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北海道まるごとフェアinサンシャインシティ（2019）の主な変更点

１

開催期間は10月10日（木）～10月14日（月・祝）の５日間です。
（昨年は３日間）ただし、10月10日（木）は夕方からの前夜祭のみのため、
物販コーナー出店者は10月11日（金）からの営業としても構いません。

営業開始時間が10時から11時に繰り下げになります。

２

閉店時間は前回通り20時ですが、物販コーナー出店者は18時までの営業を
必須とし、これ以降は各店判断で閉店して頂いて構いません。
（売上の入金作業の分散化を図ります。）

会場は道内を４つのエリアに分けて、より地域性をアピールしやすい配置と
します。

３

また、さらなる集客のためラーメン・ソフトクリーム等の企画コーナーを
設置し、手狭となる事もあわせ、別会場を増設します。
※企画コーナーは、ハーフサイズメニューの提供等を条件として機材レンタ
ル費を一部補助する予定です。

４

レンタル備品の価格を見直し、出店しやすくなりました。

５

物販コーナーの広告PRを強化し、幅広く集客を図ります。
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１：開催趣旨
２０１８年１０月、北海道の食や生活などの文化情報、自然やアクティビティなどの観光
情報の発信を目的に「北海道まるごとフェアinサンシャインシティ」を初めて開催し、３
日間で約43,000人と予想を上回るご来場に恵まれました。
出店者の皆様からは売上以外にも「商品PRに効果があった」、「市場調査が出来た」など
の声をいただきました。
２０１９年につきましても関係機関のご協力のもと、本道への誘客促進を目的に、施設に
ご来場の皆様へ広く北海道の魅力を発信するべく、引き続き当フェアを開催致します。

ご当地グルメや特産品で北海道をＰＲ
「北海道まるごとフェア in サンシャインシティ」での出店店舗については、各地商工会
議所・関係団体の会員や、北海道最大の食の祭典「さっぽろオータムフェスト」での出
店実績のある飲食・物販店舗による出店構成を中心とし、北海道の食について積極的な
ＰＲを志向する店舗の誘致もあわせて行いながら、北海道の食の「魅力・クォリティ
＋ 安全・安心」を柱として、北海道ブランドの発信に結び付けていきます。
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２：開催概要

まるっとまるごと 北海道がやってくる！
北海道まるごとフェア in サンシャインシティ

【開催日程】 2019年10月10日（木）[前夜祭]～10月14日（月・祝）
合計[前夜祭+４日間]
※物販コーナー出店者は10月10日（木）前夜祭の営業は任意とします。
※報道各社向け内覧会：10月11日（金）10：00～10：45
【開催時間】

11：00～20：00（LO19:30、最終日LO19:00）
10月10日（木）の前夜祭のみ17：30～20：00（LO19：30）
※ただし物販ブースは18：00までの営業時間を必須とし、閉店時間は
各店判断により設定とします。

【主

北海道まるごとフェア 実行委員会

催】

＜構成団体＞

（一社）北海道商工会議所連合会、道内42商工会議所、北海道経済連合会、
北海道商工会連合会、北海道農業協同組合中央会、ホクレン農業協同組合連合会、
北海道漁業協同組合連合会、北海道木材産業協同組合連合、
（公社）北海道観光振興機構、（一社）札幌観光協会、㈱北洋銀行、
㈱北海道銀行、㈱北海道新聞社、㈱サンシャインシティ、
協力：北海道経済産業局、北海道、札幌市

【後

援】

【開催場所】

東京都豊島区
サンシャインシティ展示ホール
（東京都豊島区池袋３-１-３ ワールドインポートマートビル４Ｆ）
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３：屋内会場出展概要
会場は、北海道を４つのエリアに分けた飲食提供コーナー、物販コーナー、銘菓・スイーツコーナー
と、ラーメン等の北海道グルメを集めた企画コーナーで構成します。

【北海道４エリア】
◎道南エリア（飲食提供コーナー、物販コーナー）
◎道央エリア（飲食提供コーナー、物販コーナー）
◎道東エリア（飲食提供コーナー、物販コーナー）
◎道北エリア（飲食提供コーナー、物販コーナー）

＋
北海道グルメ企画コーナー

◆１：飲食提供コーナー
１-１ イートイン（肉、海鮮、スープカレー、各コーナー）
各地商工会議所・商工会、関係
団体の会員や、北海道最大の食
の祭典・さっぽろオータムフェ
ストでの出店実績のある店舗、
北海道の食のＰＲに取り組みた
い飲食店舗などを中心として北
海道の味覚を提供します。

