
出展・ブースの仕様（出展者の皆さん、ご確認ください） 

全部門共通 
●開催日時 
2018（平成 30）年 5 月 5 日（土曜日） 10 時～17
時 雨天決行 
●開催場所 
一宮市 真清田神社境内／宮前三八市広場／本町商店
街 
●お問合せ 
メール  info@miyaichi.net （緊急の場合のみ 090-
2265-9188 星野博） 
★出展・出店に関する疑問点などは、ＨＰ内の「FAQ
よくいただくお尋ね（出展者の皆様）」をご参照くださ
い。 
●注意 
出展・出店に関してはすべて自己責任でお願いします。 
------------------------------------------------------------ 
アートクラフト系ブース  

(1) 138のモノづくり 
● 出展のありかた 
・自分でつくった作品を、自分で展示し、自分で販売
します。 
・仕入品、飲食物、他者の著作権や商標権がある素材
を使用した作品は販売できません。 
・出展者は必ずワンコインアートに参加していただき
ます（収益金は震災支援の寄付金とします。） 
ワンコインアート用の 500円以上の作品 1点を必ず提
供してください。ワンコインアート用の作品は当日の
朝、受付時にお渡しください。※「ワンコインアート」
とは、来場者と出展者を繋ぐ企画です。1 回 500 円の
くじで作品が 1 つ当たります。作品にはご自身のプロ
フィールやＰＲなどを自由に入れてください。 
●ブース 
・1ブース：２.４m × ２.４m 
・場所：真清田神社境内または三八市広場（ともに屋
根なし） 
・備品：机・椅子・テントなどすべて持ち込み 
 

------------------------------------------------------------
アートクラフト系ブース  

(2) はんじょうアート 

------------------------------------------------------------ 
● 出展のありかた  
・自分でつくった作品を、自分で展示し、自分で販売
します。 
・仕入品、飲食物、他者の著作権や商標権がある素材
を使用した作品は販売できません。 
・出展者は必ずワンコインアートに参加していただき
ます（収益金は震災支援の寄付金とします。） 
ワンコインアート用の 500円以上の作品 1点を必ず提
供してください。ワンコインアート用の作品は当日の
朝、受付時にお渡しください。※「ワンコインアート」
とは、来場者と出展者を繋ぐ企画です。1 回 500 円の
くじで作品が 1 つ当たります。作品にはご自身のプロ
フィールやＰＲなどを自由に入れてください。 
●ブース 
・1ブース：０.９m × ０.９9m 
・場所：一宮市本町４丁目 アーケード内（屋根あり） 
・備品：机が付きます（会議用長机の半分 １ブースあ
たり 0.9m×0.45m） 
------------------------------------------------------------
アートクラフト系ブース  

(3) 素材やマーケット 

------------------------------------------------------------ 
● 出展のありかた  
・作品を手作りするための色々な素材を販売するブー
スです。 
＊自分で作ったオリジナル作品である必要はありま
せん。 
●ブースのかたち 
・1ブース：２.４m × ２.４m 
・場所：真清田神社境内または三八市広場（ともに屋
根なし） 
・備品：机・椅子・テントなどすべて持ち込み 
 

http://morino381.sblo.jp/article/182728801.html


------------------------------------------------------------
広報・参加体験系ブース 

(4) 市民活動大集合！ & ヒロ

ガルミヤイチ  

------------------------------------------------------------
● 出展のありかた (4)市民活動大集合！ 
・地域へ貢献する活動のあれこれをパネル展示や体験
教室などで面白く伝えます。 
・個人やグループ。公益性があれば企業やお店など、
ビジネスでもOK。 
・参加料（材料代）は、無料・有料どちらでも構いま
せん。 
● 出展のありかた (4)' ヒロガルミヤイチ 
・各地の観光資源など案内を配るなどをきっかけに、
継続する連携関係を構築しましょう。 
・上記(4)市民活動大集合！と同じです。 
●ブースのかたち 
・1ブース：２.４m × ２.４m 
・場所：本町通１丁目商店街（屋根なし） 
・備品：机・椅子・テントなどすべて持ち込み 
・電源は使用量と使用器具に制限があり、事前申込（発
電機持込は不可 ）。 
------------------------------------------------------------
広報・参加体験系ブース  

(5) 杜の学校  

------------------------------------------------------------
● 出展のありかた  
・アートやクラフトのワークショップ、昔懐かしい遊
びの体験教室など。 
・大人から子どもまで楽しめるような遊びやモノづく
り・を体験する教室を開校しましょう！ 
・参加料（材料代）は、無料・有料どちらでも構いま
せん。 
・教室や作品 PRの場としてもご活用ください。 
・大きい音や匂いの強いものはご相談ください。 
 
