夢番地がプロデュースする新しい野外フェス WILD BUNCH FEST. 2019 ( ワイルド・バンチ・フェス・ニセンジュウキュウ)

山口きらら博記念公園にて2019年8月23日(金)・24日(土)・25日(日)の3日間開催！

【一般飲食出店エントリー概要】
※テント出店

※キッチンカー出店

※コンテナ出店

【飲食(調理)出店者

※協賛出店除く

申込期間】

2019年4月26日(金) ～ 5月20日(月)エントリー締切
（※2019年5月20日中に、出店管理事務局までエントリーシートを郵送、またはWEBエントリー申込）

【選考結果の発表（ご連絡）】
2019年5月27日(月)まで
※エントリーされた方の中から出店者を選考し、ご出店を依頼させて頂く方へのみご連絡致します。
なお、落選された方への連絡や通知は致しません。予めご了承の上、エントリーしてください。
※選考過程や選考結果に関するお問い合わせには一切お答えできません。予めご了承ください。

<安心・安全でお客様の満足度を追求するフードエリアを目指して！>
フードエリアでの事故やトラブルは、当事者店舗の責任だけでは収まらずイベント全体や主催者様に迷惑がかかる可能性が非常に高いです。その
為出店される店舗様に関しては、事故が起こらないように事務局が作成し運用する飲食出店者マニュアルに基づく運営ルールを遵守して頂きま
す。厳しい管理下での営業となりますので、その点ご理解頂いた上でのご出店、営業となります。
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参考資料

※提供可能メニューに関しての重要事項（管轄保健所からの指導まとめ）
※WILD BUNCH FEST. 2019に飲食出店応募される皆様へ
管轄の山口健康福祉センターへの臨時食品営業届は、出店管理事務局が一括して行います。テント出店の方が個別に申請を行うことはできません。
すでに山口市内一円の営業許可をお持ちであっても、臨時食品営業届でできる範囲での展開となります。
なお一部の出店者に有利不利が起こらないように、保健所で提供可能と判断されたものであっても事務局の判断で提供不可とさせて頂く
場合があります。最終的なメニュー内容や調理工程の確認は出店管理事務局が行います、予めご了承ください。

※テント営業での基本（大前提です！）
・提供直前に加熱すること（加熱できるもの）
・生野菜、生フルーツの使用厳禁
・現場での包丁やまな板の使用厳禁（1次加工に当たるテント内での仕込みは厳禁）
・加熱後に冷やす工程のあるもの（冷麺等）は一切禁止

※注意点
保健所の指導により販売できない品目や調理工程があり、当会場ルールによって通常では提供可能な品目であっても提供できない場合があります。
かき氷のトッピングは一切できません。市販の素氷に市販のシロップをかけるのみの展開となります。売価も統一となります。
台湾かき氷のような氷自体に味の付いている氷や、削りいちごのような冷凍フルーツを削って販売することはできません。

※WILD BUNCH FEST. 2019では販売ができないもの
全国共通でテント（露店テント営業）での調理販売においては、「直前加熱」できるものということが大前提です。
加熱後に冷やすなどの調理工程を行うことはできません。（ex.冷やしうどん、冷やし担々麺、つけ麺、冷麺など）
※但し、冷蔵/冷凍設備を備えた店舗に関しては、かき氷の提供は可能です。

※以下、提供するに当たって注意が必要な品目です

〇漬物類（福神漬け、紅生姜、キムチ、しば漬けなど）（市販品のトッピング、加熱ともにOKです）
・但し、加熱しない場合はトッピング程度の少量の使用とし、漬物の占める割合が多くなり過ぎないように注意が必要です

