
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～出店のご案内～ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

会場：なばなの里大駐車場（三重県桑名市長島町駒江漆畑 270） 
会期：2020 年 10 月 24 日（土）～25 日（日） 

申込締切：2020 年 10 月 2 日（金）

 
 

多肉とみどりのマルシェ 
 
 

―IN なばなの里― 



1 
 

多肉とみどりのマルシェ IN なばなの里 

■ごあいさつ 

新型コロナウイルス（COVID‑19）の世界的な感染拡大に伴い「Stay 
Home」が求められる昨今において、ガーデニングへの需要が増加して
います。 

一方で、新型コロナウイルスによるイベント中止は、花き農家が育
ててきた花の需要が低下しました。花の大生産地である中部圏の農業
への影響も少なくありません。 

新たな生活様式である「Stay Home」をより豊かなものとするととも
に、地域の農業活性化を目指して、多肉植物とみどりのマルシェを開
催します。 

環境の世紀と言われる 21 世紀も 20 年が経過し、身近な自然とのふ
れあいの場となるガーデニングは、さらに豊かで多様で、創造的な展
開が期待されます。当マルシェを通して、時代の変化に合わせた新領
域の開拓を積極的に行い、さらなる発展、ガーデニング文化を育む基
盤を創出します。 

お客様に多肉植物・多様な花と緑・ライフスタイル雑貨の魅力をご
堪能いただき、「花と緑のある暮らし」の提案型催事とするとともに、
花業界の発展と充実に寄与するよう努力を重ねていきます。ぜひ共に、
本展を盛り上げていただきたく、ご出店のお申し込みを心よりお待ち
申し上げます。 

 

■開催概要（案） 

【名称】    多肉とみどりのマルシェ 

【開催趣旨】  多肉植物や花業界すべての「花」や「緑」の普及とそれ
ぞれの業界の発展への寄与を目指すとともに、人々に
「花」や「緑」が溢れる感性豊かな潤いのある生活の楽
しみ方を提案していくことを目的とする。 

【主催】    多肉とみどりのマルシェ実行委員会 

【後援】    なばなの里 

【協力】    グリーンスナップ 

【会場】    なばなの里 大駐車場（花市場南側） 
     〒511‑1144 

三重県桑名市長島町駒江漆畑 270 
TEL：0594‑41‑0787 

【開催期間】  10 月 24 日（土曜日）～25 日（日曜日）の 2 日間 
24 日（土曜日） 9 時～17 時 
25 日（日曜日） 9 時～17 時 
 

※24 日は、なばなの里のイルミネーション初日 
※なばなの里の入込客数は、例年の多客日で 30000 人/日程度 
※ハロウィン（10 月 31 日）の 1 週間前 
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多肉とみどりのマルシェ IN なばなの里 

■開催までのスケジュール（予定） 

□募集開始 
9 月 10 日 

□募集締切り 
10 月２日（開催広告配布 10 月 1 日頃） 

□出店可否通知（出店承諾書、出店料請求書送付） 
10 月 5 日 

□出店料支払期日 
10 月 10 日 

□各種届出締切 
10 月 15 日 

□開催 
10 月 23 日 会場準備（搬入・全体レイアウト） 
10 月 24 日 会場準備・開幕 
10 月 25 日 閉幕・会場撤去（撤収・全体撤去） 

 

■出店形態 

○基本は 1 ブース、１応募者とします。 
○1 応募者が複数ブースを使用する場合、複数応募者が 1 ブースを使用

する場合は、実行委員会にご相談ください。 
 
■出店ブース仕様 

○基本のブースサイズは、間口 3m×奥行き 3m です。 
○隣接する他の出店者との間隔を２ｍ開けます。 
〇通路は 5m の幅員を確保します。 
○多肉とみどりのマルシェ実行委員会が提供する施設、舗装面等は、移

動したり、損傷したりする事はできません。また、釘打ちや塗装もで
きません。何らかの損傷がなされた場合、原状復帰のための実費を別
途請求させていただきます. 

