
出店者募集要項 
 

『いわた☆駅前楽市』の趣旨は、ＪＲ磐田駅北側「ジュビロード」を歩行者天国にし、軽トラック・軽自動

車で、農産物や海産物・雑貨などの対面販売を行い、駅前商店街ジュビロードの賑わいを創出することです。 

 

（１）開催日時・場所 

 
２０２３年３月1２日（日） ９：００～１２：００（雨天決行） 

ＪＲ磐田駅前商店街 ジュビロード 

（２）出店料・出店条件等 

 ５，０００円 ／ １区間  （ １区間＝幅 約２ｍ × 長さ 約７ｍ ） 

※出店料が変更となりました 

・軽自動車での出店が条件です。（※旧式や改造等による白ナンバーの場合は要相談） 

・食品やペット等の販売には営業許可及び登録をされている方に限り、各種許可証の 

写しを提出いただきます。（提出が無い場合は出店できません。） 

・2月 27日㈪以降に出店を取り消す場合は出店料を請求させていただきます。 

・やむを得ず、主催者判断で開催中止となった場合は出店料を返戻します。 

 

（３）募集台数  ９１ 台程度 （応募者多数の場合は、抽選となりますので予めご了承ください） 

  

（４）参加申込方法・申込先 

 ①磐田商工会議所ホームページ内「いわた☆駅前楽市」ページよりネット申込み 

②出店申込書による郵送・ＦＡＸでの申込み 

[申込先] いわた☆駅前楽市実行委員会事務局（磐田商工会議所内） 

   〒438－0078 静岡県磐田市中泉 281-1  <FAX>0538－32－2264 

  

（５）申込締切日   ２月６日（月）必着 〔 締切厳守 〕 

  

（６）当選者（出店者）発表予定     

 ２月１３日(月)までに合否に関わらず実行委員会事務局より必ずご連絡します。 

※発表日以降、当選者（出店者）には案内書類をお送りします。 

※連絡がない・確認がとれない等の場合は、必ず事務局までお問い合わせください。 

  

（７）軽トラ市 LINE 公式アカウント マップについて 

 今回より LINE公式アカウントを活用したマップ上での店舗紹介を行います。 

それに伴い、販売する品目の商品画像が必要となりますのでご用意ください。 

※画像についてはメール・郵送・窓口での提出をお願いします（ＦＡＸ不可） 

※写真撮影やデータ送付が難しい場合は事務局（0538-32-2261）までご相談ください。 

  

 

 別紙『みんなで軽トラ市 いわた☆駅前楽市 出店における留意事項』もご参照ください 



 

 

 

 

 

出店における留意事項 
 

１． 出店場所は主催者が指定します。 

  

２． 食品衛生法に基づく許可等、出店者個々の営業に必要な許認可等は、出店者の責任にて 

対応いただくようお願いします。※西部保健所に情報提供後、許可を取得した保健所等 

から出品食品の確認の連絡をする場合があります。 

・必要な許可が不明な場合は、静岡県西部保健所衛生薬務課（TEL：0538-37-2245）まで 

お問い合わせください。 

・許可書等の写しを申込書とあわせてご提出いただきます。 

※その他各種許可申請については、出店者が責任をもって行っていただくようお願いします。 

  

３． 電気、ガス、水道は供給できかねます。必要な場合は持ち込みとなります。 

  

４． 申込内容を変更する場合は、速やかに事務局にご連絡ください。 

  

５． 飲食（屋台等）関連の出店者におかれましては、予めゴミ箱（袋）などを備えるなど、 

自店商品の使い捨て食器等の回収にご配慮願います。 

  

６． 出店場所付近については責任を持って整理・清掃等を行い、原状回復を確実に行ってください。 

  

７． 出店に関する事故等について主催者は一切責任を負いかねます。 

  

８． 火気・発電機等を使用される場合は業務用消火器を設置いただき、防火対策を確実に 

行っていただくようお願いします。 

  