〇温泉玉子（現場での仕込みは禁止、業者から仕入れたものを使用）
・要冷蔵（温度管理を徹底の上）で、出店者が割って提供可、お客様に割ってもらっても可となります
・割ったらすぐに提供すること
〇かき氷（使用できる氷は、業者から仕入れた素氷のみ。味付きの台湾かき氷などは使用禁止です）
・トッピングは全面的にNGとなります（生フルーツ/冷凍の果実/缶詰の果物など全て使用できません）
・市販のシロップをかけるのみの展開となります。売価も400円で統一。（例えば、大盛り500円、ダブルシロップで600円などは可能）
・練乳に関しては、店舗側でかけるオペレーションでOKです
・エスプーマ（亜酸化窒素を使い、あらゆる食材をムースのような泡状にすること）使用禁止です

参考資料
〇スムージーなど、現場でミキサーやジューサー等で撹拌して製造するものは全て禁止
・既製品のスムージーを手を加えずに渡すだけであればOK
・カップに氷とジュースを入れ、お客様に混合させてフローズンにするものであれば可能ですが、現実には提供不可となります
・フローズンは、毎年申請と異なるモノ、調理方法を行う方がいますので既製品を販売する以外は全て禁止とします
〇薬味ねぎ（カット野菜を仕入れた上で、極少量の使用であれば使用可能）
・現場での包丁やまな板を使った処理（カットする機材含む）は、一切できません
・その他の野菜に関しては、すべて加熱して提供すること
〇ホットドッグ、タコス、ケバブ、バーガーなど具材を挟み込むもの
・それぞれの食材を加熱するのはもちろんのこと、完成形として提供直前に加熱してください
・ケバブ、ピタパンに肉を挟むのみのスタイルであれば提供可能。キャベツなど生野菜の使用は一切できません
・ホットドッグ、パンにウインナーを挟む程度の簡易なものであれば提供可能。キャベツなど生野菜の使用は一切できません
・パンはカット済みのものを使用し、現地で切らないようにしてください。
・バーガーについては、調理工程が複雑になる場合が多いため、WILD BUNCH FEST. の会場では提供不可とします。
〇その他
・のびーるアイスは、コーンにディッシュアップしての提供可能です
・カップにアクエリアス+氷+梅干のドリンクの提供は可能です。梅干は市販のものを使用すること
・タコライスのミックスチーズはプロセスチーズを使用すること。ナチュラルチーズは使用不可。生野菜の使用は厳禁です
・明太子、じゃこの使用は禁止です（冷凍の明太子を自然解凍して使用することはできません）
・冷凍しらすの自然解凍のみの使用は禁止。必ず提供直前に加熱処理（釜揚げするまたは茹でる）が必要です
・大根おろしは加熱できないのであれば使用禁止。おろしポン酢は既製品のものであれば使用可能です
・アイスの実チューハイ、市販のアイスクリーム・氷菓を既成の飲料に加えるだけであれば提供可能です
・冷凍フルーツ入り飲料（サワーなど）、提供できません。冷凍果実の使用はかき氷、飲料含め全て禁止です
・米飯は、販売可能。但し60℃以上での温蔵が必要です（現地での炊飯可能。保温ジャー必須）
・冷凍いちごや果実を単に冷凍した食品をカップに入れ替えるものは提供できません
・冷凍パイン、既成品を冷凍保存し注文が入った場合に取り出して提供する形は可能で、氷の上に並べて販売する形はできません
・きゅうりの一本漬け、既成品及び許可のある施設での仕込み如何に関わらず提供不可とします
・チーズを使用するメニューについては、いずれのものも最終加熱が必要です
・明太マヨは、市販のマヨネーズソースを使用することが必要で、マヨネーズと明太子を別々に混ぜて作ることはできません
・肉巻きおにぎりは、既成品を加熱するのみの提供であれば販売可能です
・まぜそばは、全ての具材を加熱することができるのであれば提供可能です。生野菜の使用はできません
・自家製〇〇〇は、野外のテント販売においては衛生管理や温度管理ができない為、使用しないでください（ex.自家製タルタルソース）
・スムージー、フローズンは既製品のみ販売可能です

※手を加えることは一切できません

・お弁当（作り置きするもの）やおにぎりは、製造者ラベルがあっても真夏の野外では衛生管理ができない為、販売できません
・ローストビーフは、既製品であっても直前加熱が必要です