■基本ブース仕様 
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多肉とみどりのマルシェ IN なばなの里 

出店について 

■出店料 

〇出展料は、1 ブース（3m×3m）につき 15,000 円（税別）とします。 
〇キッチンカーブースは、2 ブース（8m×3m）を使用していただき、

30,000 円（税別）とします。 
〇テントをレンタル希望の方は、1 基 10,000 円（2 日間）でレンタル

いたします。（数に限りがあり、先着順です） 
〇消費税の税率改正により、消費税は 10％が適用になります。 
〇ごみは出店者が処理してください。 
 

■出店申込 

○出店申込の締切は 10 月 2 日（金）とさせていただきます。 
○出店者の決定は、申込順や出店経験の有無にかかわらず、10 月 5 日

に実行委員会にて一斉審査のうえ、決定します。 
〇審査の結果は、10 月 5 日、各社に封書にて通知します。 

 

■誓約事項 

①取扱商品、サービス、販売方法は、第三者の商標権、特許権、意匠権、
著作権及び肖像権（パブリシティ権）を侵害しておらず、法令の定め
を遵守するとともに、これに伴う顧客対応を含め一切の責任を負いま
す。 

②食品を取扱う場合、食品衛生法及びそれに関連するその他の法令に定
められた基準を遵守し、関係官庁の指示に従うことはもとより、食中
毒、伝染病の発生防止に最大の注意を払います。万一食中毒その他の
事故が発生した場合、実行委員会、なばなの里に速やかに報告し協議
のうえ、自らの責任と費用で対応します。 

③植物を取扱う場合、ワシントン条約（絶滅のおそれのある野生動植物

の種の国際取引に関する条約）を遵守し、環境省が作成するレッドリ
スト（レッドデータブック）記載の植物、違法輸入品及び山採り株の
陳列・販売はいたしません。違反した場合には、速やかに実行委員会
へ報告すると共に、自らの責任において監督省庁の指導・指示に従い
ます。 

④来場者、他出店者及び実行委員会に迷惑をかける行為（押し付け販売、
強引な客引き、名誉及び信用を毀損する行為等含む）は一切行いませ
ん。 

⑤暴力団等反社会的勢力並びにそれらの構成員及び関係者でないこと、
また、これらと関係する取引を行っておらず、今後も行わないことを
保証します。 

⑥出店承諾後、お送りする「出店ガイドブック」の諸注意事項を遵守し、
実行委員会の指示に従います。 

⑦本誓約書に違反する行為が認められた場合、実行委員会の裁定に速や
かに従います。 

⑧個人情報を取得する場合、個人情報保護法及び関連法令を遵守し、利
用目的をあらかじめ公表・通知し、適法かつ適切な取得・管理等をい
たします。なお、実行委員会による審査の結果、出店を承諾されなく
ても、なんら異議は申しません。出店が承諾された場合、「出店承諾書」
の当方への到達をもって出店契約の締結となること及び実行委員会
の規定に従って期日までに出店料を振り込むことに同意いたします。 

⑨荒天・疫病その他やむを得ずマルシェが中止になった場合、参加費が
返金されないことを了承します。 

⑩参加申し込み完了後、参加者自身の都合による参加費の返金は請求致
しません。 

⑪出店者が、コロナウイルスに感染及び感染の可能性がある場合、直ち
に実行委員会に連絡し、出店をキャンセルするとともに、参加者の返
金は請求いたしません。 

2020 年 10 月 
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多肉とみどりのマルシェ IN なばなの里 

■出店承諾後の手続き 

○実行委員会は、出店承諾者に対し、受理した申込書に基づき「出店承
諾書」を送付し、その到達をもって出店契約締結とします。また、同
時に「出店料請求書」を送付しますので、支払期日（10 月 10 日）ま
でに出店料をお振込みください。 

 
■ブース割当 

○ブース割当は実行委員会が決定し、その場所を配置図面に表示します。
なお、出店者は、ブース割当に対する変更の申し出と割り当てたブー
スの全部、または、一部を第三者に譲渡、貸与もしくは出店者相互間
で交換することはできません。 

