
柏の葉T-SITE
いつもの暮らしがちょっと変わる。

いいモノ・いいコトみっけ！フェスタ
出店のご案内



開催概要

主催 柏の葉T-SITE

開催日 2017年11月19日（日）

開催時間 午前9時から午後3時まで

開催場所 柏の葉T-SITE
メインテラス・歩行者専用道路



会場アクセス
住所：〒277-0871 千葉県柏市若柴227-1

＊車で春日部・野田方面からお越しの場合
常磐自動車道 柏ICより千葉・八千代方面へ２km 約6分



周辺案内

＊国道16号を柏IC方面に進み ローソン前で左折、搬入の際はアクアテラス(池）の道路で
路上駐車下さい。



開催場所 全体図

柏の葉T-SITE アクアテラス前で駐車



開催場所 出店位置

柏の葉T-SITE 別棟と本館の間（メインテラスと歩行者専用道路）で開催致します。
出店者数によって変更の可能性があります。



ブース詳細

①大きさ：幅2m×奥行2m、幅2.5ｍ×奥行2.5ｍ、幅3m×奥行4mの3種類がございます。
②テントと長机、椅子はレンタル（有料）もございますが、数に限りがございます。
テントと長机、椅子のレンタルを希望される方はお早めにお申し込みください。
テント：1000円、長机 500円、椅子300円

➂地面には直接設えを施すことはできません。
④電源の使用については、数に限りがございますので事務局にご相談ください。
⑤ブースの設えは自由ですが、著しくコンセプトと離れる場合は、 事務局の判断で
修正を指示する場合がございますので、事前にご相談ください。



～7:30（ご来場～搬入まで）
搬入開始時間は7：30となります。
搬入時間までお時間がある場合は、近隣の駐車場などで
待機してください。施設駐車場で待機することは出来ま
せん。（違法駐車を通報された場合、また事務局の指示
に従わない場合、出店をお断りすることがあります）
円滑な作業が行える様、くれぐれも指定された時間内で
搬入・搬出を行ってください。

蔦屋書店の営業は8：00からです。8：00までは柏の葉
T-SITE内のお手洗いをご利用いただけません。事前に
お済ませ頂きますようお願い致します。

7:30～8:30（搬入：車輌の場合）
搬入の際は、アクアテラス前の道路にハザードランプ
（暗いときはヘッドランプも）をつけて停車し、受付に
て出店料（及びレンタル料）をお支払いください。領収
証・出店許可証・出店車両証をお渡ししますので、出店
車両証を車のダッシュボードに掲示してください。
↓

当イベントが指定した荷下ろし場所からブース（事前に
お知らせします）まで荷物を運びます。会場内に車両を
入れることはできませんので台車のご用意をお勧めしま
す。
↓

荷物を降ろしたら、速やかに車を近隣のコインパーキン
グなどに移動してください。
↓

自身のブースに戻り、営業開始の準備を行います。

7:30～8:30（搬入：車輌以外の場合）
徒歩で搬入の際は、時間は決まっておりませんので、開
催時間に間に合うよう設営をお願いします。バイク・自
転車での搬入は会場内への入場が出来ませんので、お客
様用駐輪場に駐輪の上、会場までお越し下さい。

9:00～15:00（開催中）
8：00から17：00まで「柏の葉T-SITE」会場内に事務
局を設置しております。また開催中は、柏の葉T-SITE
の腕章を着用したスタッフが巡回しておりますので、何
かお困りのことがありましたらお声掛けください。

15:00～17:00（搬出）
15：00になったら速やかに荷物をまとめ、準備ができ
次第搬出していただきます。手持ち出店の方は16：00
までに退場してください。車で搬出される方は、すべて
の荷物（テントやテーブルなどの什器も含む）を片づけ
てから車を取りに行ってください。
↓

アクアテラス前の道路にハザードランプ（暗いときは
ヘッドランプも）をつけて停車し、出店車両証をダッ
シュボードに掲示して荷物を積み込みます。積み込み後
は速やかに移動してください。

（アンケート）
出店後のアンケートは、必ず柏の葉T-SITE事務局へご
提出をお願い致します。

当日の流れ



注意事項

１．盗難などには十分注意しブースを離れる時は、隣同
士声を掛け合って下さい。また、不審な人物を発見した
場合は事務局までお知らせください。

２．ガムテープなどのテープ類は、床とテープの粘着物
が化学変化を起こして痕がついてしまいますので床には
使用禁止です。

３．テントなど備品類の貸し出しはございますが、別途
備品代をいただきます。詳しくは事務局までお尋ねくだ
さい。

４．テントなどを建てる場合、風などによる転倒に十分
気を付けおもりをするなどの対策を行うほか、床を傷つ
けないように十分注意し、テントの足に布などを巻くか、
絨毯やダンボールを敷くなどの対応をしてください。パ
イプ椅子などを使用する場合や、テントを建てる時、重
いものを動かす時も同様の処置をしてください。（明ら
かに出店者がつけた新しい傷があった場合、実費を戴く
事がありますので、ご注意ください。）