※給水タンクの水は毎朝入れ替え、営業終了後は洗浄するようにすること。

※上記は、一部の例です。調理方法が複雑な（複雑と判断される）商品は提供できません。
※申請時と異なる調理を行うと出店停止となりますので、くれぐれもご注意ください。

夢番地がプロデュースする新しい野外フェス WILD BUNCH FEST. 2019 ( ワイルド・バンチ・フェス・ニセンジュウキュウ)

山口きらら博記念公園にて2019年8月23日(金)・24日(土)・25日(日)の3日間開催！

【イベント概要】
■

公演名

■

オフィシャルHP

■

開催日時

WILD BUNCH FEST. 2019（ワイルド・バンチ・フェス・ニセンジュウキュウ）

http://www.wildbunchfest.jp/

2019年8月23日(金)

動員予定:25,000

10:30開場/12:00開演/20:30終演予定

2019年8月24日(土)

動員予定:35,000

9:30開場/11:00開演/20:30終演予定

2019年8月25日(日)

動員予定:35,000

9:30開場/11:00開演/20:30終演予定

（キャンプサイト利用者向けの夜間、早朝の飲食店営業有り）
※雨天決行（荒天の場合は中止）、中止の際の補償は一切ありません。

■

会場

山口きらら博記念公園（住所：山口県山口市阿知須509-50）

■

主催

テレビ山口/中国放送/RKB毎日放送/エフエム山口/広島エフエム放送/YUMEBANCHI

■

企画・制作・運営

■

協賛

YUMEBANCHI

ポカリスエット/ハイネケン・キリン株式会社/Red Bull Japan/三和酒類株式会社/エステー

山口県/宇部市/防府市/山口市/山口県観光連盟/宇部観光コンベンション協会/

■

後援

防府観光コンベンション協会/ 山口観光コンベンション協会/エフエム岡山/エフエム山陰/
FM FUKUOKA/cross fm/FM802/スペースシャワーTV/MUSIC ON! TV

株式会社スタッフプラス

■

飲食出店管理
（出店管理事務局）

担当：白阪(しらさか)

〒547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺3-20-5 G号
TEL: 06-6776-2812

/ FAX: 06-6776-2813

E-mail: shirasaka@staff-plus.co.jp

WILD BUNCH FEST. 2019 (飲食)出店管理事務局

/ URL: http://www.staff-plus.co.jp
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夢番地がプロデュースする新しい野外フェス WILD BUNCH FEST. 2019 ( ワイルド・バンチ・フェス・ニセンジュウキュウ)

山口きらら博記念公園にて2019年8月23日(金)・24日(土)・25日(日)の3日間開催！

【出店募集概要】
■

出店概要

・営業は管轄の山口健康福祉センターの臨時食品営業届でできる範囲での展開となります。
・販売できるものがかなり制限されています。詳しくは【お申込みに際しての重要事項】を
ご確認ください。
・基本は主催者用意のテント出店となりますが、キッチンカーでの出店も可能です。
・キッチンカー出店の場合は、出店者各自で山口市内一円の自動車営業許可を取得して頂く
必要があります。
・申込者と実際に出店される方が異なる形での応募/出店はできません。
・事前に申請された飲食物のみの販売となり、物販やビラ配り、試食、サンプル配布等はで
きません。
・2019年8月23日（金）～8月25日（日）の3日間全てに出店、営業できる方に限ります。ま
た準備・搬入は必ず8月22日（木）に行って頂きます。
・飲料の販売は可能ですが、協賛社の関係上、指定のメーカー/指定の商品/指定の売価/指定
の仕入先となる場合があります。