◆２：物販コーナー
２-１ 市町村マーケット
各地商工会議所・商工会、関係
団体の会員や、さっぽろオータ
ムフェストに出店実績のある北
海道内の自治体を中心として、
北海道内各地の特産品や名産品
等を販売していきます。
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２-２ 北海道銘菓・スイーツセレクション
北海道の良質な素材が生んだ
銘菓やスイーツの数々を出品
し、販売していきます。

◆３：北海道グルメ企画コーナー（予定）
3-１

北海道ラーメン祭り

北海道グルメの中でも人気の高
い、北海道のラーメン店を集め
た企画です。味噌、醤油、塩な
ど、北海道ならではのラーメン
をお楽しみいただきます。

3-2 北海道ソフトクリームフェア＆札幌シメパフェMARCHE
新鮮な北海道産の牛乳からでき
たソフトクリームや札幌で新た
な食文化として、話題となって
いるシメパフェ店を集めた企画
です。
※札幌シメパフェMARCHEは札
幌シメパフェ推進委員会を通じ
ての募集となります。
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４：屋内会場・会場構成
サンシャインシティ展示ホールを広く使用し、北海道グルメとスイーツで会場を分
けて構成します。会場は、各カテゴリーごとに道南、道央、道東、道北と４つのエ
リアにて展開します。
屋内会場
北海道スイーツ
スクエア

屋内会場
北海道グルメ
スクエア
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北海道グルメスクエア

7

飲食コーナー（イートイン）＜3ｍ✕3ｍ＞
物販コーナー（市町村マーケット）＜2ｍ✕2ｍ＞

北海道グルメ企画
（仮）

道北エリア（仮）
飲食コーナー
物販コーナー

北海道ラーメン
まつり

道東エリア（仮）
飲食コーナー
物販コーナー

道央エリア（仮）
飲食コーナー
物販コーナー

道南エリア（仮）
飲食コーナー
物販コーナー
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北海道スイーツスクエア
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飲食コーナー（北海道ソフトクリームフェア）＜3ｍ✕3ｍ＞
飲食コーナー（札幌シメパフェMARCHE）＜3ｍ✕3ｍ＞
物販コーナー（北海道銘菓・スイーツセレクション＜2ｍ✕2ｍ＞

道南エリア（仮）

道央エリア（仮）

北海道銘菓
スイーツ

北海道銘菓
スイーツ

北海道グルメ企画
（仮）
北海道ソフト
クリームフェア
＆
札幌シメパフェ
MARCHE

道東エリア（仮）
北海道銘菓
スイーツ

道北エリア（仮）
北海道銘菓
スイーツ
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５：屋内会場出店概要
◆１：飲食提供コーナー
１-１

出店概要

イートイン（肉、海鮮、スープカレー、各コーナー）

各地商工会議所・関係団体の会員や、北海道最大の食の祭
典・さっぽろオータムフェストでの出店実績のある店舗、
「北海道の食のＰＲに取り組みたい」という飲食店舗など
を中心として、北海道の味覚を提供します。

出店期間

営業時間

2019年
10月10日（木）前夜祭
～10月14日（月・祝）
前夜祭+４日間

11:00～20:00
※ラストオーダー
19:30
※最終日ラストオー
ダー19：00

仕

様

土間渡し
間口3m×奥行３m

基本設備
直結給排水２槽シンク １台
（ただしブロック単位の付設）
２口コンセント(100ｖ1000ｗ)×1
店舗サイン（W1,800×H900）×１

出店内容
道産食材を使用した
メニューを
提供いただきます。

【 ブース仕様 】
土間概要図

平面図（概略図）

【 出店料金について 】
販売売上げのロイヤリティ15％を徴収いたします。
【 別途必要となる経費 】
電気
使用料

100V

1,000円 / 1日1.0kWまで（1小間あたり）(税別)

200V

1,500円 / 1日1.5kWまで（1小間あたり）(税別)

○給排水が必要な出店者様は別途ご相談ください。
○盗難・火災・食中毒等による損害賠償責任保険は
出店者様にてご加入願います。

【 電気容量増設の場合 】
○電気増設工事費

100ｖ1.0kw コンセント含
１口：12,000円（税別）

【 注意事項 】
■ 同種メニューの出店申込多数の場合はご相談させて頂く場合があります。

会場内は屋内施設のため、調理行為は全て電気での調理となります。ガスは取り扱いできませんので
ご了承ください。
■ブース装飾には規定がございます。事前に内容をご相談ください。
■搬入・搬出には時間に制限がございますので、所定の時間内にお願い申し上げます。
■会場には出店者様の駐車場はございません。路上駐車も禁止されていますので、厳守願います。
■出店者様が出されたゴミは必ずお持ち帰り頂きますようお願い申し上げます。
※会場内にてゴミ処理を依頼される場合は、イベント会場ゴミ処理手数料シールのご購入が必要となります。
■その他、実行委員会、会場管理者の取り決めにより他イベントと異なる禁止事項もございますので、実施内容に関しましては事前に
ご相談下さい。
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◆２：物販コーナー
２-１
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出店概要

