
SPRING LOVE春風2021
出店募集要項

SPRING LOVE春風実行委員会

SPRING LOVE春風2021では
一緒に盛り上げていただける出店者を募集いたします。

お申し込みの際は、必ず出店募集要項をご確認の上、
お申し込みいただきますようお願い申し上げます。

皆様のお申込みお待ちしております。

申込締切：2021年2月12日（金） 必着
選考結果通知：2021年2月19日(金)

飲⾷出店
(キッチンカー)

物販出店



開催概要／出店募集要項

開催概要

：SPRING LOVE春⾵ 2021
：2021年3⽉27⽇(⼟) OPEN 11:00 / CLOSE 20:00 / LO19:00（予定）

3⽉28⽇(⽇) OPEN 10:00 / CLOSE 20:00 / LO19:00（予定）
：都⽴代々⽊公園 イベント広場野外ステージ周辺 ＊⾬天決⾏

：SPRING LOVE春⾵実⾏委員会
：関東地⽅環境事務所
：1000円ワンドリンク付
：2⽇間約1万⼈ ※感染症対策実施のため
：・JR⼭⼿線「原宿駅」徒歩5分

・地下鉄千代⽥線「代々⽊公園」徒歩5分
・⼩⽥急線「代々⽊⼋幡」下⾞ 徒歩6分

名称
開催⽇時

会場
主催
後援
⼊場料
来場
アクセス

出店カテゴリ 募集数 出店料 規格/付帯設備 ⾞両枠

飲⾷出店
(ｷｯﾁﾝｶｰのみ) 15店舗 165,000円

(税込)

■間⼝6m×奥⾏5m ⼟間渡し
■バイオディーゼル電源供給：1kw
その後追加1kwにつき10,000円（税別）
※発電機の持込は禁⽌です

駐⾞可能⾞両２台

キッチンカー1台+ 
運搬⾞：1台
（指定駐⾞位置）

物販出店
テント持込：Ｓ

15店舗

48,000円
(税込)

■間⼝4m×奥⾏4m ⼟間渡し
※バイオディーゼル電源供給なし

供給費【別途1KW：10,000円(税別)】
無し

※近隣の駐⾞場を
ご利⽤下さい。

物販出店
テント持込：L

70,000円
(税込)

■間⼝6m×奥⾏4m ⼟間渡し
※バイオディーゼル電源供給なし

供給費【別途1KW：10,000円(税別)】

SPRING LOVE春⾵会場

出店募集要項

代々⽊公園

【物販出店向けレンタル備品参考価格】
・出店テントS⽤ 出展テント：25,000円（税別）[テントサイズ 3.6m×3.6m]※横幕、ウエイト付
・出店テントL⽤ 出展テント：30,000円（税別）[テントサイズ 5.4m×3.6m] ※横幕、ウエイト付
・⻑テーブル：2,000円（税別） ・パイプ椅⼦：800円（税別）
※出店確定致しましたら改めてオプションレンタルリストをお送り致します。
※上記価格は状況により多少前後する場合がございます。
※当⽇のテントレンタルは出来かねます。⻑テーブル、パイプ椅⼦は余剰があれば貸出可能ですが当⽇特別料⾦での貸出となります。