■

出店料/設備
出店料

テント出店

60万円（税別、3日間）+α

キッチンカー出店

40万円（税別、3日間）+α

コンテナ出店

30万円（税別、3日間）+α

※+αは、追加の備品/追加設備/保健所、消防申請手数料など）

テント

2K×4Kテント（奥行約3.6m×間口約7.2m）

看板フレーム

看板設置用の単管フレーム一式

テーブル

6台

電気

1,500wまでの2口コンセント2回路（計3,000wまで）

給排水

共用設備として上水（飲用可）有

ゴミ処理

会場の分別ルールに従い現地で廃棄可能

消防への届出

事務局一括申請

保健所への届出

事務局一括申請

※キッチンカーは各自申請

・選考通過後の出店者の都合による出店キャンセルについては、出店料と同額のキャンセル
料が発生します。（本申込前であればキャンセル料は発生しません）
・選考通過後であっても、期日までに入金がない場合や資料の提出が滞る場合など事務局運
営に支障を来すと判断した場合、出店を取り消す可能性があります。
・その他の営業に必要な機材や什器、食材、販売スタッフ等は全て出店者の準備となり、上
記の基本設備を超える追加の備品や設備の発注に関しては、別途追加の費用が発生します。

WILD BUNCH FEST. 2019 (飲食)出店管理事務局
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夢番地がプロデュースする新しい野外フェス WILD BUNCH FEST. 2019 ( ワイルド・バンチ・フェス・ニセンジュウキュウ)

山口きらら博記念公園にて2019年8月23日(金)・24日(土)・25日(日)の3日間開催！

【選考に関して】
■

前提

・前項の保健所の指導を遵守した上での飲食調理出店となります。
・一部の出店者に有利不利が起こらないように、保健所で提供可能と判断された内容であっ
ても、事務局判断で提供不可となる場合があります。

■

選考ポイント

①誰もが販売している、こだわりの無い商品は望んでいません
（重要度

★★）

⇒ラインナップ的に入れたい商品の構成であるかどうか
⇒同じような商品ばかり要りません

②イベント出店時の店舗構え、装飾、看板の設置の仕方はどうか
（重要度

★★★）

⇒物干し竿のような折れやすい材質のものでフレームを作っていないか
⇒店舗スタッフの衣装は統一されているか
⇒結束バンド（インシュロック）の残り部分を綺麗に切っているか
⇒のぼりに頼った看板になっていないか、斜めになっていないか
⇒他の出店者を含め、ワイルドバンチフェスの会場の雰囲気に合うかどうか

※ご提出頂く出店風景で判断します！
③過去の出店実績
（重要度

★）

⇒規模の大きなイベントに出店してきた実績が重要ではなく、イベントによって集まる出店
者の良し悪しを客観的に判断しています。

④ワイルドバンチフェスの会場ルールに適応できそうかどうか、高稼働に
対応できそうなオペレーション・体制であるかどうか
（重要度

★★）

⇒エントリーシートの書き方や出店風景をもとに選考します。
⇒事務局は結構細かいです。
⇒過去の傾向から高稼働が予想されますが、対応できそうな感じであるかを頂いた資料を見
て判断しています。

WILD BUNCH FEST. 2019 (飲食)出店管理事務局
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夢番地がプロデュースする新しい野外フェス WILD BUNCH FEST. 2019 ( ワイルド・バンチ・フェス・ニセンジュウキュウ)

山口きらら博記念公園にて2019年8月23日(金)・24日(土)・25日(日)の3日間開催！

【看板の設置に関して】①
・看板の設置や装飾に関しては、以下の図を参考にルールに従って行ってください。

※〇〇〇〇は店名ではなく、メインの商品名（1点）
例えば、霜降りステーキ丼/和風だしの醤油からあげetc.
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※幕や看板、プラ段、ラティスなどで足元を隠してください