９． お客様からクレーム等があった場合は、出店者が責任を持って対応してください。 

  

１０． 上記事項を守れない場合は、次回以降の参加をお断りさせていただく場合がございます。 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症 

感染拡大防止における注意事項 
 

１． 開催日当日、出店関係者は全員必ずマスクを着用してください。 

  

２． 開催日当日、下記症状がある場合には参加を見合わせていただきます。 

 ・開催日当日の朝、検温で 37.5度以上の発熱がある 

・強い倦怠感や息苦しさを感じる 

・味覚、臭覚に異常を感じる 

・家族や同居人、身近な知人が感染している、または感染が疑われる 

・過去 14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国や地域への 

渡航又は当該在住者との濃厚接触がある 

  

３． フェイスシールド装着や透明ビニールシート設置など、飛沫感染防止のために各店舗 

工夫をお願いいたします。 

  

４． キャッシュレス決済導入など、来場者との接触を極力減らす工夫をお願いいたします。 

  

５． 出店スペース内に消毒液を各自ご用意いただき、設置をお願いいたします。 

  

６． 行列になりやすい店舗は、自店で声掛けやステッカーをご用意いただくなど、密になら 

 ないように呼びかけをお願いいたします。 

  

７． 上記事項を守れない場合は、出店を即刻取りやめていただき、次回以降の参加をお断り 

 させていただく場合がございます。 

  

８． 新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、開催を中止する場合もございます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



みんなで軽トラ市 いわた☆駅前楽市実行委員会 行 

（ＦＡＸ：０５３８－３２－２２６４） 

 

 

 

出店者誓約書 
 

私は 2023年 3月 12日開催 「みんなで軽トラ市 いわた☆駅前楽市」の趣旨に賛同し、 

別紙（出店者申込書）のとおり申し込みをいたします。 

つきましては、次の事項を厳守し、健全な営業に努めることを誓約いたします。 

 

１． 事務局に届けた事項はすべて事実に間違いなく、これらに変更が生じた場合は、速やかに 

主催者に連絡すること。 

２． 出店名義のまた貸し等はしないこと。 

３． 出店場所・営業時間などを含めた一切について、主催者の指示に従うこと。 

４． 来場者や他の出店者に対して不快を与えるような行為（服装・言動など）を行わないこと。 

また、価格表示を明確にし、来場者とのトラブルを起こさないこと。 

５． コピー商品など、法律に違反する物品や社会通念上ふさわしくないと実行委員会が判断した

ものは販売しないこと。 

６． 暴力団・暴力団員との関わりは一切有していないこと。またこのことについて警察署に照会

することを承諾すること。 

７． いかなる時も周囲への安全に十分注意し、万が一、来場者に怪我をおわせた場合は一切の 

責任を取り、速やかに主催者に報告すること。 

８． 販売に必要な営業許可等は、出店者の責任で必ず得ること。 

９． 販売した商品に関するトラブルについては、出店者が責任を負うこと。 

１０． 上記事項以外の問題が発生した場合、双方の話し合いによって問題解決にあたること。 

１１． 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための注意事項を守ること。 

１２． スムーズな進行及び安全を確保する為、出店者は主催者の指示に従うこと 

 

上記誓約事項の内容を理解した上で、以下の通り本誓約書に署名いたします。 

（申請日：令和  年  月  日） 

 住  所 〒 

  

(事業所名・屋号)   

電話番号  

代表者名  

 

 

整理 No. 

― 別紙『チェックリスト』・『出店者申込書』・『必要許可証等写し』をあわせてご送付ください ― 



整理 NO.  

