
滋賀うまいもん選抜総選挙実行委員会

申し込み締め切りは2015年6月15日月曜日、大津商工会議所必着です。
提出書類に不備がある場合は出展申し込みを受理できません。
出展料は6月15日までに出展料振込先までお振込ください。

提出書類、振込の確認をもって申し込みを受理いたします。
当実行委員会で出展者の審査を行い、出展していただける方には
6月19日に出展決定通知をFAXにてお送りします。

グルメ出展申込は出展団体の形態に応じて2種類の申し込み方法があります。

■ 1. 実店舗飲食店の方が、飲食店名で出展する場合
◇出展申込書（1）
◇出展グルメ紹介シート
◇出展グルメ写真デジタルデータ（CDにて提出）
◇出展料4万円（6月15日までにお振込みください。）
その他添付書類
◇食品営業許可の写し

■ 2. 団体や、グループで出展する場合
◇出展申込書（2）
◇出展グルメ紹介シート
◇出展グルメ写真デジタルデータ（CDにて提出）
◇出展料4万円（6月15日までにお振込みください。）
※団体、グループ出展の場合は各種公的団体の推薦状は必要ありませんが、
当実行委員会より推薦の確認を推薦団体に確認いたします。

出展料振込先
出展料　4万円
滋賀銀行　本店営業部　普通　541844　
滋賀うまいもん選抜総選挙実行委員会（ｼｶﾞｳﾏｲﾓﾝｾﾝﾊﾞﾂｿｳｾﾝｷｮｼﾞｯｺｳｲｲﾝｶｲ）

※振込手数料はご負担ください。

滋賀うまいもん選抜総選挙
出展申込に関して

■ 出展料のお振込について

■ 出展申込方法



1． 出展資格
■地域を食で盛り上げようとする志がある出展者であること。

2． 販売期間
■2015年8月1日（土）・8月2日（日）　１１時～２１時
（雨天決行・荒天中止　2日は投票終了後表彰式をとり行います。）

3． 搬入・搬出
■各ブースへの搬入・搬出は、各出展者が行ってください。前日搬入も可能となっております。
■搬入は当日の　Ａ：６時～６時５０分　Ｂ：７時～７時５０分　
■搬出は開催日２１時以降に行ってください。
■イベント終了後の撤収は、びわ湖大花火大会の設営のため、必ず8月2日中に行ってください。
■各ブースへの搬入・搬出は、各出展者が行ってください。前日搬入は琵琶湖大津夏祭り開催のためできません。

4． 販売ブース
■販売ブース基本規格：テント間口２７００mm×奥行３６００mm（約６畳分）「付属設備」テーブル３台（４５０×１８００mm）・パイプ椅子２脚・電源１００V２口
　（電気配給５００Ｗ）・商品名・出展者名・値段を記載した表示看板１枚
　※規定以上の電気を使用する場合（別途料金必要）は必ず申告が必要となります。
　※規定、又は、申告された電気を上回る電気を使用した場合は発覚した時点で販売中止とさせて頂きます。
■販売ブースの配置については、実行委員会で配慮して決定させて頂きます。
　※同業者・同種業者の並びを考慮して決定いたします。

5． 会場の設備・什器等
■会場内には、共同使用の給排水を1か所10蛇口程度（予定）を実行委員会で準備します。水が必要な場合はポリタンク等をご用意ください。
　※共同給排水設備は来場者の手洗い用としても利用されますので、グルメ販売中になるべく調理器具や食材を洗うことを控えていただきます。
■衛生面を徹底して頂くため、各自でポリタンクをご用意頂き、手洗いを徹底してください。
■ガスコンロ・冷凍冷蔵設備・什器・調理器具・食材・販売用食器・試食用食器等は、出展者が用意してください。
■使い捨て容器を利用する場合は、できるだけ土に返せるリサイクル素材のものを利用してください。
■会場内・出展ブース・出展ブース周りの清掃にご協力ください。

6． 出展条件
■実演販売をしてください。
■飲料・かき氷・アイスクリームの販売は出来ません。
■販売できる商品は１出展者１品のみとさせていただきます。出展申込書で申請した商品以外は販売できません。
■ご用意していただく食数に関しましては、各店舗におまかせいたします。多数の来場者が想定されますので、売り切れにならないように十分な食数をご用意ください。
■食べ比べを推進するため、メニューは単品（ハーフサイズ）のみとします。
■飲食店の実店舗がある方（営業許可書を所有している方）、市町村・商工会議所・商店街連盟など各種公的団体の推薦を受けられた方、および団体。
■その他、事務局が作成する出展要領等を守れること。

