催されていた「大井フェスタ」が加わり、その規模はさらに拡大。

２０１７年の開催では２日間で約５万人の観客で賑わいました。

中央西口のメインストリートが歩行者天国となり、通りの両側にはずらりと出店が並ぶ他、

路上にはイベントステージや盆踊りの櫓が登場。ステージではゲストを招いてのライブを始め、

会場内ではダンスコンテストやイベントプロレス実施など、色々な企画で祭りを盛り上げます!!



■全体概要 第64回大井どんたく夏まつり出店概要

●名称 ：第６４回大井どんたく夏まつり

●日程 ：２０１８年８月２５日（土）～８月２６日（日）

●時間 ：１２：００～２０：００

●会場 ：ＪＲ京浜東北線・東急大井町線・りんかい線『大井町駅』前中央通り周辺地域

●来場対象 ：首都圏を中心とした一般来場者

●入場料金 ：無料

●主催 ：大井銀座商店街、大井サンピア商店街、大井光学通り商店街

●後援 ：品川区、品川区商店街連合会、しながわ観光協会、公益財団法人品川区国際友好協会

●総合企画 ：ＮＰＯまちづくり大井

●事務局 ：大井どんたく夏まつり実行委員会 バルガーデン出店事務局 （MICAN内）

TEL：03-5742-5508 FAX：03-5742-5509 E-mail dontaku64@ooimachi.tokyo

担当：どんたく出店担当者まで

※電話でのお問い合わせ：

平日13：00～17：00



■全体スケジュール ８月２５日（土） 第64回大井どんたく夏まつり出店概要

※ 6月20日現在



■全体スケジュール ８月２６日（日） 第64回大井どんたく夏まつり出店概要

※ 6月20日現在



■会場全体図面① ８月２５日（土） 第64回大井どんたく夏まつり出店概要

※ 6月20日現在



■会場全体図面② ８月２６日（日） 第64回大井どんたく夏まつり出店概要

※ 6月20日現在



■スタンドビレッジ／バルビレッジ出店エリア 会場全体図面

テント①（2700x1800mm） 実施：8/25～26

テント②（2000x2000mm） 実施：8/25～26

キッチンカー 実施：8/25～26

ビアガーデン 実施：8/25～26

※出店場所・出店数は変更する場合があります。

第64回大井どんたく夏まつり出店概要

８月２５日（土）



■スタンドビレッジ／バルビレッジ出店エリア 会場全体図面

テント①（2700x1800mm） 実施：8/25～26

テント②（2000x2000mm） 実施：8/25～26

キッチンカー 実施：8/25～26

ビアガーデン 実施：8/25～26
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８月２６日（日）

※出店場所・出店数は変更する場合があります。



8月25日・26日

バルビレッジ
キッチンカーエリア出店概要



■バルビレッジ キッチンカーエリア 出店概要①

■募集エリア ：第６４回大井どんたく夏まつり バルビレッジ キッチンカーエリア（車道）

■日程 ：８月２５日（土） １２：００～１７：００
８月２６日（日） １２：００～２０：００

■募集数 ：【 ２５日・２６日】１３台 【２６日のみ】１１台

■出店料金 ：【 ２５日・２６日】￥５０，０００（税別）/１台 【２６日のみ】￥４０，０００（税別）/１台

■付帯設備 ：なし

■出店申込 ：６月２０日（水） １５：００～出店申込受付開始
※定数に届き次第、受付終了となります。

※占有スペースは変更の可能性があります。
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■バルビレッジ キッチンカーエリア 出店概要②

■申し込みにあたり
・ 出店数に限りがございます。お申込みいただいてもご希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。
・ 出店は申込み順に審査となります。
・ 出店場所は事務局にて決定させて頂きます。 ※出店場所のご希望には添えません。
・ 出店場所決定後、天候上、運営上、その他の理由から、出店場所の変更がある場合がございます。
※事務局より出店場所の変更の指示があった際には必ず従って頂きます。
※出店場所変更による出店料金の返金は致しません。
・ 悪天候、震災、トラブルなどのためイベント実施が困難な状況になった際は、イベントを中止・中断いたします。
※いかなる理由による中止・中断の場合でも、速やかに事務局の意思決定・指示内容に従い、行動して下さい。
※いかなる理由による中止・中断の場合でも、出店料金の返金は致しません。
※悪天候による中止を、前々日までに主催者判断で決定した場合に限り、出店料金を日割りで返金いたします。
・ 主催、事務局にて売り上げの保証は致しません。
・ 万が一盗難等が発生した場合自己責任にてお願い致します。※主催、並びに事務局はその責を一切負いません。
・ 電源、ガス、水道等の設備は、各店舗様でご用意ください。 ※主催、並びに事務局による供給はございません。
・ BGMの使用等の騒音、呼び込み、電飾等には制限があります。当日事務局より指示があった場合は速やかに従って下さい。

■食品の取り扱いについて
・ 各店舗、店頭に必ず 「1時間以内にお召し上がりください」 と表記された告知を張り出してください。
※貼りだしの無い店舗様の営業は認められません。
・ 実施時期を考慮し、お持ち帰りでの商品提供は全て禁止とさせていただきます。
・ 万が一食中毒が発生した場合は、食中毒につながる物を取り扱った出店者様の自己責任となります。
※主催、並びに事務局はその責を一切負いません。
・ 臨時出店者の場合は、東京都の臨時出店者に関する規定に従って、食品の取り扱いをお願いします。
（届出は事務局にて一括して行いますので、店舗ごとの届出は必要ありません。）

リンク ＞ http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/kyoka/files/rinzisyutten13.pdf

