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はじめに

２０１６年のRISING SUN ROCK FESTIVAL（以下RSR）では多くのお客様に飲食エリアをご利用いただき、アンケート
調査において大変好評でした。

今年もお客様にご満足いただけるよう、また食中毒や火災事故などないよう、運営面と合わせてより充実したエリアを展開します。
お申し込みいただくにあたり、ご理解いただきたいのは、RSRの基本的な考えです。

RSRは何もない大地で音楽を堪能していただく野外『フェスティバル』です。

設備が行き届いているわけではありません。

主催者としまして可能な限り努力はいたしますが、悪天候の影響を受けることもあります。

そのような悪条件でありながらも、音楽を愛する全てのお客様を出店者を含めたスタッフ全員が「笑顔」でお出迎えすることで、

全ての人に「LOVE&PEACE」な気分で朝日をながめていただく。
それが変わらないRISING SUN ROCK FESTIVALの主旨です。

主旨をご理解の上、是非ご協力ください。

●出店規約

①出店者はRSRの主旨にご賛同いただける店舗・団体・個人の方に限定いたします。
②お客様に「笑顔」になっていただけるようなRSRオリジナル「スペシャルメニュー」を1品ご提供ください。
　スペシャルメニューの写真データ、店舗ＰＲ文などをＲＳＲ公式WEB、SNS等にて掲載し、著作権は
　主催者に帰属するものとします。予めご了承いただいた上でお申し込みください。
③調理には通常通りの手間と手順をふむこととし、味が落ちた商品や生焼けの商品など、お客様を不快にさせる
　ようなメニューは出品しないでください。
④商品等の展示、及び販売は全てプレハブ内、テント内、販売車内で行ない、プレハブ前、テント前、販売車前へ
　のターフ、テント等の設置を禁止します。
⑤主催者は出店にふさわしくない店舗・団体・個人等と判断した場合については出店をお断りする権利を持ちます。
⑥出店者は、現在および将来にわたり自己または雇用関係者が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、それらの関係
　者、その他、暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人(以下「反社会的勢力」と
　いう)ではないこと、いずれの反社会的勢力の支配・影響も受けていないこと、いずれの反社会的勢力も店舗の経
　営（出資を含む）、運営に協力もしくは関与していないことを表明し、保証することとします。
⑦円滑な運営を行なうため出店会議には必ずご出席ください。
⑧出店が決まった方には事前に「誓約書」を提出いただくこととします。
⑨出店者はRISING SUN ROCK FESTIVAL、RSR等の名称、及びロゴ等を使用した商品の販売はできません。
　同様にグッズ、Tシャツ等製作物の販売、露出、掲出はできません。あらかじめご了承ください。
⑩出店者は装飾、販売方法、販売時間、販売料金、設営、撤去等、出店に関して、主催者が提供する全ての文書に
　従わなければなりません。

●出店数

飲食出店数はおおよそ55店舗を予定しております。（昨年と同程度の店舗数）

●出店者の選定について

①出店者の選定は出店内容、メニュー、装飾プラン等を考慮の上決定させていただきます。
②出店者は出店エリアを他人に販売、譲渡、貸与することはできません。
③出店者の選定結果の問合せについて主催者は一切お応えしないものとします。

＜出店位置について＞

①出店いただく位置は抽選で決定、一部主催者にて決定させていただきます。
　また、「オフィシャル食堂」等、主催者にて飲食エリアを設置、運営する場合もあります。予めご了承ください。
②出店者は決定した出店位置を他者と交換することはできません。
③出店位置の決定結果の問合せについては主催者は一切お応えしないものとします。 

＜お店の情報について＞

①店舗情報やお客様からのお店の評価などを公式ＷＥＢ、オフィシャルYOUTUBEチャンネル、SNS等で発信す
　る場合がありますので予めご了承ください。

＜お支払いについて＞

①出店料等のお支払いは全て請求書記載の銀行口座に、申請された口座から期限厳守にてお振込みください。
②振込み手数料は出店者様のご負担となります。予めご了承ください。
③出店料お振込み後の出店のキャンセル、及び返金はできません。予めご了承ください。