 

3 月 12 日開催 第 49 回出店者申込書 

※記入事項に空白がある場合、受付できませんのでご注意ください 

★ 連絡手段はどちらを希望しますか？   （  ＦＡＸ ・ メール  ） 

希望連絡手段 

番号またはアドレス 

※ＦＡＸ番号、またはメールアドレス(携帯不可） 

  

当日責任者 

氏名 

フリガナ 
※当日参加の 

運転手・販売員に限る 
 

当日責任者 

携 帯 電 話 

※開催中止等の急な連絡のため、必ず当日連絡がつく番号をご記入ください 

 

販売車両ナンバー 

※軽自動車に限る 

（ 例：浜松 あ ５８０ １２-３４ ） 

取扱品目     

※主な商品・販売
金額(税込)を
記入してくだ
さい（３つまで） 

(1) 
円 

(2) 円  

(3) 円  

商品画像提出方法 メール ・ 郵送 ・ 窓口    ※ＦＡＸ不可 

食品の販売 する ・ しない 会場で調理 する ・ しない 

火気または発電機 使用する ・ 使用しない 

 

★軽トラ市モバイルオーダーを利用してみたい方は✔を入れてください → □ 

※モバイルオーダーについては別紙「モバイルオーダーについて」資料をご確認ください 

取扱品目 分類 

※主なもの１つに○ 

農産物 水産物 飲 食 食 品 雑 貨 宣 伝 

（※「飲食」はその場で調理するもの、「食品」は加工品の販売） 

店  名  

ＰＲ文 
（出品物など） 

※20 文字以内で 

          

          

※本申込書 記載情報は「みんなで軽トラ市 いわた☆駅前楽市」実施の目的に利用します。 

※別紙：チェックリスト・出店者誓約書・必要許可証等写し・食品に関する許可申請についても併せてご送付ください。 

別紙  

出店者情報収集帳票へ記載下さい 



▲ ＦＡＸ：０５３８－３２－２２６４ 

みんなで軽トラ市 いわた☆駅前楽市 事務局 行き 

書類送付状 
３月12日開催 第４9回みんなで軽トラ市いわた☆駅前楽市 

参加申し込みについて、下記の書類をお送りします。 

□ チェックリスト（本状） 

□ 出店者誓約書 

□ 出店者申込書 

□ 許可証等の写し（対象者のみ） 

 

事業所名 
 

連 絡 先 
 

担当者名 
 

 

★食品・飲食(その場で調理する物)を販売される方は下記をご確認ください 

□ 食品営業賠償共済や任意保険に加入してください。 

〔会場で調理をする方〕 

□ 
露店営業における飲食店営業許可を取得、申込書と併せて許可証のコピーを添付

してください。 

〔会場で調理はせず、既製品を販売する方〕 

□ 
食品衛生法による営業許可を持つ施設で製造・包装し、その施設・店舗の許可証の

コピーを添付してください。 

□ 仕入れた既製品には、食品表示法に法り適正な表示があるか確認してください。 

〔菓子類（クッキー等）・パン類を販売する方〕 

□ 菓子製造業の営業許可を持っており、許可証のコピーを添付してください。 

※食品許可に関する詳細は静岡県西部保健所衛生薬務課（TEL：0538-37-2245）へお問い合わせください。 

※食品に係わる事故・クレーム等が増えているため、再度ご注意いただくようお願いいたします。 

 

