第４回 NODA 産 FOOD フェスタ
～

野田産フードで食いだおれ

～

出店募集のご案内

1． はじめに
この度 NODA 産 FOOD フェスタ実行委員会では、野田の食材を利用して野田市をにぎわいのあ
る街にするイベントを今年も企画しました。野田市内における食文化を通じて、野田の魅力を
再発見し、市内外に発信していきます。また、地産地消の観点に基づき、野田の食の活性化と
共に、地域の発展を図りたいと思います。
2． 第４回ＮＯＤＡ産ＦＯＯＤフェスタ開催日時
２０１７年 ９月１０日（日）
・投票締切り １４：４５

９：００～１５：３０
・ 結果発表 １５：１５～

3． 会 場
清水公園 花ファンタジア

駐車場 特設会場

千葉県野田市清水９０６
アクセス 電車／アーバンパークライン 清水公園駅 西口 下車徒歩 12 分
4． 開催規模
来場数 １５，０００人の来場を目標予定
5． 主 催
ＮＯＤＡ産ＦＯＯＤフェスタ実行委員会
6． 共 催
ＮＰＯ法人 そい・びーんず
公益社団法人野田青年会議所
7． 後 援（予定）
野田市／野田市観光協会／野田商工会議所／野田市関宿商工会／野田商工会議所青年部／
野田市関宿商工会青年部／野田商工会議所女性会／一般社団法人柏青色申告会青年部／
野田市商店街連合会／野田市料理業組合／(社)千葉県調理士会野田支部 （敬称略 順不同）
8．協

力（予定）

㈱千秋社／野田観光土産名店会／千葉県立清水高等学校／学校法人鎌田学園／千葉日報／
東葛毎日新聞／チバテレビ／Ｊ－ＣＯＭ／ＮＨＫ千葉放送／

公益社団法人日本青年会議所関東地区千葉ブロック協議会
（朝日、読売、毎日、日経、各新聞社）
（敬称略 順不同）
9． 協 賛（予定）
キッコーマン㈱／コカ・コーラボトラーズジャパン㈱／キノエネ醤油㈱／ちば東葛農業協同組合
／窪田味噌醤油㈱／泉陽興業㈱／雪印メグミルク㈱野田工場／茨城急行自動車㈱／野田ガス㈱／
敷島製パン㈱パスコ利根工場／グリコ千葉アイスクリーム㈱／東武バスイースト㈱／東武鉄道㈱
／野田市農産物ブランド化推進協議会／その他各種企業団体

（敬称略 順不同）

10．グランプリの決定方法
来場者にフード部門、スイーツ部門、麺部門の各グルメを食べ比べていただき、お気に入りの
グルメに投票してもらいます。
１４時４５分投票締め切り時の集計で最も投票数の多かったグルメが各部門のグランプリと
なります。
11．出店内容 （募集店舗数

４０店舗（予定））

コンテスト出店者と販売ＰＲ出店者を募集します。
・コンテスト出店者はフード部門、スイーツ部門、麺部門の３つの部門にてコンテストを行う。
野田産の物をより多く取り入れた出品には特別賞を考えております。
（１）コンテスト出店者 出店資格
１ 出店商品は、野田産の野菜・果物（例 長ネギ・なす・ほうれん草・リーフレタス・春菊・み
つば）、野田産の豚肉・鳥肉、野田産の卵、野田産の乳製品、野田産の醤油を必ず使用する地
域名物食（以下、「地域名物食等」という）とする。（１品必ず使用、２品以上推奨）
野田産の物をより多く取り入れたアイデア商品には特別賞の対象となります。
※ 「地域名物食等」とは、各地域において永く食され地域の名物として認知されている品目
または、各種まちづくり活動等で新たに提案されている品目とします。
2 出店商品のメニュー名には「野田」「野田産」を使用する。
3 グランプリを獲得した場合、レシピおよび料理名を野田名物グルメとして広く、ＰＲすること
に同意する。
4 「のだ」名物グルメの誕生と発展に向けて協力し応援できること。また、出店メニューを店舗
等での提供に協力できること。メニュー等で、一年間販売してください。
5 出店者が多数の場合は書類選考にて決定致します。
6 衛生面に留意し、出店者は保健所の指導を必ず受けて頂き、保健所への申請を出店スタッフ全
員分を含めて必ず提出して頂くこと。（コピー可）
7 出店者は、市内に店舗を構えている方、市内在住の方、主催者が認める協力団体に限ります。
（販売ＰＲ出店者は対象外）
8 各団体での出店の場合は、必ず野田市内に既存する飲食店があること。尚代表は店主とするこ

