
大東京商店街まつり
出展のご案内

令和4年７月22日
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【実施名称】 大東京商店街まつり

【開催日時】 令和4年11月12日(土)11:00～17:00（予定）
13日(日)11:00～16:00（予定）

【開催場所】 都民広場・都民ホール等

【入場形態】 一般来場者 参加費：無料

【 主 催 】 大東京商店街まつり実行委員会
（東京都商店街振興組合連合会、
東京都商店街連合会、東京都商工会連合会、
東京商工会議所、東京都商工会議所連合会）

【 共 催 】 東京都

開催概要

はじめに

『大東京商店街まつり』は、都内商店街の魅力や地域で担っている役割を広くアピールすることで、都民をは
じめとする一般消費者の商店街への興味を喚起し、商店街への来街・集客に結びつけることを目的として
開催いたします。
このたび、『大東京商店街まつり』に出展いただける商店街を募集いたします。商店街の皆様とともに、本イ
ベントを盛り上げたいと考えております。ぜひ、出展のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

■「JR新宿駅」（西口から徒歩約10分）
■都営地下鉄大江戸線「都庁前駅」A3出口から徒歩1分
■新宿駅西口（地下バスのりば）から都営バス又は京王バス
（都庁循環）「都庁第一本庁舎」下車

都民広場
都民ホール

周辺街路

開催概要

アクセス

※都民広場イメージ



2イベント概要（予定）※今後の感染状況等によりイベント内容が変更となる可能性があります

都民広場のメインステージを盛り上げる各商店街キャラクター出演者を募集いたします！

オープニングステージ出演や各商店街キャラクターが「だるまさんが転んだ」や「あっちむいてホイ」で勝負をし、
優勝賞品は自身の街のPRタイムと「PR動画制作権」などを予定。
ステージコンテンツはオンライン配信を利用し、会場外でもステージの様子が見られるように配信いたします。
※着ぐるみ及び演者は各商店街様でご手配ください。運搬費・発送費は事務局にご相談ください。
※ブース出展されない商店街においても応募可能です。

商店街キャラクター出演応募

都民ホール

■大東京商店街まつりオリジナル寄席 等

周辺街路
■飲食ブース（キッチンカー） ■大道芸 ■ストリートライブ

■ステージコンテンツ

■あおぞら図書館 ■むかし遊びコーナー ■シールラリー■縁日コーナー

・オープニングアクト、セレモニー
・大東京商店街お笑いライブ
・商店街クイズ大会

都民広場 ※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

・商店街キャラクターステージ
・ゲストによるスペシャルライブ
・商店街PRステージなど

■商店街PRブース出展

11/12 11/13■商店街グランプリ表彰式

本イベントの実施方針

■ブース出店やステージでのPRタイムで、商店街の魅力をPRをしていただけます。
■お子様から大人まで楽しめるコンテンツで幅広い層を集客します。
■イベントの様子はオンラインで配信し、当日来場できない方にもPRします。
■都内全域で本イベントの広報を展開します。

（都内全域の電車・バス車内広告、WEBプロモーションなど）



3会場レイアウト・出展エリア

都民ホール

周辺街路

周辺街路

周辺街路

都民広場

寄席 等

②飲食ブース

②飲食ブース

②飲食ブース

大道芸 等

①商店街PRブース

展示

体験

販売

ステージ

■飲食物を提供するご出展者様ブース
＜出展内容＞ 飲食：飲食物を提供する飲食ブース（キッチンカー）

※食品衛生管理者の有資格者のみ出展できます。
※生ものは提供できません。

営業車内での調理加工は、小分け、盛りつけ、加熱処理など簡単なものに限ります。
※提供できる飲食物については、道路管理者等との調整により制限が生じる場合があります。

②飲食ブース

■商店街のPR等を目的としたご出展者様ブース
＜出展内容＞

・体験：ワークショップなどの何かを体験できるブース
・物販：雑貨や個包装されている加工品の販売ブース
・展示：パネルの展示やパンフレットの設置などのPRブース

※出展は原則、商店街または商店街の連合会単位とさせていただきます。
商店街または連合会の単位での出展が難しい場合は内容によって個店での出展も可能です。

※飲食物の提供は加工品などに限ります。（広場内での飲食はできません。）
※出展希望が多数の場合は主催者と協議の上決定させて頂きます。
※ご出展テント位置につきましてはご出展数、内容等を調整の上、事務局にて決定させていただきます。