＜ FESTIVALの中止と損害責任について＞

①主催者は天災等止むを得ない事情によりFESTIVALの開催を中止する場合があります。
　その際、発生された諸経費等は各出店者様のご負担となります。予めご了承ください。
②出店者間及びエリア内・外での対人・対物のトラブル、食中毒などの食品衛生管理に関して発生する損害等に
　ついては当該出店者の責任とし主催者はその責任を負いません。
③食中毒などの食品衛生管理については生産物賠償責任保険の加入を義務づけさせていただきます。
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＜開催概要＞

●名　　称  RISING SUN ROCK FESTIVAL ２０１７ in EZO
 ※RISING SUN ROCK FESTIVAL は株式会社ウエスの登録商標です

●会　　場  石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ

●住　　所  北海道小樽市銭函5丁目

●日　　程  2017年8月11日（金）OPEN 10:00　/　LIVE START 15:00　/　LIVE END 23:00（予定）

 2017年8月12日（土）OPEN 10:00　/　LIVE START 12:30   /　LIVE END AM5:00（13日）予定

＜出店形態＞

出店料（税別） スペース 販売可能品目

①テント出店 310,000円 横5,400×縦3,600 飲食物

②プレハブ出店 350,000円 横約5,400×縦約2,400 飲食物

③スタンドパブ出店 185,000円 横5,400×縦3,600 ドリンク・乾物類

④デコレート出店 160,000円 横5,400×縦3,600
衣料品・装飾品
装飾サービス等

⑤移動販売車出店 ※220,000円 軽自動車サイズ 飲食物

⑥デコレートエリア 売上の15％ 横5,400×縦3,600
ヘアメイク・似顔絵
フェイスペイント等

※車両の長さが軽自動車サイズ（3,400）を超える場合、1ｍにつき1万円追加

ブース周辺駐車証 関係者駐車証 スタッフパス 分別スタッフパス

①テント出店 1枚 2枚 12セット 2枚

②プレハブ出店 1枚 4枚 15セット 2枚

③スタンドパブ出店 1枚 1枚 12セット 2枚

④デコレート出店 1枚 1枚 5セット -

⑤移動販売車出店 1枚 1枚 7セット 2枚

⑥デコレートエリア - 2枚 5セット -

＜応募方法＞

本書類の申込書①②に必要事項をご記入いただき、ご出店経験のない方は代表者の住民票を同封の上
ご郵送ください。
尚、いただいた住民票は返却いたしません。予めご了承ください。
出店されたことのある方は、必要事項をご記入の上、申込書①②をＦＡＸ、メールもしくはご郵送ください。

※その他お気軽にお問い合わせください。

＜お申込み・お支払いスケジュール＞　※お支払いは期日厳守でお願いいたします。

応募締切  5月31日（水）

選考結果の通知  6月13日（火）頃発送

出店料のお振込  6月29日（木）迄

出店会議  6月30日（金）※予定

追加料金のお振込  10月13日（金）迄  

※食べ物の販売が中心の場合、テント出店に準じる

出展概要

2



3

3	

[①テント出店]

●主催者で用意  5,400×3,600テント1張（横幕付き）　/　蛍光灯2本
 電気3,000W（100V・1,500W2回路・平行口2口）　/　テント裏周辺に共用の給排水設備

●テント前スペース  10ｍ以内でテーブル、イス、パラソル、看板等装飾物の設置ができます。

 ただし、安全面を考慮し、ターフ、テント、ピックアップテントの設置はできません。

●テント裏周辺スペース  主催者が指定するエリア（5,400×5,000）にハイエースサイズまでの大きさの1台の車両の駐車と、

 休憩用簡易テント（キャンプ用品等）、ストック用ターフの設置が可能です。
 ただし、駐車車両は事前に車検証の写しを提出いただきます。

 また、販売テントと同じサイズのテントの設置はできません。

●その他  ・展示、販売は全てテント内で行い、保健所の指導を遵守してください。  

 ・設置物、装飾物の設置については安全面を十分考慮し、各出店者様の管理、責任のもと細心の注意を払い
 　行なってください。お客様に被害があった場合、主催者は一切の責任を負いません。

レイアウト例になります。ご参照ください。

レイアウトや看板、看板用照明器具、店舗装飾などでご不明点がありましたら、お気軽にお問合せください。

装飾プランなど、別途料金にて事務局でも対応できますので、ご相談ください。

テント前スペース

テント裏周辺スペース

出店規程−1＜販売エリア＞
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[②プレハブ出店]

