「アースデイ in 京都 2022」
出店・出展要項
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ことしは岡崎公園＋京都全体がキャンパス︕
地球のことを考え⾏動する、
アースデイアクションで繋がろう

毎年 4 ⽉ 22 ⽇は地球のことを考え⾏動する⽇
「アースデイ＝地球の⽇です」
「アースデイ in 京都 2022」は、
⼤切な地球・環境のことを⼀緒に楽しく考えながら、
京都で暮らす⼈、働く⼈、⽣きる⼈、みんなで⼿を合わせて
より良い未来をつくるアースデイアクションです。
2022 年度のテーマは「捉え直し」。
リユースからサーキュラーエコノミーへのシフトがうたわれ、
サステナブル（持続可能性）の次に
リジェネラティブ（再⽣・回復）が注⽬され、
「捉え直し」が進んでいます。
⾃分たちの暮らしや営みをいま⼀度振り返り
「捉え直す」きっかけにしていきたいと思います。
2022 年度は、京都全域をキャンパスとして⾒⽴て、
岡崎公園＋京都全域で開催を⾏います。
私たち⼀⼈⼀⼈のアースデイアクションとして、
思い思いのアースデイを実施しましょう。
市⺠、お店、事業者、暮らし⼿、働く⼈など、
地球に暮らす私たちが暮らしを捉え直し、
地球に優しい選択を広げていきましょう。
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[ アースデイ in 京都 2022 ]
ことしの会場は岡崎公園＋京都全域へ︕
あなたのお店や会社でも思い思いのアースデイを︕
2022 年度に⾏う「アースデイ in 京都 2022」では、
会場を「岡崎公園」に加えて、京都全域へと範囲を広げて開催します。
コロナ禍でなかなか１箇所に⼈が集まるのが難しい状況の中で、
岡崎公園になんらかの理由で出店ができない⼈たちも、
それぞれの場所でそれぞれの「アースデイ」を⾏えるようにして、
同時にいろいろなところで「アースデイ」が⾏われているような、
コロナ禍だからこそできる新しい催しの形です。
・⼤⼈数が集まる場所に参加しずらい⽅
・お店の通常営業があるため出店が難しい⽅
・距離が遠いため出店が難しい⽅
・スタッフの⼈数などが問題で出店が難しい⽅
・コロナの状況をもう少し様⼦⾒たい⽅
などなど
さまざまな理由で参加したくても参加できない⽅々が、
それぞれの場所でそれぞれの「アースデイ」を実施できれば、
コロナの状況下でもより多くの⽅が「アースデイ」に参加することができるし、
いままでよりも⼤きなアースデイアクションに繋がっていくのではないかと考えています。
例えば、共通のステッカーやポスターなどを各お店に掲げていただき、
オフィシャルウェブサイト上でアースデイマップをつくり、
参加者の皆さまが各参加店舗を回れるようにします。
また各お店でそれぞれの「アースデイアクション」を宣⾔していただき、
そのアクションを広げていきます。
もちろん岡崎公園での開催も昨年にも増して充実した内容にしていきます。
皆さまのご都合に合わせた形でぜひご参加ください。
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【アースデイ in 京都 2022 への参加⽅法】
「アースデイ in 京都 2022」の出店募集を 1 ⽉ 5 ⽇（⽔）から開始します。
今回の出店⽅法は４通りあります。
（１）岡崎公園で出店する（4/16(⼟)・4/17(⽇)）
（２）⾃分のお店・会社等で「アースデイ in 京都」に参加する（4/16(⼟)〜4/24(⽇)）
（３）⾃分のお店・会社等で独⾃の「アースデイイベント」を開催する
（4/16(⼟)〜4/24(⽇)）
（４）岡崎公園で出店する＋⾃店･⾃社等でも｢アースデイ｣に参加する
（4/16(⼟)〜4/24(⽇)）
(２)〜(４)の、「⾃分のお店・会社等での開催」は、4 ⽉ 22 ⽇の環境記念⽇「アースデイ＝地球
の⽇」を含む 4/16(⼟)〜 4/24(⽇)までの８⽇間を「アースデイウィーク」として開催しま
す。
※すべての⽇数で実施していただいても、期間中の何⽇かで実施していただいても⼤丈夫です。