但し、ご出展様同士で隣接を望まれる方は別途事務局へご相談下さい。
※その他の出展内容を希望する場合は、事務局へご相談ください。

①商店街PRブース

①商店街PR
ブース

ステージ

※レイアウトは現在調整中のため、
変更になる場合がございます

もしくは

①商店街PR
ブース

都民広場内レイアウト

出展場所：都民広場

出展場所：周辺街路

東京商店街グランプリ

①商店街PRブース ②飲食ブース
出展カテゴリーをお選びください。

出展募集数：
28ブース程度

出展募集数：
10ブース程度

大道芸 等



4本番・設営スケジュール

11月12日（土）
設営～本番日

11月13日（日）
本番日～撤収

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

※設営時間に関する詳細スケジュールは、現在調整中です。 詳細が決まりましたら、別途ご案内いたします。

9:00～10:50

出展者 設営

11:00～17:00

本番

17:00～18:00
出展者 翌日準備・片付け

16:00～
会場
撤去

10:50～11:00 スタンバイ

11:00～16:00

本番

16:00～18:00
出展者 撤去

9:00～10:50

出展者 設営

10:50～11:00 スタンバイ



出展規定



6【PR/展示/物販】 出展ブース仕様

◆出展料 『無料』

出展者のうち、必要な方に限りAC電源（コンセント2口／1kw・単相100V）をお付けします。
※出展申込書にて申請をお願い致します。
※通電時間は各日9:00～17:00となります。24時間の通電は行いませんのでご了承ください。

名称 仕様 数量

テント 間口3,600㎜×奥行2,700㎜×高さ2,915㎜（３方幕） 1張

ブース名表示サイン 幅1,200㎜×高さ300㎜ 1枚

テーブル 幅1,800㎜×奥行×450㎜×高さ760㎜ 2台

パイプ椅子 2脚

■立面図 ■側面図

■平面図

21
00

29
15

3600

ブース名表示サイン
27

00

3600

21
00

29
15

2700

■テントイメージ
（イメージなので天幕の色などは異なります）

※追加のテーブル、パイプ椅子等の無料でレンタル出来るレンタル品もありますので、別途事務局へご相談下さい。
なお、追加レンタル品のご案内につきましては、後日お渡しする資料にてご案内いたします。
物品によっては手配が難しいものもございます。

出展場所：都民広場 商店街PRブース

基本仕様（1.5間×2間）

基本備品

その他

＜出展内容＞
・体験：ワークショップなどの何かを体験できるブース
・物販：雑貨や個包装されている加工品の販売ブース
・展示：パネルの展示やパンフレットの設置などのPRブース

※出展は原則、商店街または商店街の連合会単位とさせていただきます。
商店街または連合会の単位での出展が難しい場合は内容によって個店での

出展も可能です。
※飲食物の提供は加工品などに限ります。（広場内での飲食はできません。）
※出展希望が多数の場合は主催者と協議の上決定させて頂きます。
※ご出展テント位置につきましてはご出展数、内容等を調整の上、事務局にて
決定させていただきます。

但し、ご出展様同士で隣接を望まれる方は別途事務局へご相談下さい。
※その他の出展内容を希望する場合は、事務局へご相談ください。

●●商店街

●●商店街
（●●食糧店・●●洋服店）

▽商店街単位での出展の場合の
ブース名表示イメージ

▽個店単位での出展の場合の
ブース名表示イメージ

物販イメージ

体験イメージ

展示イメージ

♦出展募集数：28ブース程度

●●商店会連合会

＜追加レンタル品 例＞
・テーブル ・椅子 ・サインスタンド ・イーゼル ・カタログスタンド ・スチール棚 ・パネルパーテーション
・ホワイトボード ・クーラーボックス など



7【飲食ブース】 出展ブース仕様

◆出展料

飲食関係出展については食品衛生上、取扱いできる食品･品目･下準備に関する申請等、
「何を、どのように、どこで」お客様に提供するかにより性質が異なります。飲食の提供がある出展者様は