●主催者で用意  5,400×約2,400プレハブ（前面開放・前扉はありません）　/　プレハブ電灯
 電気3,000W（100V・1,500W2回路・平行口2口）　/　プレハブ裏周辺に共用の給排水設備

●プレハブ前スペース  10ｍ以内でテーブル、イス、パラソル、看板等装飾物の設置ができます。
 ただし、安全面を考慮し、ターフ、テント、ピックアップテントの設置はできません。

●プレハブ裏周辺スペース  主催者が指定するエリア（5,400×5,000）にハイエースサイズまでの大きさの1台の車両の駐車と、
 休憩用簡易テント（キャンプ用品等）、ストック用ターフの設置が可能です。

 ただし、駐車車両は事前に車検証の写しを提出いただきます。
 

●その他  ①テント出店に準ずる

[③スタンドパブ出店]

●主催者で用意  5,400×3,600テント1張（横幕付き）　/　蛍光灯1本　
 電気1,500W（100V・1,500W1回路・平行口1口）

●テント前スペース  10ｍ以内でテーブル、イス、パラソル、看板等装飾物の設置ができます。
 ただし、安全面を考慮し、ターフ、テント、ピックアップテントの設置はできません。

●テント裏周辺スペース  主催者が指定する場所にハイエースサイズまでの大きさの1台の車両の駐車が可能です。
 ただし、駐車車両は事前に車検証の写しを提出いただきます。

 休憩用簡易テント（キャンプ用品等）、ストック用ターフの設置はできません。
 

●その他  ①テント出店に準ずる

[④デコレート出店]

●主催者で用意  5,400×3,600テント1張（横幕付き）　/　蛍光灯1本
 電気1,500W（100V・1,500W1回路・平行口1口）

●テント前スペース  10ｍ以内で装飾展開が可能です。
 ただし、安全面を考慮し、ターフ、テント、ピックアップテントの設置はできません。

●テント裏周辺スペース  主催者が指定する場所にハイエースサイズまでの大きさの1台の車両の駐車が可能です。
 ただし、駐車車両は事前に車検証の写しを提出いただきます。

 休憩用簡易テント（キャンプ用品等）、ストック用ターフの設置はできません。
 

●その他  ・装飾に力を入れていただくなど「お客様を見た目で楽しませる」展開をお願いいたします。
 ・RSRロゴを使用した商品、アーティストTシャツ、オフィシャルグッズと相似する商品の販売はできません。
 ・メーカー名、ブランド名、店舗名が露出している商品の販売はできません。

 ・事前に販売品のデザインをご提出いただく場合がございます。その際、出品をご遠慮いただく
 　場合がございます。予めご了承ください。

 ・設置物、装飾物の設置については安全面を十分考慮し、各出店者様の管理、責任のもと細心の注意を払い
 　行なってください。お客様に被害があった場合、主催者は一切の責任を負いません。

[⑤移動販売車出店]

●主催者で用意  電気3,000W（100V・1,500W2回路・平行口2口）

●販売車両前スペース  10ｍ以内でテーブル、イス、パラソル、看板等装飾物の設置ができます。

 ただし、安全面を考慮し、ターフ、テント、ピックアップテント、車両と簡易的に連結した雨よけ等の
 設置はできません。 

●販売車両裏周辺スペース  主催者が指定するエリア（広さは販売車両サイズによる）にハイエースサイズまでの大きさの1台の車両の
 駐車と休憩用簡易テント（キャンプ用品等）、ストック用ターフの設置が可能です。

 ただし、駐車車両は事前に車検証の写しを提出いただきます。
 

●その他  ・小樽保健所の営業許可が必要です。展示物、設備はしっかりと車両に固定されたものだけとします。
 ・展示、販売は全て販売車両内で行い、保健所の指導を遵守してください。  
 ・設置物、装飾物の設置については安全面を十分考慮し、各出店者様の管理、責任のもと細心の注意を払い

 　行なってください。お客様に被害があった場合、主催者は一切の責任を負いません。

[⑥デコレートエリア]