５．柏の葉T-SITEの設えには、樹木も含めロープなど
を縛ったり、商品、私物を掛けたりしないでください。
また、案内表示を隠してしまうような展示はできません。

６．終了時間になったら速やかに営業を中止し搬出の準
備をして下さい。また、搬出時は暗くなっている可能性
もあるため、搬出作業用にペンライトの持参をお勧めい
たします。

７．施設内に設置してあるゴミ箱は使用せず、ゴミはす
べてお持ち帰りください。ただしご希望の場合は、専用
ゴミ袋（1枚180円）を柏の葉T-SITE事務局で販売しま
すのでご相談ください。

８．スタッフが不在の場合でも留守番電話で開催状況な
どをお知らせしています。また、柏の葉T-SITEフェイ
スブック、柏の葉T-SITEホームページでも開催状況を
更新していますので、ご確認ください。



出店のお申込み方法

いいモノ・いいコトみっけ！フェスタは、11月19日（日）の開催となります。
出店要項、出店規約、お申込み方法をよくお読みいただき、
お間違えのないようお気をつけください。

開催日 2017年11月19日（日）

出店申請 10月22日（日）まで出店申請をお受けします。
ただし、この時点では出店の確定ではありません。
内容によっては出店をお断りさせていただく場合もございます。
また、これ以降の出店取りやめはキャンセル扱いとなり、
事務局よりキャンセル料を請求させていただきます。
あらかじめご了承ください。

提出方法 申請書に必要事項をもれなく記入の上、期日までにメールにてご提出ください。
提出先：s.minori@ironim.jp （mikke! 代表 佐々木みのり）

mailto:s.minori@ironim.jp


【いいモノ・いいコトみっけ！フェスタ出店規約】

1. 開催要項
「柏の葉T-SITE いいモノ・いいコトみっけ！フェスタ」
（以下「本イベント」といいます）は、柏の葉T-SITEの
活性化、柏の葉T-SITEが提供するライフスタイルの提案、
コミュニティの形成を目的としたイベントです。

2. 主催
柏の葉T-SITE いいモノ・いいコトみっけ！フェスタの主
催は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（以
下「CCC」といいます）です。本イベントに関する問い
合わせは、柏の葉T-SITE いいモノ・いいコトみっけ！
フェスタ事務局（以下「事務局」といいます）の佐々木
（電話:04-7197-5151、メール:s.minori@ironim.jp）
までご連絡ください。なお、本イベントは、ミートアップ
スペースmikke!の協力により運営するものです。

3. 本規約の履行
出店者は「柏の葉T-SITE いいモノ・いいコトみっけ！
フェスタ出店規約」（以下「本規約」といいます）及び別
途事務局より提示される「出店要項」を遵守してください。
これらに違反したと事務局が判断した場合、事務局はその
時期を問わず出店申し込みの拒否、出店の取り消し、仮設
物・出店品の撤去、変更を出店者に命じることができるも
のとします。また、出店者から支払われた出店料は、いか
なる理由があっても返金いたしません。出店の取り消し、
仮設物・出店品の撤去、変更によって生じた出店者・およ
び関係者の損害も補償しません。

4. 出店申し込み
本イベントは、物販もしくはワークショップ、講座、施
術でのご出店を受け付けます。物販は18歳以上であれ
ばどなたでも出店いただけますが、ワークショップ、講
座、施術での出店に関しては、mikke!プロメイト※に限
らせていただきます。

出店を希望される方は、規定の申込用紙にてお申し込み
ください。なお、出店に際しては事前に過去の実績、商
品、設えなどを確認させていただきます。また、住所や
電話番号など、申込用紙の記載内容に変更があった場合
は、ただちに事務局までご連絡をお願いいたします。定
住場所を持たずに郵便物を受け取ることのできない方、
お客様や他の出店者・スタッフが不快に思うような言動
を繰り返す方のご出店はお断りします。

5. 商品に関して
本イベントのコンセプトにそぐわない商品の販売、ワー
クショップなどの開催はお断りします。万が一、当該商
品の説明・表示または商品自体に問題があると事務局が
判断した場合は、事務局の指導に従っていただきます。
なお、商品の販売やワークショップなどの開催にあたり
免許または資格が必要な場合は、免許または資格を所持
している場合のみ出店可能です。食品に関しては、事前
に事務局に取り扱いの可否を確認ください。
商品やサービスに関して、出店者とお客様の間にトラブ
ルがあった場合でも、事務局は関与いたしません。また、
刀剣、鉄砲、アダルト関連消費および公序良俗に反する
物品は販売できません。

