
秋田キャラバンミュージックフェス出店者募集要項 

■イベント概要 

タイトル・・・秋田キャラバンミュージックフェス 2021 

会場・・・北秋田市・大館能代空港周辺ふれあい緑地 

（秋田県北秋田市脇神字奥小ヶ田 116-1） 

日時・・・令和 3 年 9 月 18 日（土）、19 日（日）開場 11:00 / 開演 13:00 / 終演 19:00

（予定） 

※オフィシャルサイト https://acmf.jp/2021/ 

――――――――――― 

飲食販売日時 2021年 9月 18日（土）～9月 19日（日）の 2日間 

11：00～19：00（両日、予定） 

来場者予定者数 8000人×2日間 

客席エリア後方に飲食出店エリアを設置いたします。 

 

■募集期間・申込先 

別紙申込書にてお申し込みください。 

期間・・・令和 3年 8月 15日（日）まで 

宛先・・・株式会社アートシステム／関谷 宛 

     ファックス 018－865-4078 メール sekiya@art-as.co.jp 

       （電話 018－863-2652） 

 

■出店料（2日間） 

110,000円（税込） 

※出店決定通知を受け取られた事業者様は令和 3 年 9 月 10 日（金）までに下記口

座へお振込みいただきます。 

秋田銀行本店営業部 当座 100 カブシキカイシャアートシステム 

 

■ブース什器備品について 

開催日前日（9/17）までに、主催側で下記のものを準備いたします。 

・2間 3間テント（1ブースあたり 1/2サイズ） 

・長テーブル（１本）、イス（２脚） 

・給排水設備（共同使用） 

※上記以外のものにつきましては、各店で必ずご持参いただきますようお願いします。 

・テント内照明、コンセント等の電源、ガス、販売容器、割り箸など 

・汁物提供事業所の方は、各店舗前に残飯入れ。 

・使用場所に汚れ、キズ等が付かないようにブルーシートなどで地面を養生してくださ
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い。 

・業務用消火器 

・お客様と出店ブースを仕切るアクリルボードやビニールシート 

・アルコール消毒液 

 

■保健所への申請について 

各出店者にてご対応ください。 

受付：9月 10日（金）まで ※平日 8：30～17：15 

※窓口 

北秋田保健所環境指導課環境・食品衛生班／担当 今野 

電話 0186-62-1167 ファックス 0186-62-1180 

※臨時営業等の申請様式は下記よりダウンロードください。 

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/3473 

 

■物品の搬入・搬出について 

物品の搬入・搬出に関しましては、下記の時間となっておりますので厳守願います。 

9月 17日（金） イベント前日   搬入時間 希望者へ別途通知 

9月 18日（土）～9月 19日（日） 

搬入時間 7：00～9：00（9時の段階で車両は所定の位置に移動を完了） 

搬出時間 20：00以降 係員の指示に従ってください。客出し後となります。 

※9：00～20：00の車両の移動は禁止です。 

※最終日は 19日（日）中の撤収をお願いします。 

 

■車両の駐車場所について 

車両の駐車場所、駐車許可証につきましては、後日郵送致します。 

駐車許可証は再発行いたしませんので、紛失には十分に注意すると共に、イベント当

日は車両のフロントガラスの見える位置にご掲示願います。 

※限られた駐車スペースのため駐車証をコピーして使用することは厳禁です。発見し

た場合には 1万円頂きます。 

 

■飲料の提供について 

ノンアルコールビール・カクテル等の販売については「アサヒビール」。ソフトドリンクの

販売については、「コカ・コーラ」となりますのでそれ以外の販売は認めません。（予定） 

注文・納品方法などについては販売希望事業者に用紙を配布いたします。 

 

■スタッフ証について 



主催者側よりスタッフ証を発行いたします。（駐車許可証と共に郵送） 

出店の際は必ず、見える位置に着用願います。 

スタッフ証は、店舗ごとに、9 月 18 日（土）、9 月 19 日（日）の日にちごと、ブースごと

に発行されます。 

事前申請のスタッフに変更があった場合、名簿未提出の場合につきましては、9月 10

日（金）まで、アートシステムまでお知らせ願います。 

スタッフ証も再発行いたしませんので、紛失等に十分にご注意ください。 

 

■禁止事項・注意事項について 

・出店申込時の誓約書に偽りがあった場合、販売中止を命じます。 

・出店者は出店及び食品、販売行為に関連して発生した事故、苦情に対しての全て

の賠償責任を負っていただきます。 

・その他、主催者及び保健所等により指示があった場合は、指示に従って販売してい

ただきます。場合によっては、販売中止を命ずることがあります。 

 

■新型コロナウイルス感染症対策について 

・出店者スタッフ全員に「新型コロナウイルス感染症予防対策のための参加同意書」

をご記入・誓約頂きます。 

 