●主催者で用意  5,400×3,600テント1張（横幕付き）　/　蛍光灯1本
 電気1,500W（100V・1,500W1回路・平行口1口）

●テント前スペース  10ｍ以内で装飾展開が可能です。
 ただし、安全面を考慮し、ターフ、テント、ピックアップテントの設置はできません。

●テント裏周辺スペース  主催者が指定するエリアにハイエースサイズまでの大きさの1台の車両の駐車と、
 休憩用簡易テント（キャンプ用品等）、ストック用ターフの設置が可能です。

 ただし、駐車車両は事前に車検証の写しを提出いただきます。
 また、販売テントと同じサイズのテントの設置はできません。

 
●その他  ・設置物、装飾物の設置については安全面を十分考慮し、各出店者様の管理、責任のもと細心の注意を払い

 　行なってください。お客様に被害があった場合、主催者は一切の責任を負いません。
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●2品目  保健所の指導により、飲食販売については1店舗につき2品目までとなります。
 分類の目安は「調理器具が同一のもの」となります。
 あくまで参考ですが、分類例を記載しますのでご参照ください。分類方法について、または提供
 できる品目、品目数などは保健所の見解により今後変更になる場合がございます。
 予めご了承ください。
 不明点は出店料お振込みの前に、各出店者様で小樽市保健所又は江別保健所石狩支所
 へ直接ご確認ください。

 ①串焼き類  ・焼き鳥　・つくね　・鳥丸焼き　・ソーセージ　等

 ②網焼き類  ・焼肉　・炭焼きソーセージ　・ちゃんちゃん焼き　・魚介焼き　・野菜焼き　等

 ③鉄板焼き類  ・チキンステーキ　・マグロステーキ　・ホルモン焼き　・お好み焼き　・焼きそば

  ・焼きラーメン　・ハンバーグ　・フランクフルト　・バーガー類や丼類の具　等

 ④専用鍋で焼き物類  ・餃子　・クレープ　・中華ごはん　・チャーハン　・ビビンバ　・ピラフ　等

  　※各専用鍋毎に１品目とする

 ⑤複合焼き物類  ・パエリア

 ⑥焼型で焼き物類  ・たこ焼き　・たい焼き　・おやき　・ワッフル　等　※１つの焼型で１品目とする

 ⑦かまど焼き  ・ナン　等

 ⑧ロースター焼き  ・ローストチキン　・ケバブ　等

 ⑨鍋煮物類  ・汁物　・モツ煮　・シチュー　・カレー　・煮たまご（半熟は禁止）　・牛すじ　
  ・鮭なべ　・クラムチャウダー　・ビーフストロガノフ　・ボルシチ　・すき焼き丼　

  ・シチュー丼　・クッパ　・角煮サンド　　等

 ⑩専用鍋で煮物類  ・おでん　・味噌おでん

 ⑪めん類  ・そば　・うどん　・ラーメン　等　※冷たい麺類は原則として禁止とする

 ⑫フライヤー揚げ物類  ・から揚げ類　・ザンギ類　・揚げかまぼこ類　 ・カレーパン　・ドーナツ　
  ・アメリカンドッグ　・ごま団子　・フライドポテト　・揚げいも　・カツ

 ⑬炊飯器類  ・炊き込みご飯　※白飯のみを炊く場合は品目に計上しない。　等

 ⑭スチーマー類  ・中華まん　等

 ⑮かき氷類  ・かき氷　・スムージー等
 

 以下は品目に計上しません

 ☆飲み物類　　　　　  ・ソフトドリンク　・コーヒー　・紅茶　※製造工程の複雑なものは１品目に数える

 ☆対象外　　　　　　  ・酒類　・ペットボトル飲料　
  ・その他既製品の販売（生で販売する肉及び魚、牛乳、アイスクリームを除く）

●申請日時  各出店者が主催者の指定する日程、指定する保健所への申請を行ってください。
 申請先の保健所、申請日程、申請用紙については出店会議で説明、配布いたします。

●査　察  8月11日（金）の午前8:00から保健所の査察がありますので、その時間までに準備を
 終え、営業できる体制を整えてください。
 査察が通ると出店許可証が配布されます。見えるところに必ず貼ってください。
 査察が通らない場合や、問題が発生した場合は速やかに保健所の指導に従ってください。
 尚、査察に関するトラブルについては主催者は一切責任は負いません。