予め事務局にご相談ください。
出展者のうち、必要な方に限りAC電源（コンセント2口／1.5kw・単相100V）をお付けします。
※出展申込書にて申請をお願い致します。
※通電時間は各日9:00～17:00となります。24時間の通電は行いませんのでご了承ください。

※上記の車両は一例となります。出展申し込み後手配出来る車両を調整させて頂きます。

※車両は飲食店営業許可書(都内一円)は取得済み、食品衛生責任者に関しては各出展者でご手配ください。
出展申込時、責任者の証明書類の写しを一緒に提出お願いします。

※追加のガスコンロやプロパンガス等の無料でレンタル出来るレンタル品もあります別途事務局へご相談下さい。
なお、追加レンタル品のご案内につきましては、後日お渡しする資料にてご案内いたします。
物品によっては手配が難しいものもございます。

出展場所：周辺街路 飲食ブース
『無料』

その他

＜出展内容＞ 飲食：飲食物を提供する飲食ブース（キッチンカー）
※食品衛生管理者の有資格者のみ出展できます。
※生ものは提供できません。営業車内での調理加工は、小分け、盛りつけ、加熱処理など簡単なものに限ります。
※提供できる飲食物については、道路管理者等との調整により制限が生じる場合があります。

♦出展募集数：10ブース程度

基本仕様（W1470mm×D3390mm×H2450mm）
ブース名表示サイン

※参考事例

名称 仕様 数量

キッチンカー 1台

ブース名表示サイン 幅1,200㎜×高さ300㎜ 1枚

２層式シンク（給排水） 幅650㎜×奥行×420㎜×深さ100㎜ 1台

コンロ 2口（プロパン） 1台

冷蔵庫 45L 1台

基本備品

＜追加レンタル品 例＞
・テーブル ・椅子 ・クーラーボックス ・メニューボード（黒板）・イーゼル など



8出展規定

都民広場で取り扱える食品

周辺街路（キッチンカー）で取り扱える食品

★飲食物の提供は加工品などに限ります。（広場内での飲食はできません。）

例）野菜・果実、煮豆、つくだ煮、漬物、菓子（洋生菓子を除く）、レトルト食品、缶詰、びん詰食品

※野菜・果実以外は、容器包装に入れられたものに限る。

飲食物販売の制限等

★生ものは提供できません。
営業車内での調理加工は、小分け、盛りつけ、加熱処理など簡単なものに限ります。

※手配可能車両によって品目数は限られる場合がございます。
※提供物などでご不明な点がございましたら、事務局までお問合せ下さい。

■出展の申込：本ご案内に同封の「出展申込書」に必要事項をご記入いただき、事務局宛てにご提出ください。
提出期限：2022年9月2日（金）
※ご記入いただいたご連絡先に、事務局よりご連絡させていただく場合がございますので、予めご了承ください。

■出展の決定：出展のお申込みを受けた後、出展内容の確認、本イベントの趣旨・目的および会場構成などに
ご理解いただけたことを確認させていただいた時点で、出展の契約を締結したものとさせていただきます。

各種コンテンツの状況、道路管理者、施設管理者、保健所の指導等に基づき、
主催者側で割り当てを決定させていただきます。

本イベントは雨天決行ですが、天災および荒天の際は中止となる場合がございます。
中止決定については、当日午前7時頃（予定）までに行います。販売物等の賠償責任に応じることはしません。

契約締結後の契約の解除・取り消しはご遠慮願います。万が一、やむを得ない事情等により契約の解除・取り消しが
行われた場合には、解約された出展スペースを、他の出展者に再割り当てすることがあります。

出展の申込および決定

出展場所の決定

天災・荒天の場合

出展契約の解除および取り消し

主催者は天災、その他の不可抗力が原因として、開催の変更または中止をすることがあります。
主催者は、これによって生じた出展者様及びその他のことの損害を補償しません。

開催の変更・中止



9出展規定

注意事項

■各ブースに電気を使用する出展物を持ち込まれる場合には、出展決定後にお送りする
「各種申請書」に ご記入いただき、事前に事務局までご連絡ください。
なお、各ブース内で使用する電気容量により、追加が必要となる場合はご相談ください。

■各ブース内に食品などを持ち込む場合には、出展決定後にお送りする「各種申請書」に
ご記入いただき、事前に事務局までご連絡ください。事務局よりまとめて各機関に申請いたします。