■清掃・ゴミ処理・衛生管理について 

・燃えるゴミと燃えないゴミを分別の上、回収用の大型ゴミ箱へ捨ててください。 

・廃油は各出店者にて持ち帰り処理をお願いします。 

・生ゴミや油などをゴミ置き場や排水溝に絶対に捨てないでください。 

・衛生面に最大限の努力をし、事故や苦情が発生しないように心掛けてください。 

 

■検食について（保健所指導） 

検食保管用の冷蔵車冷凍車を設置する予定です。 

各店舗は、日にちごとに提供食品を「店舗名」、「日付」を記載し、冷蔵庫に保管をお

願いします。 

 

■当日の警備体制について 

・会場入口で警備員が交通整理をします。 

・夜間は警備員が巡回する予定ですが、貴重品・食材・火気・什器備品等の管理徹底

をお願いします。 

・営業終了後、各自テントに横幕を張って頂きます。 

・営業終了後にテント内に食品を残さないようご注意ください。野生動物などが入り込



む可能性があります。 

 

■雨天時の対応について 

・雨天決行です。 

・警報レベルの豪雨でない限り開始しますが、極端な悪天候の際の出店の判断は各

店舗にお任せいたします。 

・各店の判断にて出店を中止された場合でも、出店料の返金はいたしませんので、ご

了承ください。 

 

■出店メニューについて 

・会場内に案内看板を設置するほか、フェス特設ページにて、配置図並びに出店社

名、メニューを掲載する予定です。 

 

■緊急時の対応について 

当日の会場担当者の電話番号 090-5845-9640 アートシステム関谷 



【ＦＡＸ番号】 018－865－4078（アートシステム行き） 

【メール】sekiya@art-as.co.jp 

秋田 CARAVAN MUSIC FES2021出 店 申 込 書 及 び 誓 約 書 

2021 年  月  日 

秋田 CARAVAN MUSIC FES2021 実行委員会 様 

           

（出店者）住所 

氏名                         ○印  

 

 私は、「秋田 CARAVAN MUSIC FES 2021」に出店したいので、私や現場

責任者及び関係者は次の事項を誓約・同意し、出店を申し込みます。 

 

1. 暴力団ではありませんし、暴力団・反社会的勢力に金品等を提供しません。 

2. 主催者やスタッフ、警察官等の指示に従い、一切異議を申し立てません。 

3. 本申込書の記載内容を警察等に提供することに同意します。 

4. 虚偽の記載があった場合は出店停止になっても一切異議を申し立てません。 

5. ブースに従事する従業員の名簿を提出致します。 

6. イベント準備日及び当日に名簿に記載のない者、身分の証明ができない者がブース内に

いた場合、出店停止になっても一切異議を申し立てません。 

7. 出店配置について主催者一任することに同意します。 

8. 主催者の感染症対策に同意し、指示に従って営業します。 

 

 

 

 

 

電話番号 
 

FAX 番号 
 

携帯番号  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

車両情報 車種          ナンバー 

希望コマ数 

 

110,000 円       コマ 

 

 

出店希望多数の場合は抽選となりますのでご了承ください。 

決定／落選通知は 8 月 18 日をめどにご連絡させていただきます。 

出店決定の皆様を対象に 8/26（木）13:30～現地説明会を開催します。 



販売予定品目 

（具体的に） 

販売価格 

※内容については大仙保

健所の規定を確認の上 

設定してください。 

申請品以外の販売はできません（出店決定後の変更は可能です） 

品目については、重複などにより調整する場合があります 

品目 販売価格 品目 販売価格 

 円  円 

 円  円 

 円  円 

 円  円 

 円  円 

出店代表者 

氏名  

住所  

生年月日  

現場責任者 

氏名  

住所  

携帯電話  

生年月日  

現場スタッフ 

 

① 氏名  

② 氏名  

③ 氏名  

④ 氏名  

⑤ 氏名  

その他要望等 

※発電機、ガスボンベを使用する際はこの欄に数量も含めてご記入ください。 

 ・出店者が多い場合は、抽選のうえ決定する場合もありますので、ご了承ください。 

 ・本書の提出、記載漏れがあった場合、出店のお申し込みをお受けできない場合があり

ますのでご了承ください。 

 ・この個人情報はイベントの円滑運営のために利用しそれ以外の目的には利用しません。 

 ・悪天候や不慮の災害等によりイベントが中止になった場合でも返金は致しません。 

 

【事務局使用欄 出店料計算表】 

 出店料（2 日間）              コマ × 110,000 円 ＝ 

 駐車場（両日とも 1 台まで） 

１４日  台、１５日  台 ×  2,000 円 ＝ 

                       合計＝          円 


