
Hikariグルメグランプリ2019出店要項

Hikariグルメグランプ リは、光市をイメージした料理や光市産の食材を使用 した

料理を提供 し、食 と地域の文化の交流を通 じて地域活性化を目的としています。

¨詳細について=
2019年 11月 3日 (日 )午前 10時 00分～午後 3時 00分

〒743-0007 光市室積 1丁 目6-1
室積市場公園 室積 コミュニティセンター

Hikariグル メグランプ リ実行委員会

。光市をイメージした料理や光市産の食材を使用 した料理を提供。

・購入者に 1食につき投票用割 り箸を 1本配付 して、お気に入 りの料理

に投票 してもらうグランプ リ形式 とします。

・販売価格は出店者が決定 します。

・ 1店舗 1品 日とします。

・光市在住 (勤務)ま たは、光市で活動実績がある個人 。法人・団体 (自

治会 。各種団体 )

・同一団体による出店は 2店舗かつ 2ブースまでとします。その際、出

店団体名は店舗ごとに変えてください。

2019年 11月 3日 (日 )午前 10時 00分～午後 3時 00分

6, 000円 //ブース (参加料 4, 000円 、箸代 2, 000円 )

※テン ト、長机 3台、椅子 4脚を含みます。

電源は使用料 1, 000円 /個で利用可能です。

(出店料について、出店者様のご都合による出店キャンセルや天災等に

より中止になった場合は返却いたしません。 )

出店料は出店者会議の時に収めていただきます。

20ブース (20店舗 )

。実行委員会でイベン トの目的等 と照 らし合わせて審査 し、妥当と認め

られる者を出店者 として決定 します。

・応募者多数の場合は、地域性や出店料理の内容等を考慮 して出店者を

決定 します。したがって出店希望に添えない場合もあ りますので、あ

らか じめご了承 ください。

・決定については、申込みされた団体等に個別に通知 します。

・出店者にお任せ しますが、 100円 単位 としてください。

・大会中に販売価格を変更することはできません。

。全額出店者に帰属するものとします。

・金銭管理は各出店団体が責任を持って行ってください。主催者は一切

責任を負いません。



。つ り銭は各 自で準備 してください。本部では用意 してお りません。

また、つ り銭などの管理は出店者 自身で行ってください。

・食材を保管するクーラーボックスを用意 してください。食材は原則 と

して現地で加熱調理 してください。

・販売メニューや価格は良く目に付 くものを使用 してください。

・買い物袋・包装紙等販売関連品は、出店者各 自で準備 してください。

・出店開始前の調理用水は指定の場所で準備いた します。ポ リタンク等

を持参 してください。

。消火器は各 自で用意 してください。本部では用意 してお りません。

・臨時営業許可申請については、実行委員会が出店者のデータを一括 し

て保健所に申請 します。

・加熱調理をせずに提供する野菜は、保健所の指導によリブース内でカ

ットすることはできませんので、事前にカットした野菜を使用すると

ともに、保存方法に十分注意 してください。

衛生管理に十分注意を払い、消毒液等で定期的な手の消毒を行ってくだ

さい。消毒液は事務局でも準備いた します。

幅  1.5間  × 奥行  2問 (2.7m× 3.6m)

実行委員会で決定後改めてご連絡いたします。(出 店数によって変更有 )

。大雨 。強風・雷雨 。台風接近による警報が発令された時。
。その他、中止せざるを得ないと判断される緊急事態が発生した時、

または発生する可能性が高い時。
。出店者の飲酒は禁止です。

・イベン トに関する第二者に対する賠償保険並びに来場者のケガに対

する見舞金に関する保険は主催者にて加入 しますが、出店物等につい

ては、主催者では一切の責任を負いませんので、保険等に各出店団体

が必ずご加入 ください。

・パンフレット作成やマスコミ等の取材対応のため、商品の写真をデー

タで提出ください。

提出書類 Hikariグルメグランプ リ出店申込書 ★提出部数  1部
・受付期間 :2019年 9月 27日 (金)ま で

。受付時間 :午前 8時 30分～午後 5時 00分 (土。日・月・祝 日を除く)

。応募方法

所定の出店参加 申込書に必要事項を記入 し、メール、ファックスまたは

持参により提出してください。

出店の申込にあたつては、次により 込申 圭 L ノ
＼を さい。提 出 して

Hikariグル メグランプ リ実行委員会事務局

〒743-0007 光市室積 1丁 目6-1 室積 コ ミュニテ ィセ ンター内

TEL・ FAX      : 0 8 3 3-7 8-0 2 6 7

メーールア ド
｀
1/ジく :hikarigurumeguranpuri@gmail.com

・許可書を発行 します。原則 1店舗につき 1台分 とな ります。



Hikarlグルメグランプリ2019
出 店 申 込 書

出店資格等を全て満たしていますので、次のとお り出店を申し込みます。

なお、出店に当たっては、出店要項を遵守 します。

申込 日 年  月  日

1出店団体名

フリカ
゛
ナ

2責任者名
担当者名
(担当者連絡D 携帯

3所在地等

所在地
T

電話 FAX

メーブレ

ホームヘ
°
―ゾ なし。あり (llt毎 〃

4料理名 価格 円
予定

販売数
食

5料 理のキャッ

チフレーズ

(15～25文字程度)

6 使用備品の

数量
長机     台     椅子    脚

※長机は3台、椅子は4脚以内でお願いします。

7持 込設備及び

電気使用量

電気の使用 有 。無

※利用料 1,000円/本 (差込4口/木 2,αЮWまで)

使用内容 (調理器具等)    0肖 費電力 :ワ ット数)

【記入例 :冷凍庫 1,500w】

水道の使用 有・無

ガスの使用 有 。無
′使用内容 (調理器具等)、 イ吏用量 (LPガス○Okg)

その他器具等

8備 考

ЖI墓亜の I生星:塗杢墓丞び調理左塗笠翼△塾 _璧も記載と整塵kさ上菫立L



使用食材及び調理方法等記入表

保健所に申請をするため詳しく記入をお願いします。

★料理名

使用食材 調理方法 使用設備


