
SPRING LOVE春風2023
出店募集要項

SPRING LOVE実行委員会

SPRING LOVE春風2023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。

皆さまのお申込みをお待ちしております。

申込締切：2023年1月27日（金） 必着
選考結果通知：2023年2月3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 2023
：2023年3⽉25⽇(⼟) OPEN 11:00 / CLOSE 20:00（予定）

3⽉26⽇(⽇) OPEN 10:00 / CLOSE 20:00（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実⾏委員会
：関東地⽅環境事務所
：無料（予定）
：2⽇間約10万⼈
：■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) 20店舗

71,500円
(税込)

+
売上20%

■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11,000円(税込)
※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

30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：11,000円(税込)】
無し

※近隣の駐⾞場を
ご利⽤ください。

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：11,000円(税込)】

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：27,500円(税込)[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：33,000円(税込)[テントサイズ 5.4m×3.6m]※横幕、ウエイト付
・⻑テーブル：2,200円(税込) ・パイプ椅⼦：880円(税込)
※出店確定しましたら、改めてオプションレンタルリストをお送りいたします。
※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兼ねます。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。



・2023年3⽉25⽇(⼟)〜3⽉26⽇(⽇)の2⽇間営業できる⽅のみと致します。
1⽇出店は不可といたします。
(尚、搬⼊・セッティングは、 3⽉24⽇(⾦) もしくは3⽉25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。
・本⼈以外の応募はできません。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。

・容器を持参したお客さまには、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いただくか、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。
（実⾏委員会からのクリーンエネルギー発電での電源供給をご利⽤ください。）

〈ゴミ処理費〉 ※１袋（70Ｌ）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
いただきます。

・保健所の指導により、販売できない品⽬などがあります。
・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。予めご了承ください。
・衛⽣⾯に最⼤限の努⼒をし、事故、苦情などが発⽣しないように注意してください。
・帽⼦、エプロン、⼿袋は必ず着⽤してください。
・売上は正確に申告してください。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いたします。
・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いただ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、出店を取り消しする場合がございます。
※事務局の判断により出店の取り消しの場合、出店料は返⾦致しませんのでご了承ください。

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 2023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 2023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、ご出店者の皆様のご協⼒が必要不可⽋です。ご出店者の⽅々には趣旨にご賛同していた
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。
（⽸販売は、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。

※ただし「バイオマスプラスチック」は使⽤可とします。

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)



・2023年3⽉25⽇(⼟)〜3⽉26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24⽇(⾦) もしくは3⽉25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ください。) 
・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（70Ｌ）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実⾏委員会事務局 担当：下地
〒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)
TEL：03-5784-0423

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ください。

申 込 締 切 出店選考通知(予定) 出店料⼊⾦期限

2023年1⽉27⽇(⾦) 2023年2⽉3⽇(⾦) 2023年2⽉24⽇(⾦)

≪提出書類⼀覧≫

キャンセルポリシー
【お申込み〜出店確定通知まで[2/3(⾦)] 】 キャンセル料なし
【出店確定通知後〜出店位置決定まで(3⽉中旬) 】 出店料の80％
【出店位置決定以降】 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
出店ご希望の⽅は、以下フォームよりお申し込みください。

【PC】https://ws.formzu.net/fgen/S138312878/
【SP】https://ws.formzu.net/sfgen/S138312878/

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(HP・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
1⽉27⽇(⾦) □応募締切

2⽉3⽇(⾦) □選考結果通知(予定)
□出店マニュアル送付(予定)

2⽉24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(HP・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/S138312878/
https://ws.formzu.net/sfgen/S138312878/