市町村マーケット

各地商工会議所・関係団体の会員や、さっぽろオータム
フェストに出店実績のある北海道内の自治体を中心として、
北海道内各地の特産品や名産品等を物販していきます。

出店期間

営業時間

2019年
11:00～18：00ま
10月11日（金）
で必須。18：00以
～10月14日（月・祝） 降は各店判断。
最終20：00まで。
4日間

仕

様

土間渡し
間口２m×奥行２m

基本設備
２口コンセント(100ｖ1000ｗ)×１
店舗サイン（W1,800×H900）×１

出店内容
北海道内各市町村の
特産品や名産品を
ＰＲ・販売して
いただきます。

※10日（木）夕方に前夜祭を行いますが、物販コーナー出店者の営業は任意です。

【 ブース仕様 】

土間概要図

平面図（概略図）

【 出店料金について 】
販売売上げのロイヤリティ15％を徴収いたします。
【 別途必要となる経費 】
電気
使用料

100V

1,000円 / 1日1.0kWまで（1小間あたり）(税別)

200V

1,500円 / 1日1.5kWまで（1小間あたり）(税別)

○盗難・火災・食中毒等による損害賠償責任保険は
出店者様にてご加入願います。

【 電気容量増設の場合 】
○電気増設工事費

100ｖ1.0kw コンセント含
１口：12,000円（税別）

【 注意事項 】
■ 同種メニューの出店申込多数の場合はご相談させて頂く場合があります。
■当ブースでは、調理販売はできません。
■手洗いシンクは共用設備をご利用ください。
■ブース装飾には規定がございます。事前に内容をご相談ください。
■搬入・搬出には時間に制限がございますので、所定の時間内にお願い申し上げます。
■会場には出店者様の駐車場はございません。路上駐車も禁止されていますので、厳守願います。
■出店者様が出されたゴミは必ずお持ち帰り頂きますようお願い申し上げます。
※会場内にてゴミ処理を依頼される場合は、イベント会場ゴミ処理手数料シールのご購入が必要となります。
■その他、実行委員会、会場管理者の取り決めにより他イベントと異なる禁止事項もございますので、実施内容に関しましては
事前にご相談下さい。
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北海道銘菓・スイーツセレクション

北海道ならではの銘菓やスイーツの数々を出品し、販売し
ていただきます。

出店期間

営業時間

2019年
11:00～18：00ま
10月11日（金）
で必須。18：00以
～10月14日（月・祝） 降は各店判断。
最終20：00まで。
4日間

仕

様

土間渡し
間口２m×奥行２m

基本設備
２口コンセント(100ｖ1000ｗ)×１
店舗サイン（W1,800×H900）×１

出店内容
北海道内の銘菓・ス
イーツを販売して
いただきます。

※10日（木）夕方に前夜祭を行いますが、物販コーナーの出店者の営業は任意です。

【 ブース仕様 】
土間概要図

平面図（概略図）

【 出店料金について 】
販売売上げのロイヤリティ15％を徴収いたします。

【 別途必要となる経費 】
電気
使用料

100V

1,000円 / 1日1.0kWまで（1小間あたり）(税別)

200V

1,500円 / 1日1.5kWまで（1小間あたり）(税別)

○盗難・火災・食中毒等による損害賠償責任保険は
出店者様にてご加入願います。

【 電気容量増設の場合 】
○電気増設工事費

100ｖ1.0kw コンセント含
１口：12,000円（税別）

【 注意事項 】
■ 同種メニューの出店申込多数の場合はご相談させて頂く場合があります。
■当ブースでは、調理販売はできません。
■手洗いシンクは共用設備をご利用ください。
■ブース装飾には規定がございます。事前に内容をご相談ください。
■搬入・搬出には時間に制限がございますので、所定の時間内にお願い申し上げます。
■会場には出店者様の駐車場はございません。路上駐車も禁止されていますので、厳守願います。
■出店者様が出されたゴミは必ずお持ち帰り頂きますようお願い申し上げます。
※会場内にてゴミ処理を依頼される場合は、イベント会場ゴミ処理手数料シールのご購入が必要となります。
■その他、実行委員会、会場管理者の取り決めにより他イベントと異なる禁止事項もございますので、実施内容に関しましては
事前にご相談下さい。
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◆３：北海道グルメ企画コーナー出店概要
3-1 北海道ラーメン祭り
北海道グルメの中でも人気の高い、北海道のラーメン店を
集めた企画です。食べ比べできるようハーフサイズもご用
意頂きます。なお、企画出店につき、ゆで麺器及び電気コ
ンロを基本設備として準備します。
出店期間

