LeaLea presents LOVE HAWAII Collection 2017 出店概要

●
●
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●
●

開催日時：2017年 4月22日(土) 23日(日)
入場無料
開催会場：横浜港大さん橋 国際客船ターミナルホール LOVE HAWAII Collection会場
後援：横浜市、ハワイ州観光局（予定）
特別協賛：Lea Lea
応募締切：第１次締切り 2017年１月末日先着順 (規定数に達した時点にて締切とさせていただきます。)
最終締切り 2017年2月末日先着順 (規定数に達した時点にて締切とさせていただきます。)
出店定数

先着74ブース 飲食3～4ブース（ブース位置は事務局にて決定いたします）

出店者資格
出店期間、付属備品

申し込み本人が、満18歳以上の方で概要を理解し出店申込みを行った方、
ハワイ・海に関連する雑貨、アパレル等の販売に限ります。
１ブース…2日間

電気１口（1kw）、テーブル2台、イス2脚込み

プロモーション企業様ブース 内容によりご提案いたしますのでお問合せください。
販売ブース 3.0m（間口）×2.0m（奥行き）
角指定なし 120,000円（税別） 角指定あり 140,000円（税別）
出店ブースタイプ
（スペース、料金）
※全て税別の金額です

ワークショップ 3.0m（間口）×2.0m（奥行き）

50,000円（税別）

※販売をメインとする方はワークショップブースへの応募は出来ません。 ワークショップに関連するキット等の販売は一部可能

ワークショップ利用のための、テーブル3台、イス8脚までは準備可能です。
飲食店タイプ 3.0m（間口）×3.0m（奥行き）（4.5m×2m（奥行き）のブースもあり） 285,000円（税別）
※共同パントリーでの調理となります。ブース内での調理行為はできません。瓶ゴミは販売店で回収してください。
（電源4kw、保健所営業許可申請料、パントリー業者清掃費、飲食ゴミ処理費が含まれます。）

搬入・準備・搬出
過去入場者数

搬入＆準備 4月21日(金) 午後（予定） 搬出 23日(日)演目終了後19:00頃（予定）
2016年度実績 約32,000人

※荒天中止による返金はできませんので予めご了承ください。
出店場所の指定はできません。事務局にて決定いたします。
●会場は照明が薄暗いためブース内では各自で照明をご持参ください。
（電気1口（1kw）は各ブースに準備いたします。事前に電気使用機器のワット数を御確認ください）
●備品の追加・電源の追加は有料となります。
・追加用電源1.0kw 3500円（税込） ・机1台 3500円（税込） ・イス1脚 500円（税込）
・システムパネル、ショーケース、スポットライト等の備品をご希望の方は別途お問合せください。

出店申込み～受付完了、出店許可証送付」までの流れ

１. 申込用紙へ出店内容を記入
ご希望のブースタイプに○をつけて、申込用紙の必要箇所をご記入ください。

２. 申込用紙を事務局へFAXまたは郵送する

３.事務局からFAX受信確認の連絡（FAX返信）をいたします。
FAX送付後、1週間以内に事務局指定口座へのご出店料のご入金をお願いたします。
※

ご入金が確認されない場合、出店申込み完了となりませんのでご了承ください。
ご入金が遅れる場合は事務局にご連絡ください。
事務局よりご入金の確認連絡をさせていただく場合がございます。

ご入金確認後に出店のお申し込みを完了とさせていただきます。

４. お振込確認が出来た順に事務局にてブース位置を決定させて頂きます。

５. 4月上旬頃に出店許可証兼誓約書・搬入出の詳細を郵送させて頂きます。
（出店許可証兼誓約書はサイン後当日必ずご持参ください。）
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LOVE HAWAII Collection

出店応募概要

ご出店に関するルール・注意事項

①ブースの高さ制限について（ブースの高さ制限が厳しくなっていますので必ずご確認ください。）
消防法に基づき、ブースの高さ制限が2,300mm以下となりました。
また、屋根のついたブースの設置は出来ませんのでご注意ください。
②ブースの利用はお申込みいただいたご出店者様のみに限らせていただきます。
ブースの又貸し、お申込み書類に記載のない商品の販売は、出来ません。また、事務局にてイベントでの
販売に不適切と判断した場合には販売・出店を中止して頂く場合がございますので予めご了承ください。
③発電機の持ち込み及び使用はできません。会場内に絶対に持ち込まないでください。
④会場オープン時間
一般来場者の会場オープンは両日ともに、9:30となっております。
各店舗様とも時間までにご準備をお願いいたします。
イベント当日の出店者様向け入り口のオープンは9：00となりますので、前日の搬入日に出店の準備を
お願いいたします。
⑤入場制限について
会場内が想定以上の混雑をした場合に、事務局の判断により一時入場規制を行う可能性があります。
予めご了承の程よろしくお願いいたします。
⑥ブース間通路について
地震に備え、関係各省庁より通路幅を多くとるように指示がきております。
本イベントにおきましても、消防規定に準じて通路を確保しております。
ブーススペース外への展示物及び販売物の設置は非難導線の妨げとなりますので絶対におこなわない
ようお願いいたします。 ※出店スペース以外への空き箱や物を置く行為は禁止です！
⑦拾得物・遺失物について
拾得物及び遺失物につきましては、全て受付にて一元管理をさせていただきます。
ブース付近で落とし物を見つけた方、会場内でモノを落とされた方はお手数ですが、受付までお申し
付けください。
⑧迷子の対応について
迷子の対応につきましては下記のフローに従って対応ください。
１）迷子を見つけた場合
本人から“名前・誰ときたか？”を聞いた上で周囲を検索
保護者が見つからない場合は、受付にて保護 場内放送にて迷子のお知らせ。
２）お子さんを探されているご家族がいる場合全て受付をご案内ください。
⑨地震等の災害が起きた場合
地震が起きたら直ぐガラス等から離れ、身を守れる場所で揺れが収まるまで待機してください。
非難指示につきましては、誘導スタッフより行います。スタッフの指示に従って非難してください。
出店者様におかれましては、一般来場者の誘導へご協力をお願いする場合があります。その際はご協力の
程よろしくお願いいたします。
また揺れが収まるまでは絶対に会場外に出ないようお願いいたします。
⑩飲食ブースの出店者の方へ
調理行為については、事前に決められたルールに則って行っていただきますようお願いいたします。
⑪ゴミについて
ブースで発生しましたゴミについては、原則的に出店者様にてお持ち帰りいただきますようお願いた
します。
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出店応募概要

