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【飲食出店者 募集要項】
（テント出店及びキッチンカー出店）

注意事項をよくご覧頂き、2022年7月15日(金)12:00までにお申込みください。

【飲食出店者 申込期間】

2022年7月4日(月)～7月15日(金)　12:00まで

【選考結果の発表】

2022年7月22日(金)まで
※エントリーされた方の中から出店者を選考し、出店をご依頼させて頂く方へのみ事務局よりご連絡致します。

※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問い合わせには一切お答え致しませんので、ご了承ください。



■公演名 WILD BUNCH FEST. 2022( ワイルド・バンチ・フェス・ニセンニジュウニ)

https://www.wildbunchfest.jp/

■開催日時 2022年9月17日(土)　9:45開場/11:15開演/20:00終演

2022年9月18日(日)　9:45開場/11:15開演/20:00終演

2022年9月19日(月・祝)　9:45開場/11:15開演/20:00終演

※動員予定数　各日30,000人

※雨天決行（荒天の場合は中止）、中止や延期による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・企画・制作・運営 YUMEBANCHI

■後援

■協賛 ポカリスエット

■特別協力 JTB

■出店日 2022年9月17日(土)～19日(月・祝) ※3日間とも営業可能な方

■搬入/設営 2022年9月16日(金)の13:00～(予定)

※消防や保健所の査察がある為、搬入/設営日に来ることができない方は出店できません

■店舗数 ①　一般飲食プロ出店(間口7.2m×奥行3.6mテント)：15～20店舗程度

②　キッチンカー出店(約7m×約5m程度のスペース貸)：5～10台程度

③　地元出店(間口3.6m×奥行3.6mテント)：5店舗程度

④　協賛出店、オフィシャル出店etc.

■飲料の販売
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【イベント概要】
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■WEB

【出店概要】

　　※プロ出店(テント)については昨年出店予定だった方々を優先し、残りの出店枠を追加募集します

※飲料協賛社が決まり次第、持込や販売可能商品の制限に関しては別途お知らせします

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 / 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 / テレビ山口 / エフエム山口

/ 中国放送 / 広島エフエム放送 / RKB 毎日放送 / FM FUKUOKA / エフエム岡山 / エフ

エム山陰



■臨時営業

■確認

PL保険(賠償額設定1億円以上)に加入していることが必要です。

飲料のみの販売やかき氷のみを販売する店舗は募集しておりません。

■設備

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

※その他、営業に必要な機材や什器等は全て出店者の準備となります。

※基本のインフラを超える追加の設備に関しては、別途費用が掛かります。
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テント

¥500,000(税別)+その他費用 ¥300,000(税別)+その他費用

間口約7.2m×3.6m

1.5kwまでの2口コンセント2回路

有り

6台(1800×450×700)

12枚　/　3台まで

無し

出店料

キャッシュレス決済

飛沫防止設備

テーブル

1.5kwまでの2口コンセント1回路

無し

3台(1800×450×700)

※選考通過後の出店者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。
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一般飲食プロ出店 キッチンカー出店

看板フレーム

電気

テントでの営業は管轄する山口健康福祉センターの臨時食品営業届の範囲内で提供可能

な食品、調理方法での展開となります。提供可能な食品に関しては次項でご説明致しま

す。キッチンカーでの出店に関しては、各出店者で営業許可の申請を行って頂きます。

（山口市内一円の自動車営業許可）

会場使用料、主催者が準備する設備費用、販売手数料として出店料が掛かります。詳細

に関しては選考を通過された方にご案内致します。

事務局が作成し運用する出店者マニュアルを遵守し、決められたルールの中で営業でき

る方を募集します。

申込者と実際に出店される方が異なる形での応募や出店はできません。

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。

アルコールの販売の可否に関しては、現状未定です。飲料の販売は可能ですが、協賛社

の関係上、販売できる商品が制限される場合や指定の業者からの仕入となる場合があり

ます。

8枚　/　2台まで

会場ルールに従い分別後現地で廃棄可能

未定

未定

給排水 出店者共用のシンク設置(給排水、手洗い設備）

スタッフパス/車両証

保健所申請

消防申請 事務局一括申請

事務局一括申請 各出店者による申請

ゴミ処理



※テント営業での基本（大前提です！）

※WILD BUNCH FEST. 2022では販売ができないもの

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）

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。

※【テント出店】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. 2022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

すので、予めご了承ください。

・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

【確認事項】※エントリー前に必ずご確認ください！
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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

テント出店での調理販売においては、「直前加熱」が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

・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

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

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。



・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

※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。

・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。

・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

・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

・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

・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

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）
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■応募方法 https://forms.gle/ewSjqcQkWUMHeFjK6
・上記の飲食出店エントリーフォームに必要事項を入力し送信してください。

※先着順ではありません。

・申込内容に不備があった場合、正常に審査できない場合があります。

■2019風景

■選考に関して

【応募方法など】
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WILD BUNCH FEST. には全国からとてもレベルの高い出店者さんが集まって来ます。

とても多くのお客様のおもてなしをするホスピタリティの高い飲食エリアを目指してい

ますので、メニューの内容、過去の出店経験を元に選考させて頂きます。

新型コロナウイルスの影響で制約の多い中での出店となります。

予めご了承の上でエントリーをお願い致します。

https://forms.gle/ewSjqcQkWUMHeFjK6