営業時間

2019年
10月10日（木）前夜祭
～10月14日（月・祝）
前夜祭+４日間

11:00～20:00
※ラストオーダー
19:30
※最終日ラストオー
ダー19：00

仕

様

土間渡し
間口3m×奥行３m

基本設備

出店内容

直結給排水２槽シンク １台
（ただしブロック単位の付設）
２口コンセント(100ｖ1000ｗ)×1
店舗サイン（W1,800×H900）×１
ゆで麺器（W550✕D600✕H800)✕１
電気コンロ（W500✕D570✕H261)✕1

北海道のラーメン
を提供いただきます。
（３~５店舗を想定）

【 ブース仕様 】
土間概要図

平面図（概略図）

【 出店料金について 】
販売売上げのロイヤリティ15％を徴収いたします。

【 別途必要となる経費 】
電気
使用料

100V

1,000円 / 1日1.0kWまで（1小間あたり）(税別)

200V

1,500円 / 1日1.5kWまで（1小間あたり）(税別)

○給排水が必要な出店者様は別途ご相談ください。
○盗難・火災・食中毒等による損害賠償責任保険は
出店者様にてご加入願います。

【 電気容量増設の場合 】
○電気増設工事費

100ｖ1.0kw コンセント含
１口：12,000円（税別）

【 注意事項 】
■ 同種メニューの出店申込多数の場合はご相談させて頂く場合があります。

会場内は屋内施設のため、調理行為は全て電気での調理となります。ガスは取り扱いできませんので
ご了承ください。
■ブース装飾には規定がございます。事前に内容をご相談ください。
■搬入・搬出には時間に制限がございますので、所定の時間内にお願い申し上げます。
■会場には出店者様の駐車場はございません。路上駐車も禁止されていますので、厳守願います。
■出店者様が出されたゴミは必ずお持ち帰り頂きますようお願い申し上げます。
※会場内にてゴミ処理を依頼される場合は、イベント会場ゴミ処理手数料シールのご購入が必要となります。
■その他、実行委員会、会場管理者の取り決めにより他イベントと異なる禁止事項もございますので、実施内容に関しましては事前に
ご相談下さい。

北海道まるごとフェア in サンシャインシティ ご出店のご案内
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北海道ソフトクリームフェア

新鮮な北海道産の牛乳からできたこだわりのソフトクリー
ムをお楽しみいただきます。ソフトクリームは食べ比べで
きるようハーフサイズもご用意ください。なお、企画出店
につき、ソフトクリームサーバーのレンタルに対し、費用
の一部を助成します。

出店期間

営業時間

2019年
10月11日（金）
～10月14日（月・祝）
４日間

11:00～20:00
※ラストオーダー
19:30
※最終日ラストオー
ダー19：00

仕

様

基本設備
２口コンセント(100ｖ1000ｗ)×１

土間渡し
間口3m×奥行３m

店舗サイン（W1,800×H900）×１
ソフトクリームサーバーのレンタル

出店内容
北海道産牛乳を使用
したソフトクリーム
を提供いただきます。
(3店舗程度を想定）

費用半額負担

【 ブース仕様 】
土間概要図

平面図（概略図）

レンタル機材半額負担
●ソフトクリームフリーザー（SSF-404P／レンタル費 145,000円）
上記レンタル費の半額を事務局で負担します。

【 出店料金について 】
販売売上げのロイヤリティ15％を徴収いたします。
【 別途必要となる経費 】
電気
使用料

100V

1,000円 / 1日1.0kWまで（1小間あたり）(税別)

200V

1,500円 / 1日1.5kWまで（1小間あたり）(税別)

○給排水が必要な出店者様は別途ご相談ください。
○盗難・火災・食中毒等による損害賠償責任保険は
出店者様にてご加入願います。

【 電気容量増設の場合 】
○電気増設工事費

100ｖ1.0kw コンセント含
１口：12,000円（税別）

【 注意事項 】
■申込多数の場合は、選考させていただく場合があります。
■ブース装飾には規定がございます。事前に内容をご相談ください。
■搬入・搬出には時間に制限がございますので、所定の時間内にお願い申し上げます。
■会場には出店者様の駐車場はございません。路上駐車も禁止されていますので、厳守願います。
■出店者様が出されたゴミは必ずお持ち帰り頂きますようお願い申し上げます。
※会場内にてゴミ処理を依頼される場合は、イベント会場ゴミ処理手数料シールのご購入が必要となります。
■その他、実行委員会、会場管理者の取り決めにより他イベントと異なる禁止事項もございますので、実施内容に関しましては事前に
ご相談下さい。
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６：屋外会場出展概要
◆1：飲食提供コーナー
1-1 北海ろばた焼きコーナー（炭焼きコーナー）
こちらの出展コーナーは、炭や
ガスによる裸火での調理提供と
なります。海鮮品や肉類など、
北海道の食材を炭焼きにて提供
していただきます。