◯感染症対策における情報精査

・各地域感染状況に関する正確な情報源の確保する。
ex. 政府広報、各⾃治体のHP 

◯延期及び中⽌等の規約

・延期、中⽌判断の基準を定める。
ex. 政府や各⾃治体から⾃粛要請に対する対応

◯密集を回避する施策

・スタッフ及び来場者が密集とならないよう、⽅策やレイアウトを⼯夫する。

・政府推奨の2m間の確保（⾃分を中⼼に4m確保）し、ソーシャルディスタンスを遵守する。
※⽴ち⽌まり滞留する場合

・ステージ観覧の場合、⼀席空けて座るよう注意喚起を促す。

感染症対策

制作段階

4m

4m

2m

2m

4m

4m

2m

2m



感染症対策

参加者向け（事前告知・⼊場時注意喚起事項）
◯参加者への協⼒、注意、参加禁⽌事項の周知

・イベント参加者に対して、来場前の協⼒要請事項として、参加⾃粛を求める条件を、
SNSやホームページにて事前に告知を⾏なう。

【協⼒要請事項】
a. 来場前の検温
b. マスク着⽤、もしくは咳エチケットを必須とする
c. 来場時の⼿指消毒の徹底
d. ソーシャルディスタンスの確保
e. ⻑期滞留を⾏わない
f.  厚⽣労働省新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)のダウンロード

【参加禁⽌事項】
a. 発熱がある場合（37.5℃以上）
b. 発熱以外に症状が⾒受けられる場合
ex.咳・咽頭痛・呼吸困難・全⾝倦怠感・⿐汁・⿐閉・味覚、嗅覚障害
眼痛・結膜充⾎・頭痛・関節及び筋⾁痛・下痢・嘔吐・その他⾃覚症状

c. 新型コロナウィルス感染者（無⾃覚感染者含む）と過去1週間以内に濃厚接触がある場合
d. 保健所や医療機関など、健康観察下にある場合

◯イベント来場時の協⼒、注意事項

・フリーエントランスのイベントなどは、出⼊⼝ゲートを設置し、
参加者のサーモグラフィによる検温、⼿指消毒を⾏なう。
また、⼈数制限に満たされた場合、⼊場制限を速やかに実施する。

・厚⽣労働省新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)の導⼊を⼊場ゲートに掲⽰して推奨する。

・待機列に並ぶ際は、ソーシャルディスタンスを確保すると共に、
なるべく空いている列へ並ぶ。

・2名以上で⾏動する際、
対⾯ではなく並列して座るなど、
⾶沫感染のリスクを考慮する。

・飲⾷やお⼿洗いの前後では、⼿洗いを徹底する。

・回し⾷べ、回し飲みは避ける。

・⼤⼈数での⻑期滞留は避ける。

・混雑が予想される際、
⼊場者数及び、滞在時間の制限等を⾏う。
※⼊場制限を実施する⽬安は、
３㎡／⼈を超える混雑となる場合



運営・出店スタッフ向け

感染症対策

◯健康状態管理の徹底

・出勤前の検温、体調管理を徹底する。

・下記条件に当てはまるスタッフの参加は控える。
※37.5℃以上の発熱・咳・咽頭痛・呼吸困難・全⾝倦怠感・⿐汁・⿐閉・味覚、嗅覚障害
眼痛・結膜充⾎・頭痛・関節及び筋⾁痛・下痢・嘔吐・その他⾃覚症状

・スタッフの会期中の健康チェック。
体調が優れないスタッフが発⽣した場合は、速やかに帰宅指導を⾏なう。

◯運営業務に関する注意事項

・マスク、⼿袋の着⽤必須（ブース内は熱くなるので、熱中症にはご注意ください。）

・ブース内には必ず消毒液を設置し、定期的に使⽤ができる、補充ができる環境を
整備する。

・体調管理シートを作成し、検温をはじめとした定期的なスタッフの健康状態チェックを
実施する。
※発熱等々、健康状態に異常が⾒受けられる場合は、速やかに帰宅指導を⾏う。