■各ブース内に構造物を設置する場合は、全て床からの自立構造にしてください。
展示装飾及び出展物を会場の柱・壁などから、吊り下げたり、立てかけたりすることはできません。

■会場床面にはホールインアンカーを打つことはできません。

■会場利用ルールに則り、既存の仕上げ（床タイル等）の割れ、破損を防止するため、事務局におい
て養生を行いますが、展示物などで床面を損傷する可能性がある場合、追加で必要な養生を行うな
どの対策を施してください。なお、床面を損傷した場合、当該出展者様にご弁償いただく場合がござい
ますのでご注意ください。

■布・紙・発砲スチロールなどの可燃性のものは、事前に工場加工するなど防炎性能を有するものを
ご使用ください。現場での吹きつけ等の防炎加工は一切認めれられません。
なお、防炎対象物には「防炎ラベル」を貼り付けるなど防炎している旨を明確に表示してください。

※調整中の為、変更する場合がありますのでご了承ください。

■出展者様の展開は、それぞれの出展ブース内からはみ出さないようにお願いします。
都民広場の耐荷重は300kg/m2となります。耐荷重を超える設営物の持ち込みはご遠慮ください。

■各ブース内に単板・合板・シナベニア・プリントベニアを持ち込む場合には、
全て防炎処理材をご使用ください。

■都民広場内では、消防条例及び会場施設・テナントとの関係上、下記の内容での展開は
できません。
※ガソリン、火気、劇薬物を使用する実験、音量の大きなデモンストレーションなど

≪禁止行為≫
①裸火の使用
・裸火とは、気体・液体・固体燃料を使用する火気器具等で、炎・火花を発生させるもの、または、発熱部を外部に露出するものです。
・電気を熱源とした器具で、発熱部が赤熱して見えるもの及び外部に露出した発熱部で、
可燃物が触れた場合、着火する恐れのあるものは裸火に含まれます。

②石油液体ガス（LPG）、高圧ガスの持ち込み
③危険物（ガソリン・灯油・サラダ油・マシン油・重油等）の持ち込み
④危険物品（準危険物・火薬類等）の持ち込み
⑤悪臭、多量の煙の出る機器・装置の持ち込み
⑥電気コンロの持ち込み
※火気を使用ご希望の出展者様は周辺街路にて出展して下さい。

共通

都民広場

周辺街路
■道路管理者等と協議の上、注意事項は今後提示いたします。



10出展規定

管理・保全について
大東京商店街まつりを無事に遂行するため、下記のことにつきまして、ご理解とご協力をお願いします。
■出展物の保護
①事務局は最善の注意をもって会場の保全管理に当たりますが、各出展者様のブース内の

出展物の保護・管理は、各ご出展者様にて行ってください。
なお、天災、その他の不可抗力が原因となり発生した事故（盗難・紛失・火災・損傷）については
事務局はその損傷、賠償責任を負いません。

②出展者様は展示期間中の保護につきまして、適切な対策を講じてください。
③夜間は警備員を配置しますが、貴重品等は出店者が責任をもって管理してください。

■会場内での規制について
①隣接したブースを考慮した音量（スピーカーなど）を心掛けてください。
②アンケート・カタログ・パンフレット等の配布は、来場者の通行や隣接の出展者様に支障をきたさない

範囲での実施をお願いします。

■事故防止及び責任
①出展者様は、出展物の搬入出、実演、撤去等を通じて事故の防止に努めてください。
②出展者様自身の判断・行為によって事故または損害が生じた場合は当該出展者様の責任に

なります。

■ブース内の出展者常駐
出展者様は必ずそのブース内に１名以上常駐し、ブース内の運営全般や出展物の管理を
行ってください。ブース内が無人になることは避けてください。
なお、イベント当日の主催者側のフォローとし、 ３ブースにつき１名の運営人員を配置し
誘引・誘導をサポートさせて頂きます。

会場特性及び開催時間により、搬入出方法（条件）、時間は下記を予定しております。

【搬入・設置時間】
11月12日(土) 9:00～10:50 (予定)
11月13日(日)  9:00～10:50（予定）

【搬出・撤去時間】
11月12日(土) 17:00～18:00 (予定)
11月13日(日)  16:00～18:00（予定）

【搬入出の注意事項】
※会場搬入口から手運びでの搬入となります。車両での会場乗入は出来ません。
※事前に搬入出に関わる車両は、出店決定後にお送りする「各種申請書」にご記入ください。
※会場及び会場周辺に車両を留め置きする関係者専用駐車場はありません。