1-２

北海道銘酒ガーデン

北海道銘酒ガーデンでは、各種
北海道産ワイン、地酒をお楽し
みいただきます。
※主催者企画のため募集いたし
ません。酒類の出展につきまし
ては、イートイン又は市町村
マーケットにお申し込みくださ
い。

14

北海道まるごとフェア in サンシャインシティ ご出店のご案内

15

７：屋外会場・会場構成
屋外会場のメイン動線に沿った、会場入り口両サイドの２カ所にコーナーを設けて
実施していきます。

屋外会場
ろばた焼きコーナー
（炭焼きコーナー）

屋外会場
ろばた焼きコーナー
（炭焼きコーナー）

屋外会場
北海道ワイン
ガーデン

※当会場図は現時点での想定のものとなります。構成は変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

北海道まるごとフェア in サンシャインシティ ご出店のご案内
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８：屋外会場出店概要
◆飲食提供コーナー

出店概要

●1-1 北海ろばた焼きコーナー（炭焼きコーナー）
こちらの出展コーナーは、炭やガスによる裸火での
調理提供となります。海鮮品や肉類など、北海道の
食材を炭焼きにて提供していただきます。

出店期間

営業時間

2019年
10月10日（木）前夜祭
～10月14日（月・祝）
前夜祭+４日間

11:00～20:00
※ラストオーダー
19:30
※最終日ラストオー
ダー19：00

【 ブース仕様 】

仕

様

テント
三方囲み
間口3.6m×奥行2.7m

基本設備

出店内容

２口コンセント(100ｖ1000ｗ)×1
店舗サイン（W1,800×H900）×１

道産食材を使用した
メニューを
提供いただきます。

平面図（概略図）

2.7ｍ

【 出店料金について 】

3.6ｍ

販売売上げのロイヤリティ15％を徴収いたします。

【 別途必要となる経費 】
電気
使用料

100V

1,000円 / 1日1.0kWまで（1小間あたり）(税別)

200V

1,500円 / 1日1.5kWまで（1小間あたり）(税別)

○給排水が必要な出店者様は別途ご相談ください。
○盗難・火災・食中毒等による損害賠償責任保険は
出店者様にてご加入願います。

【 電気容量増設の場合 】
○電気増設工事費

100ｖ1.0kw コンセント含
１口：12,000円（税別）

【 注意事項 】
■ 同種メニューの出店申込多数の場合はご相談させて頂く場合があります。
■ブース装飾には規定がございます。事前に内容をご相談ください。
■搬入・搬出には時間に制限がございますので、所定の時間内にお願い申し上げます。
■会場には出店者様の駐車場はございません。路上駐車も禁止されていますので、厳守願います。
■出店者様が出されたゴミは必ずお持ち帰り頂きますようお願い申し上げます。
※会場内にてゴミ処理を依頼される場合は、イベント会場ゴミ処理手数料シールのご購入が必要となります。
■その他、実行委員会、会場管理者の取り決めにより他イベントと異なる禁止事項もございますので、実施内容に関しましては事前に
ご相談下さい。

北海道まるごとフェア in サンシャインシティ ご出店のご案内
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９：取り扱い食品の原則
当フェアの実施にあたって、東京都豊島区管轄の保健所で定められた基準により、
提供・販売できる品目の規定がございますので、ご了承ください。

取り扱い食品の原則（販売・提供不可品目など）
１：提供不可食品

生もの（さしみ、すし等）
鮮魚・刺し身はNG、生クリームは屋内での販売はOK。

２：仕込み行為

原材料の細切等の仕込み行為は、その場で行わない。
仕込みの必要な原材料を使用する場合は、あらかじめ営業許可を
受けた施設等で仕込みを行い、必要に応じて使用（調理）直前まで
十分に冷蔵したものを使用する。

