
クオーレの里 30th ANNIVERSARY FES 出店要項 

【開催概要】 

●イベント名称 

  クオーレの里 30th ANNIVERSARY FES  

 

●目的 

  1993 年 5 月に OPEN したクオーレの里。たくさんの笑顔に出会い、たくさんの人の思いとともに

クオーレの里は成長し、おかげさまで今年 30 周年を迎えます。これまでご愛顧いただいた皆様へ

感謝の気持ちを込めて、アウトドアの楽しさと町の魅力がギュッと詰まった、子供から大人までみ

んなに楽しんでいただけるような記念イベントの開催を目指します。 

 

●主催者 

  主催（株）美濃白川クオーレの里 / 後援 白川町 / 協力（株）カナル CAMPAL SHOP 

 

●開催日時および出店募集期間 

  開催日 令和 5 年 5 月 28 日(日) 10：00～15：00 

  出店募集期間 ～令和 5 年 2 月 28 日(火) 

 

●開催場所 

  クオーレの里 芝生の広場（6,000 ㎡） 〒509-1104 岐阜県加茂郡白川町和泉 181-1 

 

【出店募集について】 

●出店対象 

  当イベントの目的に賛同する事業者・個人・グループを対象とします。原則として、町内、町外

（可茂圏域内）の事業者や個人を対象としますが、圏域以外からの出店は、主催者の推薦や出店依

頼を受けた方とします。 

 

●募集出店数 

  一般公募・クオーレの里推薦 35 店舗程度（応募数の多い場合は締切終了とさせていただきます。） 

 

●販売品目 

  ①飲食（テントまたはキッチンカー） ②スイーツ、食品販売 ③地場の農水産物 

④手作り雑貨、クラフト ⑤日用品、衣料品など ⑥サービス（ネイルやマッサージなど） 

⑦フリーマーケット ⑧その他主催者が認めたもの 

※食品販売は当日有効な食品営業許可証をお持ちの方に限ります。 



●小間について 

  ・1 小間のサイズは、約 3ｍ×3ｍです。 

  ・原則として 1 出店者 1 ブースのみとなります。（応募数によって変更の場合あり） 

  ・テントは各自で持ち込み下さい。ウェイトやペグ打ちなど風対策も各自でお願いします。 

   食品を扱う店舗は、天候に限らずテントの準備をお願いします。 

テントを用意できない場合はクオーレの里の貸出をご利用下さい。（数量に限りあり） 

  ・ブースの配置については、商品内容などから主催者側で決めさせていただきます。出店者同士で

場所の変更はしないでください。 

  ・店舗ごとに店舗名を表示してください。 

 

●出店申込み方法 

  下記の Google フォーム（QR コード）からお申し込み下さい。締切日厳守【２月２８日迄】 

出店の確定については、個別連絡（TEL/メール）にてお知らせします。 

※出店内容が当イベントに不適当と判断した場合や出店数が上限に達した場合は出店をお断りする

場合がございます。 

 

申込みフォーム →  

  

【料金について】 

●出店料 

  1 店舗 （最大 3.0ｍ×3.0ｍ正方形） 2,000 円 

  （開催当日に集金に回りますのでお釣りのないよう準備下さい。） 

 

●器材の貸出 

  原則、出店に伴う長机、テントなど必要な器材については出店者でご用意ください。 

  なお、クオーレの里では下記器具を有料で貸出できますので、ご希望の場合は出店申込フォームに

記載してください。 

 

器材貸出料 

タープテント（2.5ｍ×2.5ｍ） 貸出可能数 先着 約 5 張 1 張 2,000 円 

長机（1,800ｍｍ×450ｍｍ）  貸出可能数  先着 約 8 台 1 台  500 円 

 注 1：設営・設置は各自でお願いします。 

 注 2：タープテントのキャンセルは開催日の 2 日前までにご連絡下さい。 

 

 

 

 



【食品の調理や販売を行う出店者さまへ】 

●許可申請 

  ・食品を取扱う出店者は各自で、その内容に基づく許可証（露店営業許可証、臨時営業許可証）の

申請手続き等をお願いします。 

  ・許可証をお持ちの方は当日、見やすい位置にご提示ください。 

 