留め置く場合には、周辺の有料駐車場をご利用いただく予定です。
（第一本庁舎駐車場：当日上限料金2,000円）

※周辺の施設が営業している時間と搬入出の作業時間が一部重なることがありますので、
一般来場者の導線や安全確保を徹底してください。

搬入出について
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コロナ対策について
今後の感染状況によりイベント内容が変更する可能性があります。

本イベントにおける新型コロナウイルス感染症拡大防止対策については、
政府等による通知、各種ガイドライン等に基づき、以下を柱を中心に検討・実施して参ります。

□基本的な感染症対策
・アルコール消毒の各所設置
・マスクの着用の確認（マスクの無い方にはマスクを配布）
・ソーシャル・ディスタンス呼びかけ 等

□参加者人数の把握（入場者数制限）
来場者人数（滞留人数）のカウントを行い、密にならないように来場者入場規制を行います。

□参加コンテンツでの対策
参加前・参加後の手指消毒、遊具などの消毒を徹底して行います。

□全入場者の把握のため事前にブースメンバー全員の名簿を作成し、事務局にご提出いただきます。
事前にメンバーの変更があった場合は、事務局までご連絡ください。
当日、急遽スタッフの変更があった際は事務局にてお申し出ください。
また下記内容に該当する場合は参加を見合わせてください。

①平熱を超える発熱があった。
②咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状があった。
③だるさ（倦怠（けんたい）感）、息苦しさ（呼吸困難）があった。
④嗅覚や味覚の異常があった。
⑤体が重く感じる、疲れやすい等があった。
⑥新型コロナウイルス感染症とされた方との濃厚接触があった。
⑦同居のご家族や身近な知人に感染された方や感染が疑われる方がいた。
⑧政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、
地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触があった。

□こまめな手指消毒を徹底するとともに、少しでも体調の異変を感じた際は入場を控えてください。

□マスクを必ず持参・着用してください。フェイスシールドは各ブースの判断でご用意と着用をお願いします。

□イベント中、大きな声での呼び込みはご遠慮ください。

本イベントにおける感染防止対策

出店者様へのお願い



12出展者の皆様へのサポートについて

ブース内で出たゴミや残材については、会場で破棄することができます。
ゴミの集積場所や分別方法については、今後別途ご案内させていただきます。
※特殊なゴミについては破棄できないものもございますので、別途事務局にご相談ください。

ブース備品を宅配便で発送される方は、指定の場所に指定の日付でお送りいただきます。
送付先・指定の日付については、今後別途ご案内させていただきます。
発送費は事務局で負担しますので、着払い伝票で発送いただく予定です。
宅配便は、60サイズ～160サイズ
（縦・横・高さの合計が160cm以内、かつ重さが30kgまでとさせて頂きます。）

※お荷物の破損、個口漏れや紛失等が起こった場合、主催者・事務局では責任を負い
かねます。
割れ物などの破損する可能性があるお荷物は、各自で厳重に梱包を行ってください。
発送個数を把握し、設営・準備の際に必ず到着物をご確認をお願いいたします。

※冷蔵品・冷凍品は対応できません。

会場に持ち込まれた荷物の返送は、事務局にて佐川急便又はヤマト運輸などの宅配便を手配いた
します。返送の発送費も事務局が負担いたします。
会場内の事務局指定の場所に元払い伝票で出展者様が宛名伝票をご記入のうえ、お持込ください。
なお、宅配便伝票は、出展者様にてご用意ください。
発送は翌日の11月14日（月）以降となります。配達は15日（火）以降になります。
地域により上記から更に１日～2日くらいかかる場合がありますので、予めご了承ください。

ゴミ・残材等の処理について

会場への発送について

会場からの発送について

追加備品について
追加のテーブル、パイプ椅子等の無料でレンタル出来る備品もあります別途事務局へご相談下さい。
なお、追加レンタル品のご案内につきましては、後日お渡しする資料にてご案内いたします。