３：アイスクリーム
ソフトクリーム
の提供

提供方法や使用機器等、定められた基準に合致したうえで販売・
提供が可能。

４：水の使用量

その場での製造、加工及び調理に多量の水の使用を必要とするものは
取り扱わない。

５：加熱処理の原則

ところてん、かき氷、清涼飲料水及び酒類を除き、客への提供直前に
加熱処理を行えるもの以外は取り扱わない。

※出店者様のメニューにつきましては、あらかじめ事務局より事前にご相談をさせていただく
場合がございます。ご了承くださいましたうえ、よろしくご協力くださいますよう、お願い

申し上げます。

北海道まるごとフェア in サンシャインシティ ご出店のご案内
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10：レンタル品の料金表
レンタル品の価格を一部改定し、昨年より出店しやすくなりました。
項目

サイズ・仕様

消費電力（W数）

1

冷蔵オープンケース

W1800xD900xH890

100V-556w

2

冷蔵オープンケース

W1500xD900xH890

100V-552w

3

冷凍オープンケース

W1800xD900xH980

三相200V- 1700w

4

冷凍オープンケース

W1500xD900xH900

三相200V- 1500w

5

冷蔵ショーケース

ｗ425×ｄ378×ｈ805 卓上型

100V-150w

6

冷蔵ショーケース

ｗ510×d581×ｈ1765 キャスター付

100V-415w

7

冷蔵斜面ショーケース

W470×D458×H880 卓上型

100v-150w

8

冷蔵対面ショーケース

W1500×D650×H1225

100v-480w

9

冷凍ストッカー

W1351xD730xH900

100V-130w

10

コールドテーブル（冷蔵）

ｗ1800×ｄ600×ｈ820

100V-430ｗ

11

コールドテーブル（冷蔵）

ｗ1500（1200）×ｄ600×ｈ820

100V-260w

12

ディッピングショーケース（234L)

W1065×D778×H1124

100V-327W

13

冷蔵庫（170Ｌ）

W550×D560×H1220

100V-152W

14

電気フライヤー

W300×D470×H320 卓上型１槽式

100V-1.5kw

15

電気フライヤー

W450×D600×H800 床置型１槽式

三相200V6.0ｋW

16

電子レンジ

W470×D330×H270

100V-1.3ｋｗ

17

電気スープウォーマー

W420×D320×H280 4.5L×2箇所

100V-750w

18

電気グリドル

W900×D600×H400

三相200V-9.0ｋｗ

19

電気グリドル

W600×D600×H400

三相200V-6.0ｋｗ

20

電気コンロ

W500×D570×H261

三相200V-6.0ｋｗ

21

電気コンロ

W450×D500×H187

三相200V-4.0ｋｗ

22

寸動鍋（98L)

φ510×H510

23

電磁調理器

W450×D600×H270

三相200V-3.1ｋｗ

24

ホットショーケース

ｗ380×ｄ300×ｈ560 シルバー

100V-240W

25

ホットケース

ｗ600×ｄ300×ｈ460 シルバー

100V-430W

26

電気蒸し器

ｗ570×ｄ570×ｈ700

三相200v-6kw

27

ホットプレート

φ430×H120

100V-1300ｗ

28

IHクッキングヒーター

ｗ300×D300×H60

100V-1.3ｋｗ

29

電気炊飯ジャー

円形、W530×D470×H395

三相200v-5kw

30

炭火焼き台A

W900×D600×H660

31

炭火焼き台B

W600×D140×H160

32

木炭（マングローブ）

10㎏

33

備長炭

10㎏

34

会議用テーブル

６尺 ｗ1800×ｄ450×ｈ730

35

会議用テーブル

５尺 ｗ1500×ｄ450×ｈ730

36

パイプイス

色：ブルー

37

白布

幅：1m

38

レジスター（UO-68)

39

販売平台（S-87)

W1500×D750×H770

40

販売ワゴン（S-88)

W1500×D750×H770

41

テントなしワゴン（S-90)

W900×D600×H800

42

実演枠A（1スパン単位）

W1800（内寸）×H1800

43

実演枠A+台付き（1スパン単位）

W1716（内寸）×H1800

44

実演枠B（1スパン単位）

W1500（内寸）×H1800

45

実演枠B+台付き（1スパン単位）

W1426（内寸）×H1800

46

実演枠C＋台付き（1スパン単位）

W 900×H1800

47

S管・チェーンセット

1セット：S管×4個、チェーン（50cm）

48

システム展示台A

W990×D700×H750

49

システム展示台B

W990×D495×H750

50

システム展示台（ヒナ段）C

W990×D495＋495×H750～H1020

51

システム展示台用引き戸

W990×H750

52

耐火ボード（販売）

900x1800・厚さ12㎜

取付含む

53

スレート板（販売）

900×900・厚さ5.5mm

取付含む

54
55

電気ゆで麺器（ENB-450）
電気ゆで麺器（EG-60A）

W450✕D550✕H340

56

ディッピングショーケース（SCR-VD14G)

