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清水港マグロまつり実行委員会
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[清水マグロ博]出店概要

清水マグロ博2022

開催日時 11/12(土)10:00～20:00
11/13(日)  ９：００～16:00

場所 清水駅東口広場

対象者 「まぐろ」または「清水港に関連した海産物」のメニューを販売できる方
飲食店営業（露天)許可証またはそうざい製造業などの資格をお持ちの方

出店料 ¥5,500(税込）

スペースサイズ 幅4000mm×奥行き3000mm
またはキッチンカー1台

テント、テーブル、椅子、電源などは出店料に含まれておりません、
各自ご用意いただくか、出店申込書にてレンタルのお申込みをお願いいたします。

昨年からの変更点

新型コロナウィルス感染症の拡大状況によって中止・内容変更があることをご了承ください。

・出店料 22,000円（税込）
・テント、イス、長机の用意あり
・電源の用意あり
・出店者看板の用意あり

2021年

・出店料 5,500円（税込）
・テント、イス、長机の用意なし
・電源の用意なし
・出店者看板の用意なし

2022年

テントの各足に30kg以上のウェイトを
設置することが条件となります

ウエイトをお持ちでない方は必ずレンタルをお申し込みください
なお強風・荒天の場合にはイベントの中止判断を行う場合がございます
破損、怪我などに関する責任は一切負いませんのでご了承ください
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●販売物は「まぐろ」または「清水港に関連した海産物」のメニューを原則ご用意下さい。

●酒類の販売をする場合、静岡市の規則を遵守し、別途申請が必要な場合は各自で手続きをお願
い致します。

●飲料商品については、特定メーカー商品のみ販売可となる可能性がございます。予めご了承く
ださい。

●さしみや寿司は露店営業不可です、そうざい製造業などの許可を持っている施設で作り、適切な
温度管理を行って下さい。

●露店営業における取扱い品目

[清水マグロ博]出店商品について

酒類はコップに注いだ状態での販売を
お願いいたします

生食の露店営業は出来ません
そうざい製造業としての販売をお願いします

露店営業許可とは、給水・排水設備のない場所で、食品を調理し販売するための許可です。
原則として調理販売できる食品は、直前に加熱するものです。

静岡市内で露店営業する場合は、静岡県・静岡市・浜松市のいずれかの露店営業許可が必要です。

出店には露店営業の資格が必要です
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●新型コロナウイルス等感染予防の施策やアルコール消毒、商品やゴミの管理等、衛生管理の徹底
をお願い致します。

[清水マグロ博]食品衛生関係

露店営業に必要な設備

・水タンク
・洗浄槽
・消毒装置（液体せっけん）

・食器等保管設備
・廃棄物容器（ふた付き）

・冷蔵設備（必要な場合）

・殺菌設備（ガスコンロ・次亜塩素酸ナトリウムなど）
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[清水マグロ博]出店にあたり

搬入・搬出 スケジュール

搬入 11月12日（土) 6:30～9:45 / 11月13日（日） 7:30～8:45

本番 11月12日（土) 10:00～20:00 / 11月13日（日） 9:00～16:00

撤去 11月13日（日)  16:15～19:00

ご連絡先

（株）静鉄アド・パートナーズ 担当 小林 豊
TEL：054-252-3132 Mail：y-koba@shizutetsu-ad.co.jp

※当日緊急時には、下記連絡先へご連絡お願い致します。
（株）静鉄アド・パートナーズ 担当 小林 豊 080-3069-8365

●本番15分前に車輌移動を完了させてください。

●搬入・搬出時間は厳守願います。搬入時（当日）は、荷物の搬入が済みましたら指定の関係者駐車
場へ車両移動をお願い致します。

● 1小間出店あたり1台駐車スペースを確保しておりますので別途お送りする駐車許可証を
必ずご持参ください。

●搬入・搬出時の車両に関して、路上駐車しての搬入出はご遠慮下さい。

搬入・搬出時

本番中

●商品の管理については個々に管理をお願い致します。

●ブース内に人が不在になることが無いよう、必ず最低1名の常駐をお願い致します。

●お客様からのクレームなどが発生した場合、本部テントスタッフにご報告願います。

その他

●コロナウイルス感染対策のため、マスクの着用をお願い致します。

●検温を行い37.5℃以上の方は販売を行わないようにお願い致します。

●各出店スタッフは当日の朝体温を測り、別添のスタッフ体温チェック表ご記入をお願い致します。

●来場者飲食スペースを用意する予定です。

●出店料及び備品料につきましては当日までにお振込みいただくか、当日必ずご集金させていた
だきます（お支払いの不都合があった場合は当日でもご出店をお断りする場合もございます）。