●保　険  食中毒等がおこった場合、お客様に対し損害賠償保証をしなければならないケースがあるよ
 うです。このリスクを少しでも回避していただくための保険、「生産物賠償責任保険」
 の加入を義務づけさせていただきます。各出店者様で加入の上、保険証書の写しを事前に
 提出いただきます。尚、フェスティバル期間中の食中毒等のトラブルについての責任は、
 主催者は一切負いません。予めご了承ください。

●申請料（予定） 小樽保健所　2,400円　　/　　江別保健所石狩支所　2,200円
 ※変更の可能性有り
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●施設設備関係注意事項

 ・営業施設はプレハブ又は防水性テント等で、天井、側壁３面を有すること。

 ・調理場所には、ほこりを防ぐ措置がとられていること。
 ・冷蔵等が必要な食品を取り扱う場合には取扱量に応じた容量と性能の冷蔵設備

 　（氷又はドライアイスによるものを含む。）を設けること。

 ・器具類を衛生的に保管又は収納する設備を設けること。
 ・汚液の漏れない構造で、かつ、十分な容量の廃棄物容器を備えること。

 ・消毒薬を備えた流水式手洗設備を設けること。（コック付タンクでもOK）

●管理運営関係注意事項

 ・施設およびその周辺は、清潔に保つこと。

 ・施設には、食品の取扱いに不必要な物品を置かないこと。

 ・施設には、食品等を取り扱う物以外の者がみだりに立ち入ることのないようにすること。
 ・施設内に動物が入ることのないようにすること。

 ・かき氷には飲用に適する水を使用し、手指やほこり等で汚染されないように取り扱うこと。

 ・下痢・発熱などの体調不良や化膿創のある場合は調理に従事しないこと。
 ・作業前、用便後及び手指が汚染されたときは、手指の洗浄及び消毒を行うこと。

 ・持ち帰りせず、早めに食べるように注意すること。
 ・下処理は予め営業許可取得施設内で行うこと。

●その他重要な注意事項

 ・調理は全て簡易な工程となるようにし、その場で加熱して提供できるものとしてください。
 　あらかじめ飲食店で調理した物の持ち込みについては制限がありますので、該当する場合は個別に保健所に相

 　談すること。
 

 ・自動車営業の許可取得車で営業を行う場合の調理・販売は許可取得車の中で行ってください。

 　自動車外にテント等を設置してこれらの行為を行う場合には、臨時営業許可を取得していただきます。
 

 ・原則として、１テントで１申請としていただきます。テントを二つに区切って使用する事は認めません。
 

 ・施設検査の際に申請にない食品を提供していた場合は、その場で提供を中止していただく事があります。

 　申請後に品目の変更がある場合には、早めに保健所へ連絡してください。
 

 ・食品の分類名はあくまで参考であり、製造工程によっては異なる品目となる場合があります。
 　不明点がある場合には保健所に問い合わせをしてください。

 

 ・かき氷やスムージーは使用器具が別々の場合それぞれを１品目としますので注意してください。
 

 ・ソフトクリームマシーンを使用したソフトクリームの提供はできません。
 　（ワンショットタイプでの提供を除く）

 

 ・生クリームのその場での泡立て、既製品以外のクリーム、あん類は禁止します。既製品を使用してください。
 

 ・肉の調理を行う場合は、中まで火を通すようにしてください。
 

 ・ケバブ等に使用する肉のその場での成形行為は禁止します。

 ・冷やしきゅうりは、下処理（洗浄・皮むき・割箸を刺す等）や漬込み等は営業許可施設で行い、

 　現地では行わないこと。また、保管は清潔な保冷設備で行い、どぶ漬け等の方法で保管しないこと。

 ・前日調理は行わず、調理から販売までの時間は短くすること。

 ・同一品目のメニューであっても、能力以上のメニュー数の提供を行わないこと。
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●対象  ガス、炭火は勿論、電子レンジ、ホットプレートなどの電子機器も火器とみなされます。

●火器対策  火器を使用する場合、テントなど近接する備品等に燃え移らないように、耐火ボード、
 レンガ、ブロック等で周囲を囲んで使用してください。
 

●消火器  火器を使用する店舗は必ず消火器を店舗内に設置してください。
 また、サイズは4型以上とさせていただきます。
 使用方法を全てのスタッフの方に徹底してください。