＜ PR/展示/物販ブース追加レンタル品 例＞
・テーブル ・椅子 ・サインスタンド ・イーゼル ・カタログスタンド ・スチール棚
・パネルパーテーション・ホワイトボード ・クーラーボックス など

＜飲食ブース追加レンタル品 例＞
・テーブル ・椅子 ・クーラーボックス ・メニューボード（黒板）・イーゼル など

※上記に関わらず、その他サポートを必要とする場合は事務局までご相談ください。
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【出展申込受付】 2022年 8月5日（金）～ 9月2日（金）
※出展希望が多数の場合は主催者と協議の上決定させて頂きます。

※会場内では必ず【出展者パス】を着用してください。 ※搬入出車輌は会場内への乗り入れが出来ませんのでご注意ください。

申し込みいただいた商店街様に出展内容をご確認後、出展の決定

各種申請書類、PR原稿などのご提出

【出展説明会①実施】 8月9日（火）14時～ 場所：中小企業会館９F

ブース位置の決定、出展マニュアル、
各種申請資料（ブースレイアウト・火気申請・電気申請・備品申請等）PR原稿のご案内送付

【事務局から申し込みいただいた商店街様へご連絡】

【事務局から出展が決定した商店街様へ各種書類発送（メール含む）】

10月上旬～中旬頃【各種書類提出】

【原稿確認のお願い／最終確認】

9月中旬頃

９月下旬頃

10月上旬
から

10月中旬頃

10月下旬頃
から

11月上旬頃
・来場者用当日パンフレット原稿のご確認 ・出展に関する最終のご確認
・搬入出車両証、等送付

【出展者設営】 11月12日(土) 9:00～10:50
【本番】11月12日(土)11:00～17:00 /13日(日) 11:00～16:00

※当日会場では９：00から設営可能です。設営は10：50までに完了してください。
※前日や2日目朝に設営が必要な場合は事前に事務局までご相談ください。
※会場内では必ず【出展者パス】を着用してください。 ※搬入出車輌は会場内への乗り入れが出来ませんのでご注意ください。

9月下旬頃 【出展説明会②実施】

【出展者撤去】 11月13日(日) 16:00～18:00

申込後

イベントの概要や出店にあたっての規定等についてご説明させていただきます。
出店説明会①への出席は、出展申込の要件ではありません。出展のご検討にお役立てください。

出展が決定された商店街様に、より詳細なご説明をさせていただきます。
出展される商店街様はご参加ください。

出展説明会①の出席連絡はこちら 出展の申込先はこちら

連絡先 ： 03-6272-6099
FAX ： 03-3239-3170
メールアドレス ： info@shotengai-fes.com

開設期間：7月22日（金）～8月9日（火）
平日10時～17時

開設期間：8月5日（金）～11月13日（日）
平日10時～17時

※１４ページの「出展説明会①申込書」にてご連絡ください

出展決定後

※出展説明会①の出席連絡先と出展の申込先は異なります。

連絡先 ： 03-5823-2120
FAX ： 03-5823-2119
メールアドレス ： daitokyo_syoutengai@do-c.com



14出展説明会①申込書

商店街名または
商店街の連合会名
ご担当者名
（*必須）

フリガナ フリガナ

商店街名または商店街の連合会名 ご担当者名

ご担当者様連絡先
（*必須）

＊当日、連絡がとれる携帯番号など。

ご参加人数
（*必須） ご出席者（上記の方含め）

合計 名様

ご担当者
メールアドレス
（*必須）

＜個人情報の取扱いについて＞
今回、ご記入いただきました個人情報は、 ご本人の承諾がない限り、第三者に開示することはいたしません。
ただし、説明会に関する確認・連絡のため機密保持契約を締結した業務委託先（協力会社）に預託することがありますので、予めご承知おきください。