●衛生管理等 

  屋外の調理行為については、「ほこり」等を介して食品が汚染される可能性がありますので、取り

扱いには次のことに注意してください。 

   ①手洗いを常に心がけ、金銭の受け渡し後などは、必ず手洗いしてください。 

   ②調理済み食品及び原材料は、土ぼこりなどがかからないようフタのついた容器で保存するよう

にしてください。 

   ③容器、原材料、調味料などは直接地面に置かないようにして下さい。 

   ④保冷、保温が必要な食材については、冷蔵庫などを準備するなど対応をお願いします。 

   ⑤前日調理は避けてください。 

   ⑥出展ブース内には、従事者以外の者を入れないで下さい。 

   ⑦不審者、不審物を発見したら、本部又はスタッフに連絡してください。 

   ⑧ブースの外での販売は絶対にしないでください。 

   ⑨酒類を販売される出店者については、飲酒運転とならないよう必ず確認してください。 

   ⑩火気を使用する出店者は、ブース内に消火器の設置をお願いします。 

【搬入・搬出・駐車場について】 ※添付資料①.②参照 

●搬入 

  ・芝生の広場会場への車両乗り入れは搬入・搬出時のみ可能です。（キッチンカー、展示車両のみ常駐可） 

・車両での搬入は午前 8 時 0０分～午前９時３０分までに行って下さい。 

・芝生の広場での走行は最徐行「10ｋｍ/ｈ以下」で芝生に支障のない運転を心がけて下さい。 

※芝生のコンディションによっては車両の乗り入れを制限する場合がございます。（泥濘など） 

なお、駐車場と会場は隣接していますので手運びでも搬入距離は比較的近いです。 

 

●搬出 

  ・車両での搬出は午後３時 30 分～午後５時 00 分までに行ってください。 

・午後 3 時半までは車両の移動を禁止します。手運びで車両まで運ぶことは許可します。 

  ・搬出時も最徐行「10ｋｍ/ｈ以下」で芝生に支障のない運転を心がけて下さい。 

 