※mikke!プロメイトとは？
誰かのニーズにお応えできるプロフェッショナルなスキルをお持ちで、mikke!のコンセプトに賛同いただき、
ご自身の活動の幅を広げたり、可能性を広げたりすることを目的としてmikke!にご登録いただいている方たち
のこと。



6. 出店場所
出店場所（以下「ブース」といいます）は、事務局が区
割りし、選定したうえで、出店者にお知らせします。た
だし、本イベントの円滑な運営のため、予告なくブース
の変更をお願いする場合があります。出店者は決められ
たブース以外での営業・展示を行うことはできません。
空き箱や荷物を預かることのできる場所はございません。
出店者の荷物はブース内に収めてください。

7. ブースの種類
幅2m×奥行2m、幅2.5m×奥行2.5m、幅3m×奥行4m
の3種類がございます。

8. 出店料
出店料は、ブースの大きさによって異なります。幅
2m×奥行2mのブースは4,000円、幅2.5m×奥行2.5m
のブースは5,000円、幅3m×4mのブースは6,000円と
いたします。出店料は、本イベントの当日中に事務局に
お支払いください。

9. 開催時間
本イベントの開催時間は午前9時から午後3時までです。
開催時間は会場の都合や天気によって変更になる場合が
あり、営業時間を保証するものではありません。出店者
は、会場の都合や天候などの理由による以外は本イベン
トの開催時間を遵守し、終了時間になったら速やかに営
業を終了してください。また、出店者の都合によりやむ
を得ず開催時間中に営業を終了する場合は、事前に事務
局にご連絡ください。ただし、この場合であっても出店
料の返金は一切行わないものとします。

10. トラブルなど
お客様との取引上発生する問題については、出店者の責
任において解決してください。出店者は各自、損害賠償
に備える保険に加入するなど、万が一に備えた対応を各
自でお考えください。なお、不審者や不審物を見かけた
り、盗難などの被害にあった場合は、速やかに事務局に
お知らせください。

11. 禁止行為
次に挙げる行為は禁止です。違反のないようにご注意く
ださい。
・集会、演説、勧誘などの行為。
・介助犬および盲導犬以外の動物の持ち込み。
・喫煙場所以外での喫煙、ガス・石油などの使用。
・第三者に対するブースの転貸または利用させる行為。
・法令、行政指導および一般的なマナーに違反する行為。
・違法な薬物、危険物、大量の可燃物（マッチなど）の
持ち込み。
・持ち込んだ物やゴミを持ち帰らずに放置する行為。

12. 出店の禁止
お客様や他の出店者に迷惑が及ぶような行為があった場
合、あるいは本規約や事務局の指示に従わないなどの行
為があった場合は、即時退場とし、その場合の出店料は
返金いたしません。また、以後の出店をお断りさせてい
ただきます。また、お客様や他の出店者からクレームが
多く寄せられる方は、出店をお断りする場合があります。

【いいモノ・いいコトみっけ！フェスタ出店規約】



13. 搬入および搬出
商品などの搬入・搬出時間や方法は、あらかじめ事務局
がお知らせした時間・方法に従ってください。路上駐車、
搬入・搬出時間待ちの周辺道路への駐停車、指定された
時間・方法以外での搬入・搬出は厳禁です。また、2t以
上の車は本イベント会場に入れません。搬入・搬出時に
発生した事故については、当事者間で解決するものとし
ます。

本イベント会場内の搬入場に来た場合は、速やかに荷物
の積み下ろし・積み込みを終え、本イベント会場内から
車を移動させてください。車を本イベント会場や搬入・
搬出用一時駐車場所に置いたままの荷物の開梱・梱包は
ご遠慮ください。

搬入・搬出時間は本イベント開催当日の都合や天候に
よって変更になる場合がありますので、事務局の指示に
従い、安全かつ速やかに行ってください。また、遅延の
ないよう余裕をもって作業してください。

搬入・搬出作業が遅い、本イベント会場内や搬入・搬出
用一時駐車場に車を留め置きする時間が長い、指定され
た時間内に搬入・搬出ができない、事務局の指示に従わ
ない、危険な運転をするなど、円滑で安全な運営に支障
があると事務局が判断した場合、その時期や時間に限ら
ず、事務局は出店ブースの移動を命じることができます。
移動によって生じた出店者および関係者の損害は補償し
ません。