大東京商店街まつり説明会受付 （受付時間：平日10時～17時）

FAX： 03-3239-3170

参加方法 ※下記のどちらかあてはまる項目にチェックを入れてください

□説明会会場 □オンライン参加（Zoom）

大東京商店街まつり 出展説明会①申込書 【提出期限：８月5日（金）】

■FAX・メール送信先・お問い合わせ

出展説明会①申込書（兼FAX送信票）
出展説明会①への出席希望の方はFAXもしくは

メールにてご返送ください

■ご出席者情報

■参加カテゴリ

■会場アクセス
〒104-0061 東京都中央区銀座2-10-18
・ JR山手線 「有楽町駅」京橋口より徒歩10分
・ 東京メトロ有楽町線 「銀座一丁目駅」11番出口より徒歩1分
・ 東京メトロ銀座線 「銀座駅」A13出口より徒歩5分
・ 都営浅草線 「東銀座駅」A8出口より徒歩5分
※駐車場、駐輪場はありません。車、バイク、自転車でご来場の方は近隣の有料駐車場をご利用ください。

開催日時：８月９日（火）14:00～15:00（1時間程度）
実施場所：中央区銀座2-10-18 中小企業会館 ９階

メールアドレス： info@shotengai-fes.com

※本申込書のメール送付が難しい場合は、下記必要事項をもれなくメール本文にご記載の上、お送りください
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大東京商店街まつり 出展説明会①オンライン参加における留意事項

■ビデオ会議システム「Zoom」を使用したオンライン開催のため、インターネットに接続された
パソコン・スマートフォン・タブレット端末での参加が可能です

（一部、事前に専用アプリのインストールが必要な端末もあります）。

■配布資料は事前にメールにて送付いたします。

■画面上で資料を参照しやすいことから、パソコンでの参加を推奨します。

■マイクが使用できる環境を整えてください。

■主催者は、オンライン会議の様子を映像記録します。

■インターネット回線を利用するためインターネット接続料が発生します。
Wi-Fi環境以外での参加は、通信料にご注意ください。
（通信料は商店街様の負担となります）

■接続されたインターネット回線が不安定な場合、映像や音声が乱れる場合があり、
快適に参加できないことがあります。

■ Zoom操作方法に関するお問い合わせは、お困りの場合は、
Zoom公式HPのヘルプセンターをご活用ください。（https://support.zoom.us/hc/ja）
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商店街名または商店街の
連合会名
個店で出展する場合は
個店名も記載してください。
（*必須）

フリガナ

＊WEBや当日のパンフレットなどに記載されるブース名となります。

ご担当者名
（*必須）

フリガナ

所在地
郵送物の送り先
（*必須）

〒

電話番号（*必須）

FAX番号

ホームページアドレス

ご担当者メールアドレス
（PCのみ）（*必須）

ご担当者様緊急連絡先
（*必須）

＊イベント当日や日中連絡がとれる携帯番号など。

■ご出展ブース詳細情報

＜個人情報の取扱いについて＞
今回、ご記入いただきました出展者の皆様の個人情報は、出展に関する諸手続および各種案内のために使用させていただきます。 ご本人の承諾がない限り、第三者に開示することは
いたしません。ただし、出展に関する確認・連絡および各種諸手続のため機密保持契約を締結した業務委託先（協力会社）に預託することがありますので、予めご承知おきください。

出展場所
（*必須）

※下記のどちらかあてはまる項目にチェックを入れてください
※両方希望する場合は事務局へご相談ください

□都民広場①商店街PRブース □周辺街路②飲食ブース
（加熱調理 □あり □なし）

出展項目
（*都民広場①を選んだ

場合は必須）

※下記のあてはまる項目すべてにチェックを入れてください
□物販（飲食物は加工品のみ） □展示 □体験
□その他（ ）

出展内容（*必須）
*予定している販売物や
体験する内容などを
現段階での予定で
ご記入ください。

電源利用有無
（*必須）

※電源が必要な場合は想定される用途を記載ください。詳細の容量、使用機材については消防申請上、追って詳細をご確認させていただきます。

□ 電源が必要です（用途： ） □ 電源は必要ありません

全出展者様提出

大東京商店街まつり 出展申込書 【提出期限：9月2日（金）】

■商店街キャラクターの出演
商店街キャラクターの出演
（*必須）

※下記のあてはまる項目にチェックを入れてください。ありの場合はキャラクター名をご記入ください。
※ブース出展者以外でも『着ぐるみ』だけの出演も可能です。
□あり（キャラクター名： ） □なし

■お問い合わせ・提出先について

連絡先 ： 03-5823-2120 FAX ： 03-5823-2119
メールアドレス ： daitokyo_syoutengai@do-c.com

受付期間：8月5日（金）～11月13日（日）平日10時～17時