と。
9 コラボ商品（Ａ店カレー屋＋Ｂ店ハンバーグ屋＝ハンバーグカレーなどの商品）及び共同の出
店はご遠慮願います。共同出店の場合は販売ＰＲ出店となります。
10 趣旨に賛同し、主催者に協力できるもの。
（2）販売品目について
1 地域名物食等の出品は必須条件とします。
2 参加申込書に記載ない品目は、販売できません。
3 他地区の地域名物食での商標権に抵触するものは販売できません。
4 販売品目は、コンテスト商品フード部門１品、または麺部門１品。スイーツ部門１品目とし
ます。
コンテスト以外商品は出店者が可能であれば数品販売してもよいです。
5 生モノ等、保健所の指導をうけてないものは販売できません。
6 原則、野田市内で生産された生鮮品等を使用していただき、使用材料の表示をお願い致しま
す。
（3）販売方法について
1 現金販売と主催者が用意したチケットとします。
（調理を行う方は、衛生を保つため現金を触らないようにして下さい。）
（4）提供方法について
1 販売価格に見合った量のご提供をお願い致します。
2 目安として、通常 1 人前の約半分程度でのご提供をお願い致します。
（5）販売価格について
1 １００円～５００円まで、１０円単位でお客さまに配慮した価格設定でのご提供をお願い
致します。
2 販売価格については、採算を取れる価格を基準とし、不当に乱売しないでください。
（6）出店条件について
1 9：00～15：00 まで販売出店を原則とします。
2 雨天決行
3 イベント運営に協力し、楽しんで参加してください。
4 出店者同士、協調し仲良くしてください。
5 出店スペースの範囲を守って販売を行ってください。
6 出店場所は、抽選により決定いたします。なお場内インフラの関係上、提供商品の性質により
出店場所を限定することがあります。
7 主催者の指示および実施要領を順守してください。
8 調理する場合は、調理場所の下を必ず養生して、汚れないようにしてください。

（火気を使用するところは防炎シートなどを使用ください。）
また、調理カスなどテント内で汚れた場合は清掃してください。
汚れなど発見した場合は、出店者様の方で現状回復していただくようお願い致します。
9 完売した場合、完売の報告をお客様に解るよう提示してください。
また、販売中に混雑してお客様が並ぶ場合、整列・誘導等は各出店者様でお願い致します。
10 グランプリを獲得した商品は殿堂入りとし、コンテスト商品としては販売できません。ですが、
PR 販売として今後販売していただけます。
（7）出店設備、備品について
1 出店は半テントに 1 団体もしくは 1 店（出店者）とします。
2 テント、テーブルは主催者が準備します。
3 半テントあたり、テーブル 2 台を用意します。
4 半テントサイズは、3. 6ｍ×2. 7ｍです。
5 その他備品は、出店者が準備してください。（お箸、お皿、器、個別看板、椅子、のぼり等）
6 プロパンガス等の光熱関係は、出店者が手配してください。また取扱いには充分留意し、消防
法にしたがい火気を使用する場合は消火器の設置をお願い致します。
7 電気配線は、主催者が準備します。電気を使用する店舗は有料となります。一店舗 5000 円。
電気を使用する機器は出品票に記載し届け出てください。１店舗当りの電気使用容量は上限
100Ｖ／１５Ａまでとします。容量オーバーによる停電等を避けるため、当日の追加等は
できません。発電機の持込みは禁止と致します。
※ドラム、コンセントなどの引き込みは各出店者で準備ください。
8 調理に必要な水は、各出店者でご用意下さい。
※上下水道の準備はございません。
（8）出店料について
1 １５,０００円（半テント、テーブル 2 台、リーフレット 100 部込み）
※電気使用店舗は別途５,０００円かかります。
2 保健所申請及び検便費用は各店舗別途ご負担をお願い致します。
3 出店料は出店決定後、指定の口座に振込または野田商工会議所まで直接入金してください。
振込先（振込手数料は各店ご負担でお願い致します）
京葉銀行