（１）岡崎公園で出店する（4/16(⼟)・4/17(⽇)）
4/16(⼟)・4/17(⽇)の２⽇間で開催する「アースデイ in 京都 2022 in 岡崎公園」への出店・
出展となります。出店テントの⼤きさに応じて出店料が異なります。
◆参加費︓出店料（ブースサイズ 1.8m×1.8m 4,500 円〜・税込）
【参加特典】
１、岡崎公園でのブース出店参加
２、アースデイ in 京都 ウェブサイトで「岡崎公園参加店舗」として個別紹介
３、アースデイ in 京都 店舗掲⽰⽤ステッカー１枚
４、アースデイ in 京都 店舗掲⽰⽤ A2 ポスター１枚
５、アースデイ in 京都 店舗設置⽤チラシ 30 枚
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（２）⾃分のお店・会社等で「アースデイ in 京都」に参加する
(２)(３)は、お店や会社の営業などがある場合や何らかの理由で「岡崎公園」への出店ができな
い場合に、⾃分のお店や会社で「アースデイ in 京都 2022」に参加するプランです。
（※開催期間︓4 ⽉ 22 ⽇の環境記念⽇「アースデイ＝地球の⽇」を含む 4/16(⼟)〜 4/24(⽇)
までの８⽇間を「アースデイウィーク」期間として開催します。
※すべての⽇数で実施していただいても、期間中の何⽇かで実施していただいても⼤丈夫です。
◆参加費︓1,500 円（税込）
（※８⽇間 同料⾦）
【参加特典】
１、アースデイ in 京都 ウェブサイトで「お店・会社等で開催」店舗として個別紹介
２、アースデイ in 京都 ウェブサイトのアースデイマップへ掲載
３、アースデイ in 京都 店舗掲⽰⽤ステッカー１枚
４、アースデイ in 京都 店舗掲⽰⽤ A2 ポスター１枚
５、アースデイ in 京都 店舗設置⽤チラシ 30 枚
【具体例】
（２）は通常営業のまま岡崎公園ではなく⾃分のお店・会社で「アースデイ in 京都」に参加す
るものです。通常営業時から環境に配慮した営業を⾏っている店舗や企業は、その環境に配慮し
たアクションを掲げることで、店舗・会社等を会場として「アースデイ in 京都」に参加するこ
とができます。
（参加例）
●通常営業時から環境に配慮した営業を⾏っている店舗や企業の場合
・開催期間中を含めて、通常営業時もプラスチックフリーで営業している
・開催期間中を含めて、通常営業時も化学調味料・添加物不使⽤で営業している
・開催期間中を含めて、通常営業時も天然由来の商品のみで営業している
・開催期間中も含めて、通常営業時も環境に配慮した◯◯◯の取り組みを⾏っている
など
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（３）⾃分のお店・会社等で独⾃の「アースデイイベント」を開
催する
(２)(３)は、お店や会社の営業などがある場合や何らかの理由で「岡崎公園」への出店ができな
い場合に、⾃分のお店や会社で「アースデイ in 京都 2022」に参加するプランです。
（開催期間︓4 ⽉ 22 ⽇の環境記念⽇「アースデイ＝地球の⽇」を含む 4/16(⼟)〜 4/24(⽇)ま
での８⽇間を「アースデイウィーク」期間として開催します。
※すべての⽇数で実施していただいても、期間中の何⽇かで実施していただいても⼤丈夫です。