7． 出展料等
■出展ブース料は２日で４万円です。
■協力金として売り上げの１０％を徴収いたします。

8． 出展者の決定
■衛生面での対応や、出展メニューの内容、提供可能食数などを基に、出展者を決定します。
■出展者が多数の場合は実行委員会において先行させていただきます。
　※審査内容については一切お答えできませんので、予めご了承ください。
■結果については、申し込まれた出展者に個別に通知するとともに、ホームページなどで広く告知します。

9． 販売価格
■１００円単位の金券チケット方式での販売とします。（現金販売は不可です）
■販売価格は１品１００円～５００円とし、１００円単位で設定してください。
■チケットでの売上金は、イベント終了後２週間以内に、協力金を差し引いた額を指定口座に振り込みます。

10．営業許可申請等
■営業許可申請については、実行委員会が一括して行います。
■各出展者ごとに保健所へ「催物等に付随する食品営業届出書」を提出する必要があります。

11．申し込み方法・締め切り
■申し込み先：滋賀うまいもん選抜総選挙実行委員会　出展者受付事務局 （〒520-0806 滋賀県大津市打出浜2番1号コラボしが21  9階）へ
　出展申込書、出展グルメ紹介シート、出展グルメ写真データ（CD）を締切日までにお送りください。
■締切日：２０１５年６月１５日（月曜日）必着

12．その他
■6月30日（火）＜第1回＞、7月27日（月）＜第2回＞の出展者説明会（場所：大津港旅客ターミナル1F会議室）に参加していただきます。
■反社会的勢力ではないこと、および反社会的行為を行わないこと。
■出展者用駐車場は実行委員会ではご用意しません。
■会場内では、販売ブース以外での販売はできません。
■調理・販売等、ブースの運営、行列の整理は、出展者が責任を持って行ってください。
■食中毒等の保険については、まとめて保険に加入しますので、出展者各1,000円頂きます。
■イベント当日の報道関係者等の取材に対し、無償で商品提供をお願いします。
■イベント前のメディア取材にご協力ください。
■報道関係者が出展者への連絡先を希望された場合、実行委員会より、出展者の代表者、連絡先を伝えることをご了承ください。
■出展申し込み時に出展グルメ写真のデータ（2848×4288pixel以上）を出展申込書、出展グルメ紹介シートと一緒にＣＤで提出してください。
　※各種ポスターやホームページ、パンフレット、各種メディアへの提供写真として利用するため品質の良い写真が望ましいです。
　※基本的に申込時に提供された写真データの差し替えは出来ません。また、お送りいただいた写真データのご返却は致しません。
■交通費・宿泊費等は実行委員会では負担いたしません。
■衛生面・火気の扱い、装飾や運営面、スタッフの健康状態、接客対応、行列の整理など出展者は安全管理に十分配慮してください。
■イベント途中で販売が終了してしまった場合でも、必ず販売ブースにスタッフを残して対応してください。
■出展者決定を発表した後に辞退されることがないようにしてください。出展者都合により辞退された場合は、違約金１０万円をご請求いたします。
■販売の不正・投票の不正・電気関連の不正・社会的マナー違反など、実行委員会が不適切と判断した行為があった場合は、出展を中止していただく場合がございます。
　これによって生じた損害について実行委員会は一切責任を負いません。
■出展者の行為により事故等が生じた場合は、出展者の責任において解決するものとし、実行委員会は一切の責任を負いません。

滋賀うまいもん選抜総選挙実行委員会

〒520-0806
滋賀県大津市打出浜2番1号
コラボしが21 9階（大津商工会議所内）
滋賀うまいもん選抜総選挙実行委員会
出展者受付事務局　行

申し込み締切日

申し込み先　

2015年6月15日（月）

滋賀うまいもん選抜総選挙
出展要領



滋賀うまいもん選抜総選挙実行委員会
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メニュ－に使う滋賀県産の食材：

申込日　2015年　月    日

1.出展店舗名

2.代表者名

3.所在地等

所在地 〒

担当者名
（担当者連絡先）（代表者連絡先）

携帯：携帯：

電話 FAX
メール

販売
価格

人

ホームページ なし ・ あり（http:// ）

4.商品名

（できるだけ詳しく）

5.使用食材及び
　　調理方法等

6.1日あたりの
　可能提供食数

7.

8.