野田支店（251） 普通

口座番号

7203201

口座名義人 ＮＯＤＡ産ＦＯＯＤフェスタ 実行委員長 宮崎崇之
NODA 産 FOOD フェスタ実行委員会事務局
野田商工会議所内

野田市中野台 168-1

欅のホール５Ｆ ＴＥＬ

04-7122-3585

（9）投票について
ご来場者お一人にフード部門、スイーツ部門、麺部門に各一票。投票券は受付にて配布。これぞと

思うコンテスト商品に投票していただく。

【

販売ＰＲ出店者募集内容

】

（１）出店資格
１ 趣旨に賛同し、主催者に協力できるもの。
２ 食品調理をする場合は衛生面に留意し、出店者は保健所の指導を必ず受けて頂き、保健所へ
の申請を出店スタッフ全員分を含めて必ず提出して頂くこと。（コピー可）
３ 出店者が多数の場合は書類選考にて決定致します。
（２）出店条件について
1 9：00～15：00 まで販売出店を原則とします。
2 雨天決行
3 イベント運営に協力し、楽しんで参加してください。
4 出店者同士、協調し仲良くしてください。
5 出店スペースの範囲を守って販売を行ってください。
6 出店場所は、抽選により決定いたします。なお場内インフラの関係上、提供商品の性質により
出店場所を限定することがあります。
7 主催者の指示および実施要領を順守してください。
8 調理する場合は、調理場所の下を必ず養生して、汚れないようにしてください。
（火気を使用するところは防炎シートなどを使用ください。）
また、調理カスなどテント内で汚れた場合は清掃してください。
汚れなど発見した場合は、出店者様の方で現状回復していただくようお願い致します。
9 完売した場合、完売の報告をお客様に解るよう提示してください。
また、販売中に混雑してお客様が並ぶ場合、整列・誘導等は各出店者様でお願い致します。
（３）出店設備、備品について
1 出店は半テントに 1 団体もしくは 1 店（出店者）とします。
2 テント、テーブルは主催者が準備します。
3 半テントあたり、テーブル 2 台を用意します。
4 半テントサイズは、3. 6ｍ×2. 7ｍです。
5 その他備品は、出店者が準備してください。（お箸、お皿、器、個別看板、椅子、のぼり等）
6 プロパンガス等の光熱関係は、出店者が手配してください。また取扱いには充分留意し、消防
法にしたがい火気を使用する場合は消火器の設置をお願い致します。
7 電気配線は、主催者が準備します。電気を使用する店舗は有料となります。一店舗 5,000 円。
電気を使用する機器は出品票に記載し届け出てください。１店舗当りの電気使用容量は上限
１００Ｖ／１５Ａまでとします。容量オーバーによる停電等を避けるため、当日の追加等は
できません。発電機の持込みは禁止と致します。
※ドラム、コンセントなどの引き込みは各出店者で準備ください。

8 調理に必要な水は、各出店者でご用意下さい。
※上下水道の準備はございません。
（４）出店料について
1 １５,０００円（半テント、テーブル 2 台、リーフレット 100 部込み）
※電気使用店舗は別途５,０００円かかります。
2 保健所申請及び検便費用は各店舗別途ご負担をお願い致します。
3 出店料は出店決定後、指定の口座に振込または野田商工会議所まで直接入金してください。
振込先（振込手数料は各店ご負担でお願い致します）
京葉銀行