◆参加費︓ 1,500 円（税込）
（※８⽇間 同料⾦）
【参加特典】
１、アースデイ in 京都 ウェブサイトで「お店・会社等で開催」店舗として個別紹介
２、アースデイ in 京都 ウェブサイトのアースデイマップへ掲載
３、アースデイ in 京都 店舗掲⽰⽤ステッカー１枚
４、アースデイ in 京都 店舗掲⽰⽤ A2 ポスター１枚
５、アースデイ in 京都 店舗設置⽤チラシ 30 枚
【具体例】
（３）は、開催期間中に独⾃の「アースデイイベント」を開催することで「アースデイ in 京都
2022」に参加するプランです。期間中に独⾃の「アースデイアクション」を宣⾔していただ
き、イベントやキャンペーンなどを⾏ってください。
（参加例）
●開催期間中に独⾃の「アースデイイベント」を開催する場合
・開催期間中はプラスティックフリーで営業する
・開催期間中に「アースデイ」特別メニューや特別商品、特別なサービスを提供する
・開催期間中にマイバッグ持参で◯◯サービス等のキャンペーンを⾏う
・開催期間中に、独⾃のイベント（ワークショップ、体験型イベント、お話会、上映会など）を
開催する
など
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（４）岡崎公園で出店する＋⾃分のお店・会社でもアースデイに
参加する
4/16(⼟)・4/17(⽇)の２⽇間で開催する「アースデイ in 京都 2022 in 岡崎公園」へ
の出店・出展に加えて、各お店や会社等でも「アースデイ in 京都」に参加する、もし
くは独⾃の「アースデイイベント」を開催するプランです。
（※（１）の条件と（２）（３）の条件を合わせた内容となります）
◆参加費︓岡崎公園出店料（ブースサイズ 1.8m×1.8m 4,500 円〜）＋ 1,000 円（税
込み）
（※セットでのお申し込みの場合は 500 円お得です）
【参加特典】
１、岡崎公園でのブース出店
２、アースデイ in 京都 ウェブサイトで「岡崎公園参加店舗」として個別紹介
３、アースデイ in 京都 ウェブサイトで「お店・会社等で開催」店舗として個別紹介
４、アースデイ in 京都 ウェブサイトのアースデイマップへ掲載
５、アースデイ in 京都 店舗掲⽰⽤ステッカー１枚
６、アースデイ in 京都 店舗掲⽰⽤ A2 ポスター１枚
７、アースデイ in 京都 店舗設置⽤チラシ 30 枚
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【新型コロナウイルス感染防⽌対策について】
「アースデイ in 京都 2022」では、
新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌策として
以下の対策を実施します。
※対策事項を遵守のうえご参加ください。
下記を遵守できない⽅は参加できません。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【出店者様・関係者について】
・1 店舗につき 1 点以上の⼿指消毒⽤アルコールスプレーを必ず設置してください。
・当⽇の受付時に検温を⾏います。37.5 度以上の熱がある⽅は参加できません。
・出店者・スタッフ・関係者は必ずマスクやフェイスシールド等をご着⽤ください。

