西武でお店を
出せる！

エキマエお買物クエスト

冬のまんなかの市

出店者募集！
１２月 10 日（土）11 日（日）

日時

10 時〜 15 時
会場

①西武正面入り口 ②西武２階広場 ③ヤンビル 2 階

出店料
品目

出店料
無料！

無料

※応募者多数の場合選考あり

雑貨・小物・ワークショップ（食品はヤンビルのみ可）

企画①

エキマエお買物クエストとは？
11 月 19 日〜 3 月 12 日の期間中に、様々な

寒い冬に美味しい

ミッションをクリア。クリアするとレベル

「ふるまいホットドリンク」実施

が上がり（カードにスタンプを押す）レベ
ルが一定数まで上がるごとに、ガラポンが

（ホットココア ・ ホットワイン等）
※数量限定

できる企画。11 月・12 月・3 月のイベント
時にガラポンを行い、豪華景品が当たる！

企画②

ガラポンイベント実施
購入金額に応じてガラポンができる！

申し込みはこちら

◎申込期間 1１月 27 日 （日） まで

主催：福井市

新聞、 フリーペーパー、
SNS 有料広告等で
広報いたします！

◎11 月 30 日迄に連絡いたします。

運営：（一社）EKIMAEMALL

担当：中谷

090-8090-71444

会場の説明

１

西武

１階正面入り口
電車通り
柱

2.5m
×2.5m

至 JR 福井駅➡

2.5m

2.5m

×2.5m

×2.5m

柱

【限定６ブース】
・電源使用可（先着２枠・最大 1000w）
・火器持ち込み厳禁
（トースター、ハンダごて等も禁止
ＵＶレジンは OK）

2.5m
×2.5m

搬入：8 時〜西武正面に短時間停車可能
9 時 45 分セッティング完了
受付：西武裏口にて、スタッフの指示に
従って受付してください

2.5m
×2.5m
2.5m
×2.5m

受付
階段

西武本館
荒天中止

メリット：正面入り口のため、お客様の出入りが多く
通行される方にもＰＲできます。
デメリット：屋外のため集客と出店が、
当日の天気が強く影響されることがあります。
暖かい服装でご参加ください。

西武

2 階公開広場

階段

２

エレベーター

2.5m

【限定 9 ブース】
・電源使用可能
（先着２枠・最大 1000w）
・火器持ち込み厳禁

×2.5m

柱

2.5m
×2.5m

2.5m

搬入：8 時〜西武裏口から搬入
9 時 45 分セッティング完了
受付：西武裏口にて、スタッフの指示
に従って受付してください
朝礼：９:４５分に全体説明会あり
お食事も社員食堂を利用して
いただきます。

×2.5m

柱

2.5m
×2.5m

2.5m
×2.5m

柱

2.5m
×2.5m

2.5m
×2.5m

2.5m
×2.5m

メリット：お天気の影響を受けにくい場所です。
デメリット：あまり人が流れない場所ですので
出店者様の広報活動も重要になります。
暖房設備がなくほぼ屋外なので防寒必須です。