みんなで軽トラ市 いわた☆駅前楽市 事務局  
〒438-0078 静岡県磐田市中泉 281-1（磐田商工会議所内） 

[ＴＥＬ]０５３８－３２－２２６１ [ＦＡＸ]０５３８－３２－２２６４ 



出店者情報収集票

商品名 提出方法 価格

商品：例 ホットチョコレート
メール・外部記録媒体（ＣＤ－Ｒ等）

※横長画像（600px×450px以上）推奨 500円

商品① メール・外部記録媒体（ＣＤ－Ｒ等）　 円

商品② メール・外部記録媒体（ＣＤ－Ｒ等）　 円

商品③ メール・外部記録媒体（ＣＤ－Ｒ等）　 円

アイコン

外観

方法

現金以外

その他

HP

FaceBook

Twitter

Instagram

LINE

アイコンデータ・外観写真

メール：

写真提出

無・有→

出店者名：

決済情報

現金　・　現金＋その他決済方法

PayPay・ｄ払い・LINEPay・auPay・ｍPay・楽天Pay

HP,SNS等掲載希望情報

その他　　　例：無添加無農薬の新鮮な白菜です！ぜひご賞味ください！　　100字程度

無・有→

無・有→

無・有→

無・有→

メール・外部記録媒体（ＣＤ－Ｒ等）　※正方形（横40px×縦40px以上）推奨

メール・外部記録媒体（ＣＤ－Ｒ等）　※横長画像（横600px×縦450px以上）推奨



出店者情報収集票

必ずこちらのメール宛にデータを送付してください。

写真データ等　提出先メールアドレス

iwatakeitora@gmail.com
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今回も軽トラ市サイトにて、出店者の皆様の情報を掲載させていただき、お客様の体験向

上に努めさせていただきます。 

 

出店者募集フォームで入力していただく内容がサイトに反映されます。 

フォームの入力項目が WEB サイト上にどのように反映されるのかご案内いたします。 

 

【参考】サイト URL（前回のイベント情報がのっています） 

https://iwata-keitoraichi.suzuki.co.jp/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いわた☆駅前楽市WEBサイトのご案内 

https://iwata-keitoraichi.suzuki.co.jp/


店舗一覧画面 

サイトを表示して一番初めに表示される画面です。 

出店店舗の情報が一覧で表示されています。 

 

とくに商品画像に目がいきやすいです。 

商品の魅力が伝わる画像の登録をおすすめします。 

フォーム入力値とサイト表示の紐付き 

 
 

①店舗アイコン 

店舗アイコン画像が表示されます。 

画像は正方形（横 40px・縦 40px以上）を推奨しています。 

 

②店舗名 

店舗名が表示されます。 

 

③商品画像 ※サイト表示上重要項目です 

商品画像①〜③が表示されます。 

画像は横長画像（横 600px・縦 450px以上）を推奨しています。 

 

④商品名 



商品名①〜③が表示されます。 

 

⑤商品の値段 

商品の値段①〜③が表示されます。 

 

⑥お店の紹介文 

お店の紹介文が表示されます。 

３行目以降は省略されますが、店舗詳細画面で表示されます。 

商品詳細画面 

店舗一覧画面で任意の店舗をタップすると表示される画面です。 

 

お店に興味があるお客様が見る画面です。十分にアピールしてください。 

ホームページ・SNS も注目される要素です。 

フォーム入力値とサイト表示の紐付き 

 
 

 



①店舗外観画像 ※サイト表示上重要項目です 

店舗外観画像が表示されます。 

画像の推奨サイズは横長画像（横 600px・縦 450px以上 ）です s。 

２枚目以降は店舗一覧画面でも表示している商品画像が表示されます。 

 

②店舗名 

店舗名が表示されます 

 

③お店の紹介文 ※サイト表示上重要項目です 

お店の紹介文が表示されます。 

お店のアピールにつながりますので、100 文字程度の文章の記載をおすすめしています。 

 

④ホームページの URL 

お店のホームページの URL が表示されます。フォームからの入力がない場合は表示されません。 

タップするとホームページの画面が表示されます。 

 

 

⑤Facebook の URL 

お店の Facebook の URL が表示されます。フォームからの入力がない場合は表示されません。 

タップするとお店の Facebook の画面が表示されます。 

 

⑥Twitter の URL 

お店の Twitter の URL が表示されます。フォームからの入力がない場合は表示されません。 

タップするとお店の Twitter の画面が表示されます。 

 

⑦Instagram の URL 

お店の Instagram の URL が表示されます。フォームからの入力がない場合は表示されません。 

タップするとお店の Instagram の画面が表示されます。 

 

⑧決済方法 

選択いただいた決済方法が記載されます。 