 

■出店申込の取り消し及び、出店契約の解除 

○「出店承諾書」の到達後（出店契約締結後）、出店者の都合などによ
り、出店契約を解除する場合は下記のキャンセル料が発生します。 

○2020 年 10 月 10 日までに出店料の入金が確認できない場合は出店
契約を解除する場合がありますが、その場合も下記のキャンセル料が
発生します。 

 
キャンセル料 100％ 
 

■出店者表記名について 

○会場マップには、実行委員会が出店者名の表記をします。この出店者
看板には、販売ブース NO.と出店者名を表示します。 

・表示する出店者名は「出店申込書」に記載の出店表記名となります。 
・ロゴマーク、指定書体での表記はできません。 
・法人名称表記（株式会社、有限会社、co.LTD）は省略します。 

■販売商品画像について 

○販売商品の確認と、ホームページ・各種宣伝媒体で使用させていただ
く場合がございますので、販売商品画像をデータでご送付ください。 

【容量】    1MB 以上（単位 MB=1,000KB）※できるだけ画素数
が大きいもの 

【形式】    jpg 
【送付方法】  メール添付、ファイル転送サービス、CD‑R・USB 等 
【ファイル名】 出店表記名̲商品名（例）IMG̲3363.jpg→なばな̲エケ

ベリア.jpg 
※ファイル名は、正確な出店表記名・商品名に変更してく
ださい。各種宣伝媒体へ掲出する際、そのまま使用させて
いただきます。 

 
○お預かりした写真等は、使用しない場合がございます。 
○制作スケジュールの関係上、使用した写真等の校正は当社の責任で実

施します。 
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多肉とみどりのマルシェ IN なばなの里 

その他 

■出店者入園証 

○出店者が会期中になばなの里内に入場できる出店者入場証をブース
数に応じて無料配布します。（1 ブースにつき 2 名分） 

〇なばなの里内への入場は 17：00 までとします。 
〇各ブース 1 台の車両について、搬入及び駐車許可証を配布します。 
 

■広告など 

○なばなの里の広告、ホームページに開催広告が掲載される予定です。 
〇グリーンスナップによる広告を行う予定です。 
 
 
 

■ハロウィン 

○24 日、25 日はハロウィン一週間前となります。 
〇会場を盛り上げるために、ハロウィン仮装へのご協力をお願い致しま

す。但し強制ではございません。 
〇仮装のテーマは、ありませんので各自自由な仮装をお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■注意事項 

○出店に際し、営業活動での事故・怪我・盗難などの一切のトラブルに
ついては主催者側では責任は負いかねますので、出店者様の責任にお
いてご対応をお願いします。 

○主催者は、天災や不可抗力の原因等により発生した際の出品物の損害、
滅失、盗難等に関しての責任は負いません。 

○会場への搬入から撤去までの期間、必要と思われるものについては損
害保険に加入することをお奨めします。 

○万一、天災その他不測の事態により本展の開催が困難な状況が発生し
た場合は、主催者の判断によって会期等の変更または中止をすること
があります。その場合、メール、ホームページにて告知します。 

〇中止の際、コロナウイルスによる場合 1 週間前、天候による場合 3 日
前を目安に判断します。また、当日の天候によっては、急遽、開催時
間を短縮する場合もあります。 

〇なお、主催者はこれにより生ずる損害、費用の増加、そのほかの責任
については一切負わないものとします。 

〇詳細については、「出店ガイドブック」にてお知らせします。 
 

●お問い合わせ先● 

多肉とみどりのマルシェの実行委員会 
□連絡先  

株式会社 TONZAKO デザイン内 松崎・高瀬 
〒460‑0002  
名古屋市中区丸の内 2 丁目 10 番 11 号リブラ丸の内 6 306 
TEL＆FAX 052‑253‑8518 
E‑mail   ta29marche@gmail.com 

 