14. 駐車
本イベント出店者専用の駐車場はございません。近隣の
駐車場をご利用ください。一番近い駐車場で本棟側ロー
ソン裏にある＜リパーク柏の葉1 for SMARTCITY駐車
場＞（一日最大800円）となります。路上駐車はご遠慮
ください。

15. 設営
ブース内の設営において、樹木、オブジェ、看板などの
本イベント会場内設備にロープを縛ったり、商品、私物
を掛けたりしないでください。また、ガムテープなどの
テープ類は、テープの粘着物が化学変化を起こして跡が
残る可能性がありますので使用はご遠慮ください。表示
看板やオブジェを隠すことになるような商品の陳列もで
きません。

バナーやフラッグ、大型のパネル、立て看板などをお持
ち込みの場合は事前確認が必要となります。デザイン、
サイズがわかる資料を事前に事務局まで提出してくださ
い。

なお、音出しは原則禁止です。

【いいモノ・いいコトみっけ！フェスタ出店規約】



ブースに私物のテントなどの仮設物を立てる場合は、事
前に事務局に申請してください。また、本イベント会場
の設備を傷つけないように十分注意し、風などによる転
倒に十分気を付け、テントの足に布を巻くか、絨毯やダ
ンボールを敷くなどの対応をしてください。また、パイ
プ椅子などを使用する場合や、重いものを動かすときも
同様の処置をしてください。

その他、本イベントのコンセプトにふさわしくないと事
務局が判断した場合、設営をご遠慮いただく場合がござ
います。また、ブースの境界線は厳守してください。

16. 出店者による備品や器物の破損
出店者およびその関係者の不注意や過失によって会場内
の床・椅子・案内表示・立ち木などの備品や器物、他の
出店者の商品などを変形、破損させてしまった場合は、
速やかに事務局へお届けください。明らかに出店者がつ
けた新しい傷・汚れ・破損などがあった場合、現状復帰
に要する実費をお支払いいただきます。

17. 出店者による人に対する傷害
出店者は、出店者およびその関係者の不注意などによっ
て会場内で生じた人に対する傷害などに対する損害につ
いて、ただちにこれを賠償するものとします。mikke!
および柏の葉T-SITEは一切責任を負いません。

18. 損害賠償の免責
柏の葉T-SITEおよびmikke!は、本イベント開催中の商
品・備品、金銭などの盗難・紛失・破損および車両事故、
火災、自然災害などによる損害賠償の責は一切負いませ
ん。各自保険に加入してください。

19. 開催中止
本イベントは、原則として雨天中止です。前日12時の
気象庁発表の天気予報で、柏市の6時～12時までの降水
確率が60パーセント以上の場合は、開催中止となりま
す。また、開催当日における突然の荒天など、その他の
理由により事務局の判断で開催を中止する場合がありま
す。

一度開催を中止した場合、天候が回復しても当日の開催
を再開することはありません。本イベント開催の中止決
定時刻が午前10時以前の場合は、出店料はいただきま
せん。途中で開催を中止した場合は、事務局の指示に従
い速やかに会場から退出してください。テントを持参さ
れた方であっても、それ以降の営業はできません。なお、
この場合も出店料の返金はいたしません。
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20. キャンセル
出店申請の締め切り日以降に出店のお申し込みを取り消
される場合は、理由の如何を問わず、キャンセル料とし
て5,000円をお支払いいただきます。出店をキャンセル
される場合は、事務局に必ずお知らせください。

なお、本イベントが開催されたにもかかわらず、出店者
独自の判断で出店しなかった場合は、キャンセル扱いと
なります。また、無断で出店をキャンセルした場合は、
キャンセル料として10,000円をお支払いいただき、以
後の出店をお断りさせていただきます。

出店者が出店をキャンセルした場合は、本イベント開催
日から10日以内にキャンセル料を事務局が指定する方
法でお支払いください。キャンセル料のお支払いに伴う
手数料は出店者負担となります。キャンセル料のお支払
いがない場合は、以後の出店をお断りさせていただく場
合がありますので、ご注意ください。

21. 個人情報の取り扱い
本イベントへのお申し込みによりお預かりした個人情報
は、本イベントの運営に必要な情報や、お知らせなどの
送付の場合に限り使用し、本イベント終了後は破棄いた
します。

22. イベント告知へのご協力について
本イベントでは、出店者の商品・店舗の宣伝・告知を行
うため、出店者のホームページ、SNSで公開されている
写真や文章の使用許可をお願いする場合があります。ご
協力いただける場合は、申込書にその旨のご記入をお願
いします。

23. その他
本規約は予告なく変更される場合があります。
不明な点は事務局までお問い合わせください。

2017年9月15日
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