【来場者・お客さまへの対応】
・来場者の⽅はマスクの着⽤をお願いいたします。
・当⽇の朝に必ず検温を⾏い、37.5 度以上の熱がある⽅や
体調の優れない⽅は来場をご遠慮ください。
・各店舗で商品に⼿を触れる際は、都度アルコールにて⼿指消毒を⾏ってください。
・1 箇所に密集せず、お客さま同⼠の間隔を保てるようにご協⼒をお願いします。
・飲⾷は指定された飲⾷エリアにてお願いいたします。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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「アースデイ in 京都 2022」 出展･出店 要項
開催概要
名
主
会
⽇

称
催
場
程

来場数

︓アースデイ in 京都 2022
︓アースデイ in 京都 実⾏委員会
︓岡崎公園（平安神宮前／京都市左京区）＋ 京都全域（京都府以外の⽅もご参加いただけます）
︓（岡崎公園）4 ⽉ 16 ⽇（⼟）
、17 ⽇（⽇）
（２⽇間） 時間︓10:00〜17:00（17 ⽇は〜16:00）
（アースデイウィーク）4 ⽉ 16 ⽇（⼟）〜24 ⽇（⽇）
（８⽇間）
︓（岡崎公園）3000 ⼈程度/⽇（⾒込み）

出店概要
●応募資格
・イベント主旨を理解し、環境対策・使⽤⾷材・メニューなどが基準を満たしている⽅。
・
「アースデイ in 京都 2022」の広報にご協⼒をお願いします。
・飲⾷（現地調理あり）出店は、飲⾷店営業許可、京都府露天営業許可、ケータリングカー営業許可を持っている⽅。
●出展･出店者の選定について
出展･出店の可否等に関する選考は「アースデイ in 京都 2022」事務局にて⾏います。
なお、選定結果のお問い合わせについては⼀切お答えできません。
●出店位置について
岡崎公園にてご出店いただく場所（位置）については「アースデイ in 京都 2022」事務局で決定いたします。
●出店のキャンセルについて
出店料のお振り込み後のキャンセルはお受けしておりません。
●新型コロナの影響による開催中⽌の場合について
新型コロナ感染拡⼤による政府・⾃治体指⽰による開催中⽌の場合は、開催⽇より 14 ⽇以前の場合は出店料の全額
をご返⾦いたします（※オプション費⽤や備品費⽤のご返⾦はできかねますのでご了承ください。「出店料」のみの
ご返⾦となります。尚、振り込み⼿数料はお客さまのご負担とさせていただきますのでご了承ください）
。開催⽇よ
り 13 ⽇を切った場合の開催キャンセルにつきましてはご返⾦ができませんので何卒ご了承ください。
●出店料⽀払い期限
・出店料は、出店確定後７⽇以内に以下の銀⾏⼝座へお振り込みください。
※期⽇までにお振込みが無い場合はキャンセル扱いとし、次点の出店希望者を繰り上げます。
（銀⾏⼝座︓京都銀⾏ ⾼野⽀店 普通 3481734 アースデイ in 京都 実⾏委員会）
●損害責任について
・出店者間及び販売エリアでの対⼈・対物のトラブル、⾷中毒などの⾷品衛⽣管理について発⽣する損害等について
は、当該出店者の責任とし、主催者はその責任を負いません。
・飲⾷出店者は PL 保険（賠償責任保険）に必ず加⼊してください。
・天災等、不可抗⼒の原因での会期変更、または開催中⽌によって⽣じた損害等については補償しません。
●その他
・突⾵等でテントが⾶ばないように、テントには必ずウエイト等で養⽣を⾏ってください。
ウエイトのご⽤意がない場合にはレンタル備品で必ずご⼿配ください。
・主催者が出店にふさわしくないと判断した場合には、会期中に関わらずただちに出店を取りやめていただきます。
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「アースデイ in 京都 2022」出展･出店 注意事項
出展者は下記の各規定に記載する「アースデイ in 京都 2022」の主旨にご賛同いただける⽅に限定いたします。
◯「アースデイ in 京都 2022」で推奨する出店カテゴリと原材料について
・⾃然に根ざした⽅法で⼼⾝ともに健康につながる⾷物および⾏為。
・フェアトレードの理念で⽣産された原材料。
・減農薬・減化学肥料や農薬不使⽤・無化学肥料で栽培された環境共⽣型の農作物。
・化学精製されていない⾷⽤油や粗製糖、天然塩。
・⾃家採種、在来種、固定種など⾃然に近い営みで⽣まれた種にこだわった作物。
・アニマルウェルフェアの理念が実践された畜産物。
・有害⿃獣被害軽減に繋がる⾷品衛⽣法に則った野⽣⿃獣⾁（ジビエ）
・その他、⽣産から流通にかけて環境負荷の少ない原材料。
◯「アースデイ in 京都 2022」で取り扱ってはいけない⾷材