●ブース 
・1ブース：２.４m × ２.４m 
・場所：本町通３丁目 アーケード内（屋根あり）テン

トは原則、使用不可 
・備品：机・椅子・テントなどすべて持ち込み 
・電源は使用量と使用器具に制限があり、事前申込（発
電機持込は不可 ）。 
------------------------------------------------------------
フード系ブース（もりもりフードコート） 

(6) 一般飲食  

------------------------------------------------------------ 
● 出展のありかた  
ここにしか無いもの、オリジナリティあふれるものを
提供してください。 
※飲食出店には、出店内容に応じた許可証が必要です。 
●ブース 
・1ブース：２.４m × ２.４m 
・場所：真清田神社境内・宮前三八市広場可 
・備品：机・椅子・テントなどすべて持ち込み 
・「現地調理ブース」会場で作って販売、かつ・または
「パック詰め販売ブース」弁当や惣菜などをパックに
して販売 
※ビール・ワイン・チューハイなどの酒類の販売は別
途事前に登録必要 
・電源は無し、発電機持込は原則不可(事情がある場合
は事前に相談) 
------------------------------------------------------------
フード系ブース（もりもりフードコート） 

(7) おかし横丁  

------------------------------------------------------------
● 出展のありかた  
ここにしか無いもの、オリジナリティあふれるものを
提供してください。 
和洋のお菓子類が大挙揃います。 
※飲食出店には、出店内容に応じた許可証が必要です。 
●ブース 
・1ブース：１.８m × １.８m 
・場所：本町通２丁目 アーケード内（屋根あり）テン
トは原則、使用不可 
・備品：机・椅子などすべて持ち込み 
・「パック詰め販売ブース」 菓子やパンをパックにし
て持ち込んで販売 
※飲み物の販売はできません 



・電源は無し、発電機持込は不可 
------------------------------------------------------------
フード系ブース（もりもりフードコート） 

(8) キッチンカー  

------------------------------------------------------------ 
● 出展のありかた  
ここにしか無いもの、オリジナリティあふれるものを
提供してください。 
キッチンカーが公園に並びます。 
※飲食出店には、出店内容に応じた許可証が必要です。 
●ブース 
・1 ブース：【Ｓ】２.４m × ４m 【Ｍ】２.４m × ６
m 
・場所：【けんしょうランド】本町通１丁目商店街に面
した剱正幼稚園の駐車場（屋根なし）【葵にぎわい広場】
本町通２丁目商店街に隣接したオリナス隣、葵公園地
内（屋根なし） 
・備品：机・椅子などすべて持ち込み 
・キッチンカ‐で、「現地調理ブース」会場で作って販
売、かつ・または「パック詰め販売ブース」弁当や惣
菜などをパックにして販売 
※ビール・ワイン・チューハイなどの酒類の販売は別
途事前に登録必要 
・電源は無し、発電機は小音量のものの持込のみ 
------------------------------------------------------------
フード系ブース（もりもりフードコート） 

(9) はんじょうフード  

------------------------------------------------------------
● 出展のありかた  
ここにしか無いもの、オリジナリティあふれるものを
提供してください。 
キッチンカーが公園に並びます。 
※飲食出店には、出店内容に応じた許可証が必要です。 
 
●ブース 
・1ブース：０.９m × ０.９9m 
・場所：一宮市本町４丁目 アーケード内（屋根あり） 
・備品：机が付きます（会議用長机の半分 １ブースあ
たり 0.9m×0.45m） 

・「パック詰め販売ブース」弁当やパンのパック詰め販
売 
※ソフトドリンク可（注いでの販売は不可） 
・電源は無し、発電機持込は原則不可 
------------------------------------------------------------
アート系ブース・フード系ブース （ツナガルミヤイチ） 

(10) エキノミヤイチ  

------------------------------------------------------------ 
● 出展のありかた  
・一宮駅のコンコース内で飛び出し企画 
・出展内容は、アートクラフト作品やパック詰めのフ
ード、お菓子など「手づくり」品 
・一宮駅で、杜の宮市に来られる方、一般の乗降客、
買い物客などを対象に、ミヤイチ的な物販イベント 
 
●ブース 
・1ブース：正面１.８ｍ × 奥行１.２ｍ相当 
・場所： 一宮駅コンコース内西側部分（名鉄百貨店と
ファミリーマートの間） 
・ 火器・調理は不可。クラフト作品は仕入れ品は不可 
・ 机や椅子、展示用具などはご自身で用意（テントは
不可） 
・ 電源は無し（発電機の持ち込みも不可） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
杜の宮市準備委員会 
郵便番号 491-0859 
愛知県一宮市本町四丁目１２番７号 
info@miyaichi.net http://www.miyaichi.nbet 
090-2265-9188（星野博）fax0586-72-8885
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