
ローズマ リー公園 フリーマーケッ ト開催要項

1. 日  日寺 令不日44■ 9月 1 8日  (日 )

時 間  10:00～ 15:00ま で

2.場 所  ローズマ リー公園 (はなまる ||∫ 場 とシェイクスヒア・カントリーハーク特設会場 )

3.区画数  10区 画 (予定) ※ 1区画 (2.Om× 2.Om程 度)こ ちらの指定です

4.出店料  1区画当た り 500円 (当 日持参)cなお、当 [1-度 支払われた出店料は返金

いた しません。

5.出店資格

(1)リ サイクルロ的の一般家庭不用品及び手作 りの 11芸 I早 l・ 園芸品であること。

(2)出 展者は開催「|において、満 18歳以上であること。 (但 し、保護者の同伴の場合可 )

(3)販売を業 としていないこと。 (営利 |1的 のHl店 は認めません )

(4)主催者が不適当と判断する場合は出サ1liを認めません。

6.出店条件

(1)1区画あた り間「1約 2m、 奥行約 2mと します c

(2)拡声器、放送器の使用やチラシ配布等の宣伝行為は禁止 します。

(3)他の出店者の迷惑や運営上支障 となる行為を禁 止します c

(4)人身、物損、盗難等の事故に関 しては、出店者 または当事者間の責任 とし、 主:催者は

^切の保障を しませんので、ご了承 くださいc

(5)そ の他、主催者の指 /JNに 従 うことc指示に従わないときは出店を中 111し ます中

(6)電源使用不 可・火気厳禁

7.出品不可商品例

(1)飲食品類 (た ばこ、酒類を含む )、 薬品類

(2)生き物 (動物、昆虫類等 )

(3)違法コピー商品 (偽ブラン ド品等 )

(4)金券類 (切 手、図書券、商品券類 )

(5)危険物 (イ f油 類、ガス類、模造刀、モデルガン、ナイフ、包丁等 )

(6)法律 上販売できないものや教育上好ましくない もの

(7)そ の他、主催者が不適当と判断する ()の (く じ等、高価な {)の 、故障品、盗品等 )

8 そのイ也注意事二頁

(1)搬人時間は午前 9時 00分から午前 9時 30分 まで.

(受付は 8時 40分か ら午前 10時 まで )

(2)販売時間は午前 10時か ら午後 2時まで (受付後は販売開始口∫)。

(3)午前 9時 40分 から午後 2時 15分までは会場敷地内車両乗入禁 lLと します。

(途 中退去の場合 も車両乗人れは禁止)。

(4)当 日雨人の場合は中止とします。ウイルス感染症拡大及び出店者が集まらない場合等 も

中止になる日∫能′性があ ります

(5)無断キャンセルは、次回から出店禁止とします。 (当 1111j天の場合を除 く)

(6)ごみは出店者が持ち帰ること。



9,申 込み

(1)所定申込書に必要事項を記入 し郵送または FAXか窓ロヘ持参すること。

(2)はがき、電話での申し込みはできません。

(3)締切日は9月 14日 (水)(必着)。

(4)締切 り後は、定員に満たない場合でも出店申込みはできません。また、キャンセル待

ち、飛入 り参加もできません。先着順とさせていただきます。

(5)希望者多数の場合は選考のうえ、出店の可否 (可 の場合は詳細)を後 日連絡 します。

10.中込み、問合せ先

〒299‐ 2521 南房総市白子 1501 道の駅 ローズマ リー公園

電言舌:0470-46‐ 2882   Fax:0470‐ 46‐ 2903

メール l infOrosemary‐ park.jp



出店者の皆様へ (注意事項 )

本イベン トは、フリーマーケット参加者や来訪者を通した、地域住民との交流、及び低年齢

者に事業体験の場を提供すること、リサイクルによる地球資源の節約、並びに環境美化の啓発

を目的としたものであります。

出店者におかれましては、下記の事項を厳に守 り、出店者及び来場者が楽しく 1日 を過ごせ

るようご協力をお願いいたします。

(出店全般について)

計画書の内容通 りに出店を行ってください。 (大幅な変更のあるときは事前に主催者 と協議

して下さい。)

出店場所を確認 し指定された場所にて出店 してください。

出店は 「手持ち出店Jと します。駐車場所は主催者側の指示に従つて下さい。

搬入につきましては、午前 9時 30分までは車で搬入できます。

風が強いことがございますので対応お願いします。

シー ト・座布団などの敷物は、各自でご用意ください。

(当 日の開催案内について)

雨天は中止となりますが、天候が微妙な場合は開催当日8:30よ リローズマリー公園 (■L

0470‐ 46‐ 2882)に て開催案内をいたしますので、お問い合せ Fさ い。

(当 日の受付について)

午前 8時 40分～午前 9時 30分 まで受付を終了して下さい。

出店者証提示及び出店料の納付をお願いします。

(会場での禁止事項 )

社会通念上並びに公序良俗に反するもの、薬品類、揮発油等危険物、コピー商品、ポルノ 。

アダル ト商品、食中毒等の危険を伴 う食品類、火気や水を扱 う商品の販売。

大音量で音楽を流 したり、他の出店者や購買者に対する迷惑行為

強引な客引き、暴言等、上記制約事項に違反 した出店者は即刻退場となります。

又、その判断と退場命令を発する権限を主催者は有 します。

(出店場所での清掃義務)

出店場所及びその周辺は、ご自身が出したかどうかにかかわらず積極的に清掃 し、美化に努

めてください。また清掃 したゴミは必ず持ち帰つてください。ゴミや売れ残 り肝1を 会場に放

置すること、帰宅の途中に捨てることを固く禁 じます。

(開催中の事故について)

場内及び復路の事故については当方では一切責任を負いません。

商品等の管理責任は出店者にあります。出店中の商品の万引き、強盗等の弁済責任を主催者

は一切負えませんのでご注意願います。

開催に関するお問い合わせ先

◎ 道の駅 ローズマ リー公園 電話 :0470‐ 46‐ 2882



*フ リーマーケット出店申込書

約

Hちば 1南 房総

ローズマ リー公園 様

私 (当「¬体)は、ローズマ リー公園が 主催す るフ リーマーケッ トに出店参加するにあた り、

その規約に従 うこと及び周辺環境美化に最大限配慮す ることを誓います。

又、当日発生 した事故・盗難 。天災その他によつて損害を受けた場合についても、主催者に対

して責任の追及及び損害賠償の請求を致 しません_
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