※幕や看板、プラ段、ラティスなどで足元を隠してください

（床面のブルーシート等が見えないように！）

（床面のブルーシート等が見えないように！）

2K×4Kテント（奥行約3,600×間口約7,200）
・あらかじめブースには看板幕設置用の単管フレームが用意されています。高さの上限は地上から約3.5mです。
・3.5mを超える上部への装飾はできません。のぼりの設置は基本禁止とします。設置する場合はフレームの中または隣の店舗の邪魔にならない場合のみ可能です。（風
向きによって隣の店舗に被る、前面に突き出すような設置の仕方をするetc.すべて厳禁です）
・ブース外にはみ出しての装飾は禁止です。（前方、空中含む）販売方向は前面の一方向のみです。角に入った店舗が横向きに販売することはできません。
・看板設置用の脚立を各自でご用意ください。高所作業の際にはヘルメットの着用が必須です。
・幕を製作される場合は、1,200×3,600より少し小さ目に作ってください。(必ずしも1,200×3,600サイズのスペースがある訳ではありません)

WILD BUNCH FEST. 2019 【飲食】出店管理事務局
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WILD BUNCH FEST. 2019 出店管理事務局（飲食調理出店）/YUMEBANCHI

夢番地がプロデュースする新しい野外フェス WILD BUNCH FEST. 2019 ( ワイルド・バンチ・フェス・ニセンジュウキュウ)

山口きらら博記念公園にて2019年8月23日(金)・24日(土)・25日(日)の3日間開催！

【看板の設置に関して】②装飾物
■

看板設置詳細

・強風による倒壊・転倒防止の為、出店者の【のぼり】の設置は禁止とします。
・今年より最上部に、そのお店のメインの商品名を1点掲げることになりました。
前項の〇〇〇〇〇は店名ではなく、商品名が入ります。（統一の仕様で主催者が施工します）
・ブースをはみ出しての装飾は一切できません。（どぶづけやライト、A看含む）
・販売方向は前面の1方向のみです。角に入った店舗が横向きに販売することはできません。
・看板枠の設置は、景観の統一が目的です。フレーム内を隙間なく装飾に使用してください。
・看板設置の際には脚立が必要です。各出店者でご準備ください。

■

過去出店風景
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【エントリーシート】WILD BUNCH FEST. 2019
＜基本情報記入＞全ての事項を漏れなくご記入ください。
希望エリア

※申込期限：2019年5月20日

事務局一任となり、出店場所の選択はできません。

管轄保健所の営業許可

事務局一括申請
8/23（金）21:00～24:00、8/24（土）7:00～9:00

できる

できない

8/24（土）21:00～24:00、8/25（日）7:00～9:00

できる

できない

深夜早朝営業
ふりがな
屋号（お店の名前）

会社名（個人の場合は未記入）

ふりがな
〒

会社住所

－

会社電話番号

会社FAX番号

ふりがな
代表者氏名

代表者携帯番号

ふりがな
店舗責任者携帯番号

店舗責任者（現場責任者）氏名

@

E-mailアドレス（携帯メール不可）

食品衛生責任者証

有

無

検便の検査結果（実施3ヵ月以内）

有

無

PL保険（生産物賠償責任保険）

加入済

未加入

施設賠償保険

加入済

未加入

＜販売内容記入＞※選考通過後に著しく販売内容を変更することはできません。著しく変更された場合、出店を取り消す場合があります。
フードメニュー名

予定売価

フードメニュー名

予定売価

※フードメニューのみ（ドリンクの販売は指定商品に限られますので、下記に記入しないでください）
\

\

↑看板上部の名称（〇〇〇〇〇）になります。

ドリンクの販売

\

\

\

\

\

\

\

ペットボトル飲料のみ

アルコールのみ

両方しない

＜販売実績記入＞
イベント名

日時

イベント名

日時

年

月

年

月

年

月

年

月

年

月

年

月

＜出店に関する意気込み等＞

【送り先住所】〒547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺3-20-5 G号
【申込期限】

WILD BUNCH FEST. 2019出店管理事務局宛

2019年5月20日（月）必着

【提出必要資料】ご提出頂いた資料は返却できません。また個人情報は選考に関わる範囲内のみで使用致します。
①エントリーシート（本用紙）②出店時の販売風景の写真1点（カラー）③ご自慢の商品画像1点（カラー）④代表者（また
は店舗運営責任者）の免許証等の身分証明書のコピー
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