57

W550×D600✕H800

W1295✕D905✕H1124
ソフトクリームフリーザー（SSF-404P) W508✕D780✕H1530

ｍ単価

2019年料金（税別）

40,000
38,000
43,000
40,000
23,500
26,000
24,000
42,000
35,000
38,000
36,000
40,000
19,000
24,000
38,000
9,500
12,000
36,000
32,000
24,000
22,000
18,000
24,000
12,000
12,000
42,000
6,500
9,500
18,000
20,000
24,000
2,600
6,000
3,700
3,800
760
710
39,000
10,000
7,500
7,500
47,000
47,000
43,000
43,000
28,500
600
10,000
6,500
20,000
2,500
8,500
8,500
36,000
72,000
49,000
145,000
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参考：北海道まるごとフェアinサンシャインシティ（2018）
開催結果概要
①来場者数：42,939人（3日間合計）
1日目 9,796人、2日目16,052人、3日目17,092人
◎来場者満足度89点
②来場者アンケート：「ハーフサイズ商品を販売してもらい、食べ比べしたかった」
「調理風景が見えるようにした方が買いたくなる」
「ソフトドリンク・ご当地飲料が売っていなかった」
「初めて見た出店者が多く、良かった」
③出店者感想：「商品PRに効果があった」
「市場調査することが出来た」
「販売に加えて商談もできた」
「ほかに出展している催事への集客につながり相乗効果があった」
④次回の出展希望：
出店しない 13.8％
出店したい 44.8％

検討 41.4％

⑤売上実績分布（３日間売上）：
飲食
2,000,000円～

物販

スイーツ

アルコール

１８．２％

４０．０％

８．３％

1,999,999～1,750,000円
1,749,999～1,500,000円

４．２％

1,499,000～1,250,000円

４．２％

1,249,999～1,000,000円

８．３％

999,999～750,000円

１２．５％

749,999～500,000円

２９．１％

４．５％

499,999～250,0000円

１６．７％

２７．３％

３６．３％

２０．０％

249,999～0円

１６．７％

６８．２％

４５．５％

２０．０％

２０．０％

※売上のためには
＊積極的な試食提供をおススメします。
＊物販コーナーでもケーキや果物のカット売り、飲料のグラス売りをおススメします。
※２０１９のフェアは物販の周知・広告を強化します。
※昨年時間がかかった売上金の入金作業についても改善を図ります。
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10：出展規約
■出店の申込書

■出店料について

●出店のご案内をよくご確認の上お申込み下さい。
●出店を希望される方は、当会指定の出展申込書に所定事項を
入力の上、電子メール又は郵送・ご持参下さい。

◆出店料

〒060-0001
札幌市中央区北１条西２丁目
一般社団法人北海道商工会議所連合会
業務推進部 七社、盛、吉川
ＴＥＬ 011-241-6308
メール：gyoumu@hokkaido.cci.or.jp

■契約に関する事項
所定の審査・手続きの上、出店が決定された方(以下、出店者
様）には、一般社団法人北海道商工会議所連合会(以下、当会)と
「北海道まるごとフェア in サンシャインシティ」出店契約(以下、
出店契約といいます)を締結していただきます。

◆出店期間・時間
日
程
北海道まるごとフェア in サンシャインシティ
2019年10月10日（木:前夜祭）～14日（月・祝） 5日間
※「市町村マーケット」、「銘菓・スイーツセレクション」
は11日（金）からの出展でも可
営業時間
11:00～20:00 ※ 10日（前夜祭）のみ17:30～
※ラストオーダー 19:30（14日は19:00）
※「市町村マーケット」、「銘菓・スイーツセレクション」
は18:00までは必須。以降の営業は任意。
※11日 10:00～メディア向け内覧会を予定。

◆出店場所および出店ブースの仕様
●出店場所は「北海道まるごとフェア in サンシャインシティ」
内で、道商連が指定する場所となります。
●出店者様より出店場所の指定はできません。
●出店ブースは出店企画書に記載された仕様となります。設備や
外装の変更はできませんので、あらかじめご了承下さい。