・調理⾏為や接客業務をはじめ、⼈と触れ合う際はいかなる時にも⼿指消毒を徹底する。

・対⾯で⼈との接触が予想される箇所には、アクリル板やビニールカーテン
を設置する。

・現⾦の取り扱いはなるべく避け、オンラインチケットの販売、
キャッシュレス決済を推奨する。

・接客の際は、つり銭トレーを⽤いるなど、お客様との接触を控える
マニュアルで⾏なう。

・スタッフの⼈数は密集空間を作らないよう、必要最低限の⼈数に設定する。

・声を出す呼び込み⾏為などはせず、⽬視確認できるPOPなどを⽤いる。

・混雑が予想される場合、整理券を配布するなど客数の制限を設け、
混雑緩和を促す。

・待機列ができた際はソーシャルディスタンスを考慮して列整列を⾏なう。
※誘導スタッフは声を出さなくてもいいよう、あらかじめPOP掲⽰を⾏ない、

来場者が⽬視確認で並べるよう⼯夫する。

・窓⼝は間隔をあけて複数設けるなど、ソーシャルディスタンスへの配慮を⼼がける。



運営関係

感染症対策

◯消毒の徹底

・出⼊⼝ゲートをはじめ、お⼿洗いや場内複数箇所に消毒液を設置し、
来場者が常時⼿指消毒が⾏える環境を整える。

・トランシーバーや機材、備品などはスタッフ間で共有せず、
占有できる環境を整える。
※使⽤後は必ず消毒する。

・⼀定時間毎に、⼈がよく使⽤する場所、箇所の消毒及び清掃業務を徹底して⾏なう。
ex. お⼿洗い近辺や、来場者休憩所など

◯⾶沫感染リスクの緩和

・客席や控室には対⾯にパーテーションを設ける、あるいは対⾯にならないような
並列レイアウトを組み、感染リスクを抑える。

・⼤声での呼びかけ等は⼀切禁⽌とする。
ex. 拡声器の使⽤や、⽬視確認できるPOPの掲⽰、場内放送などで代⽤

◯救護室

・救護患者が発⽣した場合、携わるスタッフは⼿指消毒の徹底、マスク、⼿袋、
フェイスシールドの着⽤を義務とする。

・新型コロナウィルスに感染の恐れがある場合、速やかに管轄の保健所の指導を仰ぐ。

◯喫煙所

・密集空間を避けるべく、ソーシャルディスタンスによる定員を設け、
場合によっては⼊場を制限する。

・常時換気ができるよう、テントの半分を開放するなど⼯夫する。



・2021年3⽉27⽇(⼟)〜3⽉28⽇(⽇)の2⽇間営業できる⽅のみと致します。
1⽇出店は不可と致します。
(尚、搬⼊・セッティングは、3⽉27⽇(⼟)の朝とさせて頂きます。)

・通常飲⾷店営業をおこなっている⽅。飲⾷営業許可を保有する⽅。
※出店の際、⾷品衛⽣責任者の資格を保有するスタッフが現場に常駐する事。
・出店販売品⽬は飲⾷のみとなります。物品販売は不可と致します。
・本⼈以外の応募は出来ません。⼜、本⼈以外の出店は認めません

（法⼈は代表者と致します）。
・過去に⾷品衛⽣法、またはこの法律に基づく処分を受けた事がある⽅はお断りします。

・持参した容器を持ってきたお客様には、⼤盛サービスまたは値引きサービスをお願いします。
・出店の際に出たゴミは各⾃お持ち帰り頂くか、本部にてゴミ捨て許可シール付ゴミ袋を

お買い求めください。
・会場⾳量の総量調整をする試みとして電源ジェネレーターの使⽤をお控えください。
（実⾏委員会よりのクリーンエネルギー発電での電源供給をご利⽤下さい。）

＜ゴミ処理費＞ ※１袋（45Ｌ）あたり

・出店及び⾷品・販売⾏為に関連して発⽣した事故、苦情に対して全ての賠償責任を負って
頂きます。

・保健所の指導により、販売できない品⽬等があります。
・協賛企業の状況により飲料など販売品⽬が制限される事がございます。ご了承ください。
・衛⽣⾯に最⼤限の努⼒をし事故、苦情等が発⽣しないように注意して下さい。
・帽⼦、エプロン、⼿袋は必ず着⽤の事。
・売上は正確に申告して下さい、不正が⽣じた場合には次回からの出店をお断りいたします。
・出店料は事前に期限内のお振込をお願いします。
・出店位置に関してのご希望は⼀切お受けできません。
・瓶（危険物）：破損、廃棄、散乱防⽌のため会場内では瓶⼊りの飲料は販売することがで
きません。必ず容器に移しかえて販売して頂きますようお願いいたします。
※上記内容に違反し、スタッフの指⽰に従わない場合、退場して頂きます。
※事務局の判断により退場して頂いた場合には、出店料は返⾦致しませんのでご了承下さい。