従業者数

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

食

出展要領のすべての事項に同意し、保健所発行パンフレット「バザー、模擬店を開催される方へ」
に記載の内容を守ります。

代表者署名

○で囲んで下さい。

100円　200円　300円　400円　500円

※すべての項目が必須項目です。

出展要領への同意・
衛生面に関する
注意事項への同意

滋賀うまいもん選抜総選挙
出展申込書（1）【実店舗出展者用】

出展条件をすべて満たしているので、次のとおり出展を申し込みます。なお、出展に当たっては、出展要領を遵守します。

◇申し込み先　　：滋賀うまいもん選抜総選挙実行委員会  出展者受付事務局（大津商工会議所内）　　       
◇申し込み方法　：郵送「〒520-0806 滋賀県大津市打出浜2番1号コラボしが21 9階（大津商工会議所内）滋賀うまいもん選抜総選挙実行委員会出展者受付事務局 行」
◇申し込み締切日：2015年６月15日（月）必着       



滋賀うまいもん選抜総選挙実行委員会

例）市・商工会議所・商店街連合会 推薦団体担当者

推薦団体連絡先TEL
推薦団体

滋賀うまいもん選抜総選挙
出展申込書（2）【推薦団体出展者用】

◇申し込み先　　：滋賀うまいもん選抜総選挙実行委員会  出展者受付事務局（大津商工会議所内）　　       
◇申し込み方法　：郵送「〒520-0806 滋賀県大津市打出浜2番1号コラボしが21 9階（大津商工会議所内）滋賀うまいもん選抜総選挙実行委員会出展者受付事務局 行」
◇申し込み締切日：2015年６月15日（月）必着       
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メニュ－に使う滋賀県産の食材：

申込日　2015年　月    日

1.出展団体名

2.代表者名

3.所在地等

所在地 〒

担当者名
（担当者連絡先）（代表者連絡先）

携帯：携帯：

電話 FAX
メール

販売
価格

人

ホームページ なし ・ あり（http:// ）

4.商品名

（できるだけ詳しく）

5.使用食材及び
　　調理方法等

6.1日あたりの
　可能提供食数

7.

9.

従業者数

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

食

出展要領のすべての事項に同意し、保健所発行パンフレット「バザー、模擬店を開催される方へ」
に記載の内容を守ります。

代表者署名

○で囲んで下さい。

100円　200円　300円　400円　500円

※すべての項目が必須項目です。

出展要領への同意・
衛生面に関する
注意事項への同意

◇申し込み先　　：滋賀うまいもん選抜総選挙実行委員会  出展者受付事務局（大津商工会議所内）　　       
◇申し込み方法　：郵送「〒520-0806 滋賀県大津市打出浜2番1号コラボしが21 9階（大津商工会議所内）滋賀うまいもん選抜総選挙実行委員会出展者受付事務局 行」
◇申し込み締切日：2015年６月15日（月）必着       

出展条件をすべて満たしているので、次のとおり出展を申し込みます。なお、出展に当たっては、出展要領を遵守します。

8.



出展店舗名又は団体名

市町村名

代表者名
（肩書き）

（氏名）

http://なし ／ あり （ ）ホームページ◯で囲んで下さい

出展グルメ名

出展グルメ説明
キャッチフレーズ版
（15～25文字程度）

出展グルメ説明
詳細版
（200～250文字程度）

出展店舗又は団体情報

出展グルメ説明

出展グルメ写真

※すべての項目が必須項目です。

※すべての項目が必須項目です。

＜ご注意下さい＞

滋賀うまいもん選抜総選挙実行委員会

〒520-0806
滋賀県大津市打出浜2番1号
コラボしが21 9階（大津商工会議所内）
滋賀うまいもん選抜総選挙実行委員会
出展者受付事務局　行

申し込み締切日

申し込み先　

2015年6月15日（月）

出展申し込み時に出展グルメ写真データ（２８４８×４２８８pixel
以上）をCDに保存し、出展申込書、出展グルメ紹介シートと一緒に郵
送にてご提出してください。また、CDはご返却いたしません。

①出展申込書、②出展グルメ紹介シート、③出展グルメ写真データ（CD）を郵送で上記申込先の方までお送り下さい。
1点でも欠けるとお申込みは受け付けいたしません。また、記載内容に未記入欄がある場合もお申込みは受け付けいたしません。
大変多数のお申し込みが予想されますので、審査の上出展者を決定します。合否の通知に関しましてはFAXにてご連絡いたします。
また、審査内容に関しましては一切お答えできませんので、ご了承ください。

滋賀うまいもん選抜総選挙
出展グルメ紹介シート



滋賀うまいもん選抜総選挙実行委員会



滋賀うまいもん選抜総選挙実行委員会



滋賀うまいもん選抜総選挙　in　浜大津サマーフェスタ2015

2015 20158 1 8 211 221

滋賀うまいもん選抜総選挙実行委員会
〒520-0806 滋賀県大津市打出浜2番1号 コラボしが21 9階（大津商工会議所内）