◆必要書類
契

約

時

○出店申込書（当会指定のもの）

契

約

後

○各種申請書（食品、ブースレイアウト、レンタル品、
電気ガス、車両）当会指定のもの
○店名ロゴデータ
○メニュー写真データ

出店料は、販売売上額に対して15％のロイヤリティ徴収と
します。
※100万円以上の売上があった場合、100万円を超える額から
は13％に軽減します。

◆販売ロイヤリティの取り扱い
出店者様の売上は毎日営業終了後、つり銭と合わせて回収し
所定のロイヤリティを徴収させていただきます。
・出店者様は毎営業開始前、午前10時30分より午前11時の間に
会場内に設置する運営本部までお越しください。
・各営業日のつり銭と売上金種伝票をお渡しいたします。
毎営業終了後、売上金、つり銭、売上金種伝票を、運営本部
までお持ち下さい。お預かりした売上金は翌日銀行へ入金を
行い、各出店者様へ銀行集計報告を行います。
但し、土・日曜日の営業分は銀行が休業日のため、翌営業日
でのご報告となります。（予定）
※運営本部ではつり銭の両替はできませんのでご了承ください。

◆出店者様への売上金のお支払い
●出店者様への売上金のお支払いは会期終了後、指定の口座
宛てに入金をいたします。
●出店者様は会期終了後、当会よりお送りする清算確認書にて
ご入金額の確認を行っていただき、当会まで請求書をご送付
ください。当会に請求書が到着後、指定口座に入金をいたし
ます。
●なお、入金する金額は、売上金額より販売ロイヤリティ額、
電気使用料や電気容量増設費用、レンタル品などの諸経費を
徴収した残額分の入金となります。
※出店者様への入金に伴う振込手数料については、出店者様の
負担とさせていただきますので、ご了承ください。

■契約後の出店取り消し
出店契約後、出店者様の都合により出店できなくなった場合は、
所定の取り消しキャンセル料をいただきます。
また、契約後、契約申請内容に虚偽が発覚し、契約を継続でき
ないと当会が判断した場合は出店を取り消させていただきます。
その際は所定の違約金をお支払いいただきます。
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■その他の費用負担

■免責事項について

出店料（販売金額に対するロイヤリティ）のほか、出店者
様には下記項目ついての費用負担をお願いいたします。

◆損害賠償責任

●電気使用料
●電気容量増設した場合の工事費用
●ご注文されたレンタル品の使用料金
●会場内にてゴミ処理を依頼する場合の経費
（当会指定のゴミ処理手数料シール費用）

■会期中の来場者混雑時の整理対応
混雑時におけるブース前での来場者整理スタッフを最低で
も１名、配置していただき、整理対応をお願いします。
なお、会場管理者側では、来場整理スタッフの配置はいたし
かねますので、各出店者様での対応をお願いします。

■管理規則の遵守
出店者様及びその従業員には当会の定める管理規則を遵守
していただきます。
管理規則を遵守されない出店者様に関しましては、会期中
であっても即時、契約を解除の上、退去していただくことと
なりますので、ご了承ください。
その際、退去に伴う現状回復費用は出店者様のご負担と
させていただくほか、出店契約規約に基づき違約金をお支払
いいただくこととなります。ご留意ください。
※管理規則（禁止事項の抜粋）
●ブース内、ブース裏での飲食、喫煙
●会場ゴミヤードへの不法投棄
●会場ルールを無視した過剰な装飾、音だし、客引き行為
●保健所申請以外の飲食物の提供、販売、不当な廉売行為
●契約権利の譲渡等
●その他、管理規則に定めた事項からの逸脱

●当会は理由の如何を問わず、出店者様及びその関係者が会場を
使用して出店することを通じて被った人身、及び財物に対する
傷害、損害に対して一切の責任を負いません。
●また出店者様は、その従業員、関係者の故意、過失または無過
失によって、会場の施設及びその設備等や第三者の人身・財物
に与えた一切の損害について、その損害を賠償しなければなり
ません。
●当会がこれらの損害賠償請求を受けた場合、出店者様は自らの
責任でその支払いを行うとともに、当会に損害が生じた場合は、
弁護士への着手金・報酬も含め、その全額を当会に支払うもの
とします。

◆イベント中止、休止による損害賠償責任
●悪天候その他の不測の事態により、主催者（実行委員会）が
イベントの開催を中止した場合や、会場内での食中毒や事故等
の発生によって営業を継続できなくなった場合においても、
レンタル品の使用料及び各種工事費等をご請求させていただ
きますとともに、営業利益補償等はございません。
●当会は当会の都合以外の理由でイベントが中止・休止になった
場合、また出店者様の営業継続ができなくなった場合について、
一切の責任を負いません。

◆盗難、火災、食中毒等による損害賠償責任
●会場内において、盗難や火災、第三者による出店者様の器材等
の破損等の被害が発生した場合でも、当会は一切の責任を負い
ません。
●また、出店者様を原因とする食中毒が発生した場合、当会は、
被害者に対する一切の責任を負いません。これらの事態に備え
て、出店者様には、盗難、火災、食中毒等に備えての保険加入
を義務づけさせていただきます。