■車、搬入・搬出について
・ ２５日並びに２６日の出店準備可能時間は １０:００～１２：００ となります。
※基礎施工実施のため、これより早い時間での準備はできません。
・ 終了時の撤収時間は２５日１７時、２６日は２０時となります。
※撤収時間には、販売を必ず終了し、撤収作業を始めてください。両日撤収時間の１時間後（２５日１８時、２６時２１時）には完全撤収をできるようにお願いします。
※イベント申請及び交通規制がこの時間までとなっているため、必ずこの時間までに撤収を完了させてください。
・ 搬入搬出時は 販売するキッチンカー（各出店者１台まで）以外の搬入用車両の乗り入れは出来ません。
必要な場合は近隣駐車場に車を停め、各出店場所まで手搬入でお願いいたします。
・ キッチンカー搬入の際は、必ず 車両通行許可証を車両前方にて提示ください。
・ 搬入用車両の駐車場はありません。出店者各自で手配をお願いします。 ※近隣コインパーキングがご利用いただけます。
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■バルビレッジ キッチンカーエリア 出店概要③

■出店スペースについて
・各出店スペース内で出店ください。機材及びその他出店に関わる商材、資材を各出店スペース以外に置く事は禁止です。
各出店スペース以外にイスやテーブルを設置、座る行為も禁止です。
・購入待機列が出来た際は、各出店者様にて待機列の誘導・整理を行って下さい。

■火気使用について
・取り扱える火器（コンロ等）を使用する際は事前に申請し、許可を得たもののみ使用が可能です。
・カセットコンロを使用する場合、２台並べての使用は禁止です。
・カセットコンロを使用する場合、鉄板等の過熱素材がガスコンロ缶等の熱源の上部にかかる仕様の物は使用禁止です。
・使用する火器機材はプロパンガス用の機材でお願いします。※都市ガスはNG 
・ ガス機器のご利用の際は、燃料ボンベと火器の結合部分に必ずクランプをご使用下さい。
・ガス機器の燃料ボンベは、必ず机に固定をして下さい。
・火器を使用する際には、必ず使用する火器の下に防火シート（石膏ボード）を敷いて下さい。
※国の基準で認定されているもの（１２．５ｍｍ以上のもの）で御願い致します。

・調理器材は、器材からテントの屋根部分まで最低１ｍの空間が必要となります。
・各器材の燃料タンクは、火器、発電機などと十分な距離をとり、かつ日陰で保管を保つなど安全を十分確保して下さい。
・当日消防署の立ち合い視察がございます。条項が守られていない火器に関しては使用不可となりますのでご注意下さい。
・火器器材1台毎に1本消火器を必ず持参し、設置して下さい。設置のない店舗は消防の許可が下りず、営業出来ません。

■発電機について
・ 発電機をご使用の場合は、必ず各出店スペース内に設置をお願いします。
※歩道や私道などへの設置は不可
・ 各器材の燃料タンクは、火器、発電機などと十分な距離をとり、かつ日陰で保管を保つなど安全を十分確保して下さい。
・ 当日消防署の立ち合い視察があります。事前申請の無い物は使用不可となりますのでご注意下さい。
・ 発電機1台毎に1本消火器を必ず持参し、設置して下さい。設置のない店舗は消防の許可が下りず、営業出来ません。

■ゴミについて
・出店者様のゴミに関しては原則お持ち帰り下さい。
・油物の破棄は行えません。必ず、出店者様にてお持ち帰りください。
※油の破棄を発見した場合、違約金として50,000円徴収し、場合により行政処分の対象と致します。
※油物の処分を行った出店者は次回以降の出店を一切禁止とさせていただきます。
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■出店者 事前説明会について

第６４回大井どんたく夏まつり バルビレッジ キッチンカーエリア 出店者 事前説明会を実施いたします。

この説明会への参加は必須となります。出店をご希望の出店者様は、下記日程にて事前説明会に
参加可能なことを確認してから出店のお申し込みを行ってください。

■日程 ：２０１８年８月８日（水）

■時間 ：１５：３０～１６：３０

■対象 ：出店決定者（代表者様） ※欠席、及び代表者以外の代理出席は認められません。

■会場 ：首都圏イノベーションセンターMICAN 
東京都品川区大井1-6-3 アゴラ大井町３Ｆ
※大井町駅より徒歩約３分

アクセス＞ http://www.webmican.com/access.html
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その他
出店にあたっての注意事項



■車両関係について

搬入時は近隣駐車場に車を停め、各出店テントまでは手搬入でお願いいたします。

※近隣道路への駐車は禁止です。（特に会場付近・花壇の横・バス通りは厳禁です。）
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■品川区保健所規定① 第64回大井どんたく夏まつり出店概要



■品川区保健所規定② / 東京消防庁規定 第64回大井どんたく夏まつり出店概要



■出店までの流れ

出店者募集開始

出店申込み

事務局にて審査

事務局より出店料の請求書を発行

出店料のお支払い（振込）

振込確認 ⇒ 確認が取れ次第出店確定

事前説明会（大井町）

夏まつり本番
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６月２０日受付開始

メールまたはFAXでお申し込みください

FAXまたはメールでお送りします

期限内（通常５営業日）以内にお振込みください
（期限を過ぎると出店が無効となります）

振込後 ２営業日以内に事務局に
振込のご連絡をお願いします

責任者の方の参加必須です
出店場所を記載した資料、
通行許可書（キッチンカーのみ）を配布します。
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メニュー・機材申請書提出

８月２日までに「メニュー・機材申請書」と
「営業許可証」（キッチンカーのみ）を提出ください。
※保健所・消防署に申請後、内容の変更を依頼する場合もあります。

▼
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