●ガスについて  有資格者以外の方のガスボンベの持ち込みはできません。
 有資格者の方、もしくは外注会社の方が持ち込む場合でも、主催者が別途お渡しする検査表を
 事前に提出していただきます。
 会場内に主催者が用意するガス会社が常駐しますので、ご利用ください。

●電気配線  ブース内の電気配線は、引火しやすい素材のものを近づけないなど管理を徹底して
 ください。

●図面提出  耐火ボード使用位置、消火器設置位置、使用火器のメーカー名、型式、ガスの場合は
 使用カロリー数を記載した図面を事前に提出していただきます。
 （合わせて、手洗い用水タンク、手洗い用バケツ、調理器具等位置詳細も記載ください。）
 提出期限、方法等は出店会議にてご説明します。

●自己点検  出店日当日、主催者が別途お渡しする防火安全自己点検票にもとづき、防火安全の自己点検
 を行っていただきます。
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[1.スケジュール]
●設営日程  8月9日（水）  13:00～17:00  ※事前申請と許可が必要  

 8月10日（木）  11:00～18:00  （通電時間は調整中）
 8月11日（金）  6:00～8:00  （通電時間は調整中）

●保健所査察  8月11日（金）  8:00～10:00  （必ず8:00には査察を受けれる状態にしてください。）

●営業時間（必須）  8月11日（金）  10:00～24:00  （24時以降は任意）
 8月12日（土）  10:00～8月13日（日）5:00  （8月13日5:00～12:00の間は任意）

●売上報告  ①8月11日（金）  24:00

 ②8月13日（日）  営業終了時点

●撤去日程  8月13日（日）  5:00～10:00　  会場外からの車両乗入不可

  10:00（予定）～　  会場外からの車両進入可（ブース裏の進入のみ）

  12:00（予定）～  ブース前への車両進入可   

[2.ドリンクの販売]
●オフィシャルドリンク  

 POCARI SWEATがRSRオフィシャルドリンクとなる予定です。
 また、主に場内の車両通行量削減を目的のため、場内で販売する全ての飲料はオフィシャル酒屋（株式会社わしづ）

 より仕入れていただき、販売価格も統一させていただきます。指定銘柄の販売のみとさせていただく場合も

 ございます。アルコール等の販売ルールと合わせて、別途ご案内させていただきます。
 詳細につきましては、6月13日頃、資料を発送いたします。

●装飾について  のぼり、どぶづけ、ビアサーバ、紙コップ等装飾については企業名、店舗名、商品名等が入っているものは

 使用できません。（〇〇ビール　など）ガムテープなどで隠すか、無印の紙コップを使用するなどの対応をお願い
 します。

●ビン・缶  お客様へ直接、ビン・缶での提供はできません。
 必ず紙コップ、プラスチックコップ等に移し替えて提供してください。ペットボトルでの提供は可能です。

●アルコール販売  〇飲酒運転防止としてアルコールの販売時は常に車を運転しないことを確認してください。
 　また、アルコール販売に関する注意サインを用意し、必ず見える位置に貼ってください。