野田支店（251） 普通

口座番号

7203201

口座名義人 ＮＯＤA 産ＦＯＯＤフェスタ 実行委員長 宮崎崇之

NODA 産 FOOD フェスタ実行委員会事務局
野田商工会議所内

野田市中野台 168-1

欅のホール５Ｆ ＴＥＬ

04-7122-3585

12．投票について
来場者様１名に対して、フード部門、スイーツ部門、麺部門の各１投票券（店舗名、
商品名無記名）１枚つづを配布し、投票所にて、一番おいしかったと思われるフード部門、
スイーツ部門、麺部門各１品に投票する。投票券、投票ＢＯＸは解りやすいように
フード部門、スイーツ部門、麺部門で色分けします。
※投票券は、当日受付にて配布します。
13．広

報

（1） ポスター（１０００部）、新聞折り込みチラシ（約１０，０００部）を各所に配布します。
（2） 出店者様、各商店等にリーフレットを１５，０００部を配布します。
（3） プレスリリース含め、マスコミへの周知を図ります。
（4） 各新聞社、市内ミニコミ誌、市報など掲載し集客をいたします。
（5） 当日リーフレット５，０００部を配布
（6） インターネット上にＮＯＤＡ産ＦＯＯＤフェスタのページを作成し、ＳＮＳ，ツイッター
等による宣伝により市内外より集客します。
(7)

野田市内運行バスにポスター掲示

(8)

市内各所を宣伝車による街宣活動でアピールします。

14．その他
(1) アトラクションについて
抽選会を予定。
(2) ごみ処理について
① テント内のごみは、各出店者が必ず持ち帰ってください。
② 来場者が捨てたごみは、主催者が処分いたします。
(3) 衛生上の注意事項について
各店舗アルコール除菌などを常備し、衛生面に最大の配慮してください。
現場調理される方は、髪の毛等が入らないよう帽子などかぶり物をしてください。
(4) 金銭及び出店物の管理について
① 出店団体もしくは店の責任において管理してください。
② 主催者は不可抗力の原因を含め、出店物に関しての事故に対してその責任は負いま
せん。
③ 異物混入等が発覚した場合はただちに販売を中止し、本部に連絡ください。
また、原因を究明し、出店者でお客様に対し、誠心誠意対応にあたってください。
(5) 賠償保険について
イベントに関するレクリエーション保険は主催者で加入しております。その他の損害や
怪我について主催者は責任を負いません。

(6)

喫煙について
① イベント会場内は、指定場所以外全て禁煙とします。

(7)

開催の中止
① 主催者は、天候悪化や不可抗力の原因等により開催中止をする事があります。
② 主催者は、天候悪化や不可抗力の原因等により開催中止になった場合の損害について
責任を負いません。よって出店料金の返金は行いません。

(8) その他協議事項
本案内に記載のない事項について、ＮＯＤＡ産ＦＯＯＤフェスタ実行委員会と協議の上
定めるものとする。
15．応募から出店までの流れ
（1） 出店申込
・出店を希望する方は指定の応募用紙（別紙①）に必要事項を全て記入し、ＮＯＤＡ産
ＦＯＯＤフェスタ事務局まで郵送・ＦＡＸにて申込をお願いいたします。
・サンプル写真については、１品目につき１枚程度を同封またはメールに添付して下さ
い。尚、同封された写真等に関しての返却は一切行いません。
・出店希望者多数の場合には、書類選考のうえ個別にご連絡させていただきます。
書類選考については、ＮＯＤＡ産ＦＯＯＤフェスタ実行委員会にて行います。
※応募締め切り：２０１７年 7 月１５日（土）必着
(2)