●駐車場について 

  ・出店者の車両は芝生の広場【臨時駐車場】へ駐車して下さい。 

・出店者が第 1 駐車場・第 2 駐車場に駐車される場合は、駐車料金が必要です。 

※駐車の際は必ず「出店者駐車許可証」をダッシュボードの見える場所に提示して下さい。 



【清掃・ゴミの処理について】 

  ・ブースによるゴミは出店者が責任を持って持ち帰りください。 

  ・クオーレの里にて処分を希望される方は、管理棟で指定ゴミ袋（200 円）をご購入いただき、指

定のゴミ捨て場（ストックヤード）にて処分をお願いします。 

  ・終了後は、使用した場所をきれいにし、原状回復してください。 

【コロナ対策について】 ※国の指針により変更の場合があります。 

  ・開催当日は検温を実施の上お越しください。発熱がある場合は出店をご遠慮下さい。 

・出店者は全員マスクを着用の上、定期的にアルコール清掃や手指の消毒を行ってください。 

  ・密の状況を作らないよう、適宜お客様へお声がけを行ってください。 

【開催中止について】 

  ・事業は、雨天決行です。ただし、大雨、台風、強風などの悪天候や、新型コロナウイルス感染症

の拡大等により、開催を中止する場合があります。 

 ≪中止の場合≫  

  ・前日判断の場合：前日 17：00 までにクオーレ公式 HP 及び SNS にて中止を発表いたします。 

  ・当日判断の場合：前日判断が難しい場合は当日 7：00 までに中止を発表いたします。 

  ・出店を予定されている方には申込フォーム記載の連絡先へ中止のご連絡を差し上げます。 

・天候や新型コロナウイルス感染症の拡大等による開催中止の場合、主催者は損害賠償の責は一切

負いません。 

【出店のキャンセルについて】 

  ・出店確定後、出店者の都合によりキャンセルする場合は、以下のキャンセル料をいただきます。 

◇開催日の 7 日前から当日：出店料の 100％ 

 ※キャンセル料はイベント開催後にお振込みにて徴収いたします。 

【注意事項】 

・電源の貸出はありませんので、各自発電機などを持参してください。 

  発電機は延長コードなどを使って、なるべくブース・来場者から離れた場所に設置していただき

ますようご協力下さい。 

・会場に給水設備はございません。水タンクをご持参いただくか、キャンプ場の炊事場をご利用く

ださい。（徒歩 2～3 分） 

・火気の使用を希望の場合は、必ず事前にご相談ください。 

・喫煙は会場外に設置してある喫煙所をご利用下さい。 

・トラブルは各店での対応をお願いします。万一のトラブル（食中毒等）に対しての責任は出店者

が負ってください。主催者はその責任の一切を負いません。 

・ルールを逸脱した行為や衛生上の問題が発生するなど、主催者が出店継続不可能と判断した場合



は、出店を中止していただく場合があります。その場合、出店に関係する経費の補償は一切致し

ません。 

・イベント当日、参加各店の写真を撮影します。（ケーブル TV 取材あり） 

  写真や映像はクオーレの里 HP や SNS、広報、各種媒体で使用する場合がありますので、あらか

じめご了承下さい。 

 

出店に関する不明な点は、下記主催者までお問い合わせください。 

 

 

主催者（株）美濃白川クオーレの里 

〒509-1104 岐阜県加茂郡白川町和泉 181-1 

TEL 0574-72-2462 MAIL info@e-900.com 

担当：新田 

 

 

次頁に添付資料あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



添付資料① 

【イベント出店までの流れ】 

1.出店申込み   Google フォームより出店申し込みを完了してください。締切～2/28 まで 

2.書類送付    出店が決定した方に、①会場案内図 ②出店料貸出料の請求書 ③車両の「駐

車許可証」を郵送またはメールにて送付します。（４月下旬発送予定） 

3.前日準備    前日準備はできませんが、特段の事情がある場合は事前にご相談ください。 

4.イベント当日  楽しく過ごしましょう！ 

 

【イベント当日のスケジュール】 

時 間 全体の動き 出店者の動き 

8：00～ ★出店者搬入開始 

 

「出店者駐車許可証」を

ご提示ください 

 

★テント設営 

 出店準備 

・器材・備品・商品の搬入 

・会場内は最徐行し、主催者の指示に従って下さい。 

・搬入後は速やかに指定の駐車場へ車の移動をお願い

します。 

・貸出品は、指定のブースに置いてありますので、 

各自設置をお願いします。 

・備品はスペースに収まるようにお願いします。 

 

9：00～ 

 

 

9：50 

★出店受付 

 出店料・貸出料支払い 

★9：30 までに 

全車両退出 

・本部にて出店の受付と出店料及び貸出料の支払いを

して下さい。 

・車両は荷物運搬後、速やかに指定の駐車場へ！ 

 （9：30 までに全車両退出） 

9：50 ★出店準備完了 ・10 時開始には全店でお客様を迎えられるよう、スム

ーズな準備にご協力下さい。 

10：00 ★イベントスタート ・大いに盛り上がっていきましょう！ 

15：00 ★イベント終了 ・お疲れさまでした。 

15：00～ ★片付け開始 ・15 時前の撤収、搬出作業はできません。 

・貸出品はテントを畳んで主催者の指定する場所に運

んで片付けてください。 

・持ち込まれた備品は全て持ち帰りください。 

・ゴミは責任を持って持ち帰りください。 

 クオーレの里にて処分を希望される方は、管理棟で

指定ゴミ袋を購入のうえ、指定のゴミ捨て場にて処

分して下さい。 

15：30 ★車両乗り入れ開始 ・会場内は最徐行し、主催者の指示に従って下さい。 

17：00 ★全行程終了 ・ご協力ありがとうございました。 



 

添付資料② 

駐車場案内図 
至 R41 

至 笹平高原 

芝生の広場 

イベント会場 

※橋の上 すれ違い不可 

キャンプエリア 

来場者入口 

搬入搬出口 

第 1駐車場 

【イベント来場者用】 

第 2駐車場 

【施設利用者用】 

第 3駐車場 

【イベント来場者用】 

臨時駐車場 

【出店者用】 

臨時駐車場 

【出店者用】 

オートサイト 

管理棟 

WC 

県道 62号線 

駐車場入口 

※通り抜け

できません 

クオーレの里

入口 