⼀般ゴミ 燃えるゴミ(紙⽫・紙コップ)/プラスチック/⽣ごみ/油（固めたもの） 700円(税込)／袋
産廃ゴミ ペットボトル/ビン/⽸/古紙 800円(税込)／袋
段ボール 1つの段ボール箱につぶした段ボールを差し込んで1⼭単位 1500円(税込)／1⼭

出店募集要項

出店応募資格

禁⽌⾏為及び諸注意

環境対策（１）

飲⾷出店(キッチンカー)



SPRING LOVE 春⾵ 2021では、全飲⾷出店において、使い捨て⾷器などの「ごみ」を減らす、
ごみゼロイベントを⽬指していきます。 また、近年問題となっているプラスチックのごみにつ
いても、SPRING LOVE 春⾵ 2021 では「脱プラスチック」に取り組んでまいります。本企画
実施には、ご出店者の皆様の協⼒が必要不可⽋です。ご出店者の⽅々には趣旨に賛同して いた
だき、「脱プラスチック」への円滑な運営へのご協⼒を、何卒よろしくお願いいたします。

【⾷べ物】
・プラスチック製の使い捨て容器の使⽤はできません。紙⾷器の使⽤をお願いいたします。
・箸やフォーク、スプーンについてもプラスチック製のものは使⽤できません。⽊製または紙製

のものを使⽤してください。
・脱プラスチックの観点から、会場内ではプラスチック製のレジ袋の使⽤はできません。
紙製などでの代⽤をお願いいたします。

【飲み物】
・⽸、ペットボトルは、そのままの状態で提供することが可能です。（必ず開封してから提供し

てください）
・それ以外の飲料容器は全て、紙製カップを使⽤していただきます。
・飲み物の提供に必要なマドラーやストローについても、プラスチック製のものは使⽤できま
せん。⽊製または紙製のもの使⽤してください。

※来場者がマイ⾷器（⾃分のお⽫／カップ）を持参した場合はその⾷器を使⽤していただくよう
柔軟なご対応をお願いいたします。

出店募集要項

環境対策（２）飲⾷物の提供⽅法について

飲⾷出店(キッチンカー)



・2021年3⽉27⽇(⼟)〜3⽉28⽇(⽇)の2⽇間営業できる⽅のみと致します。
1⽇出店は不可と致します。(尚、搬⼊・セッティングは、3⽉27⽇(⼟)の朝とさせて頂きます。)

・出店販売品⽬は物販のみとなります。会場での調理販売は不可と致します。
・本⼈以外の応募は出来ません。⼜、本⼈以外の出店は認めません。（法⼈は代表者と致します）

出店募集要項

出店応募資格

禁⽌⾏為及び諸注意

環境対策

販売禁⽌品⽬

①盗品や法律で禁じられている物品。
②ポルノ、飲⾷物、動植物、化粧品、医薬品及び、嗜好品（いわゆる合法・危険ドラック。)
③出店者の販売及び管理に対して本部が不適当と判断した物品。
（上記以外にも本部判断により会場から撤去する場合があります。）