出店者説明会
出店までのスケジュールと段取り、資材などの調整、保健所の申請等を行います。
出店者はこちらへの参加をお願いいたします。
２回予定しておりますので、ご参加ください。
日時：２０１７年 ７月２６日（水）１５:００～１７:００
：

８月３０日（水）１５:００～１７:００

会場：野田商工会館 欅のホール ５階 大会議室
野田市中野台１６８－１
(3)

当日の出店
日時：９月１０日（日）９：００～１５：３０（７：００～出店準備可能）
前日準備
日時：９月９日（土） 時間は未定 （出店者説明会にてお知らせ致します）

【お問い合わせ先】
ＮＯＤＡ産ＦＯＯＤフェスタ実行委員会
実行委員長 宮崎 崇之
Ｍａｉｌアドレス

０９０－４３９３－１４８２

miyazaki@fureai.or.jp

※お問い合わせは、なるべくメールにてお願い致します。

【事務局】
ＮＯＤＡ産ＦＯＯＤフェスタ事務局
〒２７８－００３５ 千葉県野田市中野台１６８－１ 野田商工会議所内 欅のホール５Ｆ
ＴＥＬ：０４－７１２２－３５８５

ＦＡＸ：０４－７１２２－７１８５

別紙①

NODA 産ＦＯＯＤフェスタ 参加申込書

申込期日：２０１７年７月１５日（土）※サンプル写真添付のこと

●申込者
郵便番号

〒

所在地

事業所名
代表者名

役職

氏名

担当者名

所属

氏名

電話番号

FAX

メールアドレス
●作品名（１）
食材

野田
食材
その
他

作り方

ＰＲポイント

提供予定
価 格
数 量

使用機材

電力容量
写真
画像はデータで送っていただけると鮮明に掲載されます。 （ＪＰEＧ画像）
画像はリーフレットに使用致します。
データ送り先 miyazaki@fureai.or.jp

写真・画像の送付での注意
○写真・イラスト等のお持ち込みの場合、
・・・・・プリントアウト済みの物は取込み作業の際、現画質より画質が落ちる
場合がございます。
・・・・・データで入稿の場合、ＪＰＧ画像(実寸サイズ時 300dpi 以上の物)でご
入稿ください。
（注）ｗｏｒｄ、ｅｘｅｃｅｌに画像を貼ってあるものは使用できませ
んのでご注意ください。
・・・・・デジカメ・iPhone 画像の場合、撮影の初期設定により、画像データが
小さく印刷に対応出来ず、再撮影・再入稿をお願いする場合がござい
ます。なるべく使用機種の最大の画質で撮影をお願い致します。

別紙②

取扱い可能な食品の種類（模擬店出店の案内より一部抜粋）
＊次の食品以外のものについては、具体的な調理方法を明確にして、
実行委員会にご相談ください。

① 飲食店行為（事前に仕込み、その場で加熱したもの）
煮物類

おでん、豚汁、けんちん汁

焼物類

焼き鳥、いか焼き

お好み焼き類

たこ焼き、お好み焼き

茹物、蒸し物類 じゃがバター、蒸しシュウマイ
麺類

焼きそば、うどん、そば

ドック類

ホットドック

喫茶類

かき氷、清涼飲料水、しるこ、甘酒、コーヒー、紅茶

② 菓子製造行為（事前に仕込みその場で加熱または簡易な作業を行うもの）
焼菓子類

今川焼、焼き餅

まんじゅう類 焼きまんじゅう、蒸しまんじゅう
団子類

焼き団子

あめ菓子類

べっこう飴、果実飴、かるめ焼き、綿菓子

その他

チョコバナナ、ポップコーン

③ 食品販売行為（野菜・果物以外は包装容器に入れられた物に限る）
野菜、果実、つくだ煮、魚介加工品、アイスクリーム（製品）、缶詰、ビン詰め食品、
菓子（洋生菓子を除く）
詳細につきましては、野田健康福祉センター（野田保健所）
健康生活支援課（電話０４－７１２４－８１５５）まで問い合わせ確認を願います。