 〇アルコール販売は8月12日（土）26:30（13日のAM2:30）までとさせていただきます。
 　それ以降販売が確認された店舗は即、退店していただきます。

 〇お客様にわかるようにアルコールの種別、量、金額を表示してください。

 〇飲み物の種類を偽って販売しないでください。確認された場合は即、退店していただきます。

[3.アースケア]
●分別スタッフ  1店舗につき分別専用スタッフを2名ご用意いただきます。（デコレート出店・エリアは除く）

●ごみ回収  店舗裏のごみ回収は行いません。指定させていただく出店者様用ごみ集積所まで分別スタッフがお持ちください。

 集積所の位置は出店会議でご説明させていただきます。

●分別指導  ごみの分別が行き届いていない店舗には出店本部より3度目の指導で退店していただきます。

[5.会場内規則]  〇発電機の持ち込みは設営日を含めて禁止します。
 〇販売エリア周辺に駐車される車両は駐車時、エンジンをお切りください。

 〇給排水設備は共用でご使用ください。油、残飯、残汁、野菜カス等は捨てないでください。
 　また、多量の水を流すと溢れてしまいます。節度を保ち使用してください。

 ○各ブース裏の車両動線は、各ステージへの出演者、関係者の動線となっています。

 　ステージ進行の妨げとなるような駐停車、及び資材等の設置は絶対にしないでください。
 〇トイレ、駐車は指定の場所をご使用ください。

 〇ペットを連れての入場は禁止です。
 〇長時間の営業になり、スタッフの専用休憩場所はありません。店舗責任者の方はスタッフの休憩等をしっかり

 　管理いただき、運営の支障のないよう努めてください。
 〇全店舗、消火器、手洗い場を設置してください。

 〇貴重品、現金等の管理は各出店者で責任を持って行ってください。紛失等について主催者は責任を負いません。

 　予めご了承ください。
 〇風が非常に強い時間があります。のぼり、パラソル、看板等が飛ばないように十分注意してください。

 〇電気製品は使用電気容量を十分考慮の上使用ください。容量オーバーによる当日の復旧工事にかかる費用は別途

 　ご請求させていただきます。予めご了承ください。
 〇出店者パスでは各ステージのライブを見ることはできません。予めご了承ください。

8

運営詳細

[4.電子マネー]
●電子マネー機器  主催者が用意する電子マネー決済可能な機器を各店舗に設置いただき、お客様にご利用いただくことを

 計画しております。
 各店舗にご負担いただく手数料等、別途ご案内させていただきます。

 詳細につきましては、6月13日頃、資料を発送いたします。
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申込日：２０１７年　　　　月　　　　日（　　　　）

出店名 ※申込後の出店名の変更はできません。

会社名

部署名
ふりがな

担当者名

住　所
〒　　　　　-　　　

電話番号 携帯番号

E-mail 振込人名義 ※出店料等振込の際、出店名、会社名

　以外の名義で振り込む場合に記入してください。

ホームページ

●出店申込書に記入された個人情報については、RISING SUN ROCK FESTIVAL の出店に関わる業務以外の目的では使用いたしません。
　また、個人情報については、業務終了後、適正な処理による消去を行います。
●出店が決まった出店者様の連絡先を、オフィシャルドリンクの斡旋販売のご連絡、酒類販売についてのお勧め情報のご紹介。

　店舗広告についてのご紹介等の限定された目的のため、第三者に公開することがございます。予めご了承ください。
●個人情報の開示・訂正・削除の問い合わせについては下記問い合わせ先にご連絡ください。

ご希望される出店形態にチェックしてください。

□テント　　□プレハブ　　□スタンドパブ　　□デコレート出店　　□移動販売車　　□デコレートエリア

出店経験についてチェックしてください。

□今までに出店したことがある　　　　　□出店したことがない

●下記ご記入の上、ご郵送ください。（出店経験がある方はＦＡＸ、メールも可）
　※メールの場合はメール本文に出店レイアウト以外の詳細を記載ください。
●出店経験がない方は代表者の住民票を添付してください。
●締切は5月31日（水）必着です。

販売予定品目 予定価格 販売予定品目 予定価格

RISING SUN ROCK FESTIVAL 2017 in EZO
出店事務局

〒063-8602  北海道札幌市西区24軒4条5丁目5-21 W’sビル
E-mail  rsrtabemono@wess.co.jp

 ※お問い合わせはメールのみとさせていただきます。
 　おってご返信、もしくはこちらからお電話いたします。

FAX  011-615-3899  
担当  長森（ながもり）

9
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お店のＰＲポイントをご記入ください。
（過去にイベント等に出店された際の写真などございましたら同封ください。
　出店経験がある方でメールでのお申込みの場合は、画像を添付ください。）

ＲＳＲオリジナル
「スペシャルメニュー」名と内容を具体的にご記入ください。

出店経験がない方は本資料の３ページ目をご参考に、想定されている出店
レイアウトを記載ください。

設置必要なもの（手洗水タンク・バケツ・手洗い石鹸・ごみ箱）
火器を使用する店舗が設置必要なもの（耐火ボード・消火器）

※メニュー名にライジングサン、RSR等の名称、及びロゴ等はご使用いただけません。
　　例）ライジングカレー　/　RSR特製ラーメン　　など
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