●出店場所につきましては事務局に一任ください。



出店申込書

当社は、清水マグロ博2022への出店を申込いたします。 申込日 年 月 日

貴社名・部署
（ご担当者)

住所
〒

連絡先
TEL： FAX：

Mail：

出店希望小間数
5,500円(税込)/小間

スペース貸(幅4000mm×奥行き3000mm) キッチンカー

〔 小間〕 または 〔 台〕

キッチンカーサイズ [横幅 mm 長さ ｍｍ]

※事務局側でのテント・椅子・机・電源等、貸しスペース以外の用意はございません。

各自お持ち込みいただくか、レンタルが必要な場合は以下よりお申込みください。

※テントの各足に30kg以上のウェイトを設置することが条件となります

駐車券申請
（1小間1台までとさせていただきます） 車種 NO

飲食店営業（露天)許可証
静岡県・静岡市・浜松市のいずれかの飲食店営業（露天)許可証の名義、番号を記してください

名義： 番号：

ご出店内容紹介文
商品メニュー

NO 備品名 サイズ 希望数 単価(税込) 備考

1 テーブル（ビニールクロス付） 1800×450 1,980円

2 椅子 440円

3 電源 500w/1口につき 3,850円

4 LPガスボンベ 5,500円

5 鋳物ガスコンロ 4,400円

6 クーラーボックス 3,520円

７ 家庭用冷蔵庫 225ℓ 22,000円

８ 3坪テント 3600mm×2700mm 14,300円 ウェイト・設置費用込

９ テント横幕(四方) ※3坪テント用 7,700円

1０ ウェイト・ロープセット/1足分 ウェイト:40kg 660円※足の本数必要です

◆備考欄

〔お問い合わせ・申込事務局〕

株式会社静鉄アド・パートナーズ 担当 小林 豊 出店申込受付締切 2022年10月7（金)までに必着

y-koba@shizutetsu-ad.co.jp TEL：054-252-3132 FAX：054-254-1831

【レンタルをご希望の方は以下にご記入ください、その他商品のレンタル希望の場合には備考欄へ記載ください】



出店者各位

お世話になっております。

新型コロナウィルス対策の一環として、出店者の皆様の当日の体温をご記入をお願い致します。

ご記入いただいた本用紙は当日14:00～15:00頃に静鉄アド・パートナーズにて回収に伺いますので、

日付 2022/11/12(土)

店舗名　　　：

1 氏名 体温 ℃

2 氏名 体温 ℃

3 氏名 体温 ℃

4 氏名 体温 ℃

5 氏名 体温 ℃

6 氏名 体温 ℃

7 氏名 体温 ℃

8 氏名 体温 ℃

9 氏名 体温 ℃

10 氏名 体温 ℃

スタッフ体温チェック表

以下に出店スタッフの当日の朝計測した体温をご記入下さい。

＜出店スタッフ体温チェックのお願い＞

事前のご記入にご協力ください。

お手数をお掛けしますが、ご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。



出店者各位

お世話になっております。

新型コロナウィルス対策の一環として、出店者の皆様の当日の体温をご記入をお願い致します。

ご記入いただいた本用紙は当日14:00～15:00頃に静鉄アド・パートナーズにて回収に伺いますので、

日付 2022/11/13(日)

店舗名　　　：

1 氏名 体温 ℃

2 氏名 体温 ℃

3 氏名 体温 ℃

4 氏名 体温 ℃

5 氏名 体温 ℃

6 氏名 体温 ℃

7 氏名 体温 ℃

8 氏名 体温 ℃

9 氏名 体温 ℃

10 氏名 体温 ℃

スタッフ体温チェック表

＜出店スタッフ体温チェックのお願い＞

以下に出店スタッフの当日の朝計測した体温をご記入下さい。

事前のご記入にご協力ください。

お手数をお掛けしますが、ご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。