柱

2.5m
×2.5m

柱

階段

（1 階から誘導はいたします）

○イベント開催における新型コロナウイルス感染症の感染対策について
・イベント当日、ブース内ではマスクの着用を必須とさせていただきます
・当日 37.5 度以上の発熱があった場合、出展をお控えいただきます
・新型コロナウイルス感染症の今後の状況によりイベント内容が変更になる場合やイベントが延期や中止となる場合がございます
最新情報はホームページや、SNS をご確認ください
○出店内容について
・西武 1 階と 2 階の出店に関しましては、食べ物の出店は NG になります
・著作権を侵害するキャラクター・生地・材料の作品の展示、販売は禁止とさせていただきます
著作権に関する問題が発生した場合は出展者様個人での責任となります
・特定の主義・主張・思想の提唱を目的とする出展やポスターの張り出し・ビラの配布、占い、募金活動は禁止とさせていただきます
・応募が多数の場合は出展内容を考慮し、抽選・選考させていただきます
・ブースの配置は事前に運営側で決めさせていただきます
・作者の分かる方からの委託販売や複数作家での共同出店は可能です
・ブース内で来場者にものづくりを体験していただくワークショップを行っていただくことは可とします
・ブース内でのスピーカーを使っての音出し・楽器の演奏は禁止とさせていただきます
・イベント当日出店内容がご応募の内容と異なる場合や当イベントの趣旨にそぐわないと判断した場合、出展をお断りさせていただくこともございます
○当日の出店について
・テントの貸し出しは行っておりませんので、ご使用になる場合は各自でご用意ください
※西武 1 階正面玄関のみ使用可能
・ブースサイズを超えるテントはご使用いただくことができません
・当日荒天が予想される場合、1 階のイベントは中止とさせていただきます
・イベントを中止した場合でも、場所の移動や日程の振替はいたしませんのでご了承ください
・搬入は当日の朝ご自身で行っていただきます
・ブースから荷物等がはみ出さないよう、準備をお願いします
○備品の貸し出しについて
・備品の貸し出しを希望される場合は応募の際に備考欄に貸し出し希望備品をご記入ください
・出点ブース募集期間終了後の備品の追加はお受けできませんので、備品をご希望される場合は必ず応募の際にご記載ください
・備品の貸し出しを希望された場合、イベント開催１週間をきっての備品のキャンセルはお受けすることができませんので、キャンセルを希望されても備
品代を全額いただきます
・イベントが開始前中止になった場合のみ備品代は無しとさせていただきます
長机 1 本 1000 円・パイプ椅子 1 脚 500 円
【禁止事項】
・利用の承認を受けた内容を変更し、又は利用目的以外に使用する行為
・利用の承認を受けた後、利用の権利を譲渡・転貸する行為
・発火し、もしくは引火しやすいまたは爆発のおそれのある物品を持ち込む行為
・ごみその他の廃棄物の投棄、その他不衛生な行為
・故意に設備・備品等を傷付け、もしくは汚し、または原状を変更する行為
・法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為
・他の利用者またはその他第三者に対する詐欺または脅迫行為
・公序良俗に反する行為や反社会的勢力等へ利益を供与する行為
【原状回復について】
・利用終了後、直ちに利用者の負担で原状回復を実施し、原状回復の確認をもって、利用終了とする
・利用中に施設及び設備・備品等を破損、毀損または紛失された場合は、利用者がその損害額を賠償する
・床が汚れた際は各自で清掃をお願いしております。業者を入れないと取れない場合は実費負担となります
【周辺施設との調整】
・通行人の妨げにならないように動線を確保すること
・風で商品、備品が倒れない、飛ばされないようお願い致します
【注意事項】
・ブースを超えた呼び込み営業は禁止いたします
・イベント出店後はゴミ・忘れ物がないように元の状態にして退去をお願いいたします
・雨天時、雨への対応は出展者様でお願いいたします。また集客数が大きく減少します。ご了承のほどよろしくお願いいたします
・イベント中の物損、盗難や参加者とのトラブル等の責任は負いかねます
・風で商品、備品が倒れない、飛ばされないようお願いいたします
・ イベント中の物損、盗難や参加者とのトラブル等の責任は負いかねます
・ 主催者に過失があった際の保険にのみ加入致します
・18 歳未満の方は保護者の許可または同伴が必要です
【搬入搬出・ブースについて】
・搬入・搬出時には指定の荷物の積み降ろしスペースにご駐車いただきブースまで荷物をお運び（搬出時はブースから荷物をお運び）いただいた後、車を
ご移動いただく形となります
・車での搬入、搬出のおおよその数の把握のため車での搬入、搬出の有無を応募の際にご記載ください
・ 搬入時間は当日の 9 時 45 分までに完了をお願い致します
・ 搬出時間は 1５時からとなり、1６時までに完了をお願い致します
・主催側では駐車場の準備はございません。近隣の駐車場をご利用ください
・出店場所は選べません。主催者側で構成を考慮した上で決定いたします
※ ご応募いただいた時点で上記の全ての項目に同意いただいたものとさせていただきます

３

ヤンビル（空きテナント）2 階

【限定７ブース】
・電源は使用できません。

階段
階段

搬入：8 時〜電車通りに短時間停車可
9 時 45 分セッティング完了
受付：入口スタッフにお伝えください

1.5m

おやつの館に
できたらいいなと
思っています。

×２m

柱

柱

1.5m

白い布とイルミネーションで

×２m

幻想的な雰囲気になる予定！

1.5m
×２m

柱
メリット：お天気の影響を受けにくい場所です。

柱

1.5m

食品の販売ができます

×２m

1.5m

（保健所申請はご自身でお願いします）

×２m

デメリット：屋内ですが電源が使えないため

柱

若干暗くなります。照明をお持ちいただけると
素敵な雰囲気になるかと思います。

1.5m

暖房設備がなくほぼ屋外なので防寒必須です。

×２m

柱
1.5m
×２m

工事中
電車通り
西武福井店

フルーツの
ウメダ

旧ロフト

らせん
階段が
目印！

momo

➡福井駅