出店・搬入日の流れ
搬入＆ 準備 4月21日(金)の開始時間はブースタイプによって異なりますので後日（4月上旬頃）
発送いたします出店受付証と、搬入出に関する書類をご確認ください。
現地受付（LOVE HAWAII Collection事務局）にて出店許可証兼誓約書（サインしたもの）を提出して、出
店場所を確認してください。
駐車場をご利用の方は別途、駐車料金を自己負担でお支払いください。
※出店ブースの場所は事務局で決めさせていただきますので、出店場所の指定は出来ません。
※搬入出時のみ車輌を近くの駐車場に入れる場合は、必ず受付係員へお申し付けください。

イベント当日の入場・搬入・搬出について
出店者入場時間 4月22日（土） 9:00 4月23日（日） 9:00
受付は大さん橋国際客船ターミナル駐車場にて駐車をし、現地事務局（受付）にて受付後、荷降ろし＆搬入作業を
おこなってください。
※駐車場からの荷物搬入は台車（各自でご持参ください）などでお願いいたします。
※最終搬出について、ステージでの演目がすべて終了後に可能となります。
※当日の事務局のアナウンスにしたがってください。アナウンスがあるまでは台車を利用したブース外での撤去作
業は一切できません。

完全撤退時間は21:00となります。
ルール＆マナー

ルール & マナーを守り、誰もが楽しめるイベントに!!
●会場は照明が薄暗いためブース内では各自で照明をご持参ください。
（電気1口（1kw）はついています。）
●時間外の搬出入はご遠慮ください。
●搬入出時に使用する台車等の資材はございませんので、必要な方は各自でご準備ください。
●主催者の指定するブース内で出店してください。
エリアをはみ出しての陳列及び販売行為はお止めください。
●出店ブース内及び周辺でのライブやラジカセなどを使用した音出しはご遠慮ください。
●販売商品について、お客様から苦情等の問題が生じた場合、誠実に対処し当事者同士で解決してください。
●出店及び販売に伴って出たゴミは必ずお持ち帰りください。
●駐車場を含む場内での事故・盗難について主催者は一切の責を負いません｡
●主催者の指示に従い、本概要及びルールを厳守してください。また、ルールから逸脱した行為を発見した
場合は退去していただきます。

お問い合わせ・申込み先
LOVE HAWAII Collection事務局 担当 : 鬼柳 ＴＥＬ：03-6712-7355
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-11-8渋谷パークプラザ B1F

FAX:03-6712-7356
※電話番号・FAX番号が新しく変更となりましたのでご注意ください。
［メールでのお問い合わせ］contact@Leiland.jp ［ホームページ］http://hawaii.jp/
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LOVE HAWAII Collection 出店申込用紙
LOVE HAWAII Collection出店概要を理解し、
下記の通り出店を申し込み致します。

201 年

月

日

フリガナ

出店名
または

会社名
フリガナ

印

代表者氏名
〒
住

所

TEL
FAX
当日連絡可能なTEL(携帯)

E-MAIL

@

WEB

※PC (パソコン)のメールアドレスをご記入下さい。

http://www.

※ホームページのURLをご記入下さい。

ブース

希望ブース数

・ 販売ブース 角指定あり 140,000円
（税別）／ 151,200円
（税込）
■希望ブースタイプ
（希望するタイプに
○を付けて下さい）

・ 販売ブース 角指定なし 120,000円
（税別）
／ 129,600円
（税込）
・ ワークショップ

50,000円
（税別） ／ 54,000円
（税込）

・ 飲食ブース

285,000円
（税別）／ 307,800円
（税込）

販売内容

(カテゴリー )

ブース 紹 介
商品 紹 介
※ブースの紹介文、
商品の紹介を具体的にご記入下さい。

備

考

レンタル備品希望の場合は
こちらに記載して下さい。

お振込み先
レンタル備品希望の場合は
出店料金との合計金額を
お振込みください。

※特記事項がございましたら、
ご記入ください。

口座番号 りそな銀行 中目黒支店 普通 1314194
有限会社 レイランド・グロウ
※事務局にて指定口座への入金が確認されて正式に申込みが確定致します。
※お振込み手数料はご出店者様にてご負担をお願いいたします。

ＦＡＸ送付先：03-6712-7356
※申込用紙送付後、
1週間以内にご出店料金を上記事務局指定口座にお振込みください。
お申込み後、出店受付完了のFAXをさせていただきます。数日経っても返信FAXがない場合は事務局へお問い
合わせください。
（事務局TEL:03-6712-4355,FAX:03-6712-7356）