・ブース内外での⽕気、発電機の使⽤。
・レンタル品への紙・布ガムテープの使⽤。 (養⽣テープをご使⽤下さい。) 
・当⽇開催会場内で、他の出店者から買った物を⾃分の出店場所で売る⾏為。
・周囲に関して美観を損ねたり、⾵紀を乱す⾏為。
・占有ブース外での販売⾏為及び客引き⾏為。
・当⽇AM11:00迄に出店準備されない場合、⾃⼰キャンセル扱いとなり出店できません。
・出店位置に関してのご希望は⼀切お受けできません。
・出店の際に出たゴミは各⾃お持ち帰り頂くか、本部にてゴミ捨て許可のシール付ゴミ袋を

お買い求めください。
・会場内での盗難や販売でのトラブル及び事故等に関しては、出店者本⼈の責任となります。
・出店者の⾃⼰キャンセルによる参加申込料及び出店料の返⾦は出来ません。

・脱プラスチックの観点から、会場内ではプラスチック製のレジ袋の使⽤はできません。紙製
などでの代⽤をお願いいたします。

・会場⾳量の総量を調整する試みとして電源ジェネレーターの使⽤を原則禁⽌させて頂きます。
⽇没後からステージ終演まで営業希望の⽅は、バッテリー電源やランタン等を使⽤して下さい。

・出店の際に出たゴミは各⾃お持ち帰り頂くか、本部にてゴミ捨て許可シール付ゴミ袋をお買い
求めください。
＜ゴミ処理費＞ ※１袋（45Ｌ）あたり

物販出店

⼀般ゴミ 燃えるゴミ(紙⽫・紙コップ)/プラスチック/⽣ごみ/油（固めたもの） 700円(税込)／袋

産廃ゴミ ペットボトル/ビン/⽸/古紙 800円(税込)／袋
段ボール 1つの段ボール箱につぶした段ボールを差し込んで1⼭単位 1500円(税込)／1⼭



SPRING LOVE春⾵ 実⾏委員会事務局 担当：松尾
〒150-0036 東京都渋⾕区南平台町12-6

南平台ベルウッドビル301(有限会社フジヤマコム内)
MAIL：event@fujiyamacom.jp

送り先／問合せ先
出店に関してご不明点ご要望等ございましたら、お気軽に下記宛先までご連絡ください。
お送り頂きました個⼈情報は、出店管理に必要な範囲内においてのみ利⽤させて頂きます。

出店募集要項
お申込みについて
※出店申込書をご提出頂いても出店確定ではありませんのでご注意下さい。

申 込 締 切 出店選考通知(予定) 出店料⼊⾦期限

2⽉12⽇(⾦) 2⽉19⽇(⾦) 3⽉5⽇(⾦)
≪提出書類⼀覧≫

キャンセルポリシー
【お申込み〜出店通知まで[2/15(⾦)]】 キャンセル料なし
【出店通知後〜出店場所決定まで(3⽉中旬) 】 出店料の80％
【出店場所決定以降】 出店料の100％
※新型コロナウィルスの影響により延期・中⽌の場合、100%ご返⾦いたします。
その際の振り込み⼿数料は、出店者にてご負担ください。

申込⽅法

出店申込書に必要事項ご記⼊の上、フォームよりお申し込みください。
https://ws.formzu.net/fgen/S36327347/

飲⾷出店(キッチンカー)

□出店申込書
□営業許可証（東京都内⼀円）
□営業の⼤要
□⾞検証
□メニュー写真(SNS掲載⽤)
□キッチンカー外観写真(SNS掲載⽤)
□過去出店実績資料

⽇程 項⽬
2⽉12⽇(⾦) □応募締切

2⽉19⽇(⾦) □選考結果通知(予定)
□出店マニュアル送付(予定)

3⽉5⽇(⾦)
□出店料⽀払締切
□提出資料締切

3⽉中旬 □出店位置、搬⼊経路のご案内

物販出店
□出店申込書
□(⾷品販売の場合)⾷品ラベルの写し
□商品/展⽰物写真(SNS掲載⽤)
□過去出店実績資料

当⽇までのスケジュール

※状況により、多少前後する場合がございます。

応募フォームQRコード

https://ws.formzu.net/fgen/S36327347/