・遺伝⼦組換作物、またはそれらを原料に使っているもの、もしくはそれらを飼料にしているもの
・化学調味料や保存料など、化学的に精製された添加物、またはそれらを原料に使っているもの
・児童労働や⽣産者の搾取、環境破壊などに繋がらないフェアトレードの理念が実践されていないもの
・国の基準を超えた放射能汚染があるもの、もしくは懸念されるもの。
・⼀般に安全性が確認されていないもの。
●「アースデイ in 京都 2022」岡崎公園での出店について
・展⽰、販売はすべてテント内で⾏っていただきます。
・出店者は出店及び⾷品販売⾏為に関して発⽣した事故・苦情に対して全ての賠償責任を負います。
・現地調理を必要とする飲⾷出店を希望する場合には、調理過程表とテント内配置図⾯も併せてご提出ください。
・酒類を販売する場合は、未成年者や⾞での来場者には絶対に提供しないでください。
・周囲に対して美観を損ねる、⾵紀を乱す⾏為はお断りいたします。
・出店者はごみ箱を各⾃で⽤意し、出店の際に出たごみ（⽫、カップ等）は必ず出店者にお持ち帰りいただきます。
※販売の際に、容器を販売店に返却してもらうように必ずお伝えください。
・衛⽣⾯に最⼤限配慮し、事故・苦情等が発⽣しないようにご注意ください。
・公園内の⽔道施設は⼀切利⽤できません。出店に必要な⽔は各店舗でご⽤意ください。
（公園内の⽔道の⽔を汲んだり、容器の洗浄に使⽤することはできません）
・その他、公園管理事務所、保健所より指⽰があった場合は、それに従って販売していただきます。
●環境対策への協⼒について
・プラスチック製容器の使⽤はできません。⽫･カップ･ストロー･箸等は紙製・⽊製のものをご使⽤ください
●資料等の提出物について
・事前の提出書類等は、期限厳守、速やかにご提出ください。
●⾷材・原材料選びの指針について
・⾷材・原材料は、安⼼・安全で地球にやさしい、アースデイに相応しい原材料の使⽤を⼼がけてください。
●販売禁⽌品について
以下の物品については販売ができませんので、ご了承ください。
・危険物や法律にふれるもの
・化粧品など、保健所/厚⽣省による規制対象品 ※あらかじめ主催者より許可したものは除く
・ペットボトル・⽸による飲料の販売
・その他、開催主旨に不適当と思われるもの
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●出展における禁⽌事項
・公園内の⽔道施設は⼀切利⽤できません。出店に必要な⽔は各店舗でご⽤意ください。
（公園内の⽔道⽔を汲んだり、容器の洗浄に使⽤することはできません）
・法律・公序良俗に反する⾏為
・マイクまたは⾳楽等の⼤⾳量での使⽤
・会場へ損傷を与える⾏為、設置物
・会場の⼀般来場者の迷惑となる⾏為
・周囲に対して美観を損ねたり、⾵紀を乱す⾏為
・節度を越える勧誘⾏為、ブース外でのチラシ等の⼿配り
・開催主旨に反すると判断される⾏為
●その他注意事項
・禁⽌事項を発⾒した場合には、ただちに出展･出店を取りやめ退出いただきます
・配布物、販売品などは、極⼒ゴミを発⽣させないようにご注意ください。
・その他、公園管理事務所、事務局より指⽰があった場合はそれに従っていただきます。
・⼟曜⽇の夜間について、荷物の留置については各出展･出店者の責任で⾏ってください。
盗難・損傷等の責任は主催者側では⼀切負いません。
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『アースデイ in 京都 2022』 「岡崎公園」での出展・出店費⽤表
●出展・出店サイズと出店費⽤（価格はすべて税込み価格です）
（※記載⾦額は 1 ⽇の費⽤です。2 ⽇間連続出店の場合は 2 倍の料⾦となります）
（１）物販・展⽰・ワークショップ
テントサイズ（間⼝×奥⾏）

出店料(1⽇)

※価格はすべて税込

備考欄

1.8m*1.8m

¥4,500

出店者の持込テントの場合

2.0m*2.0m

¥4,500

出店者の持込テントの場合

2.5m*2.5m

¥5,500

出店者の持込テントの場合

3.0m*3.0m

¥6,500

出店者の持込テントの場合

2.5m*2.5m（ワンタッチテント）

¥12,500

レンタルテント費含む（ウエイト、横幕は付きません）

3.0m*3.0m（ワンタッチテント）

¥13,500

レンタルテント費含む（ウエイト、横幕は付きません）

（２）⾷べ物（現地調理なし）・飲み物（コーヒー・紅茶・⼿作りジュース類）
テントサイズ（間⼝×奥⾏）

出店料(1⽇)

備考欄

1.8m*1.8m

¥5,500

出店者の持込テントの場合

2.0m*2.0m

¥5,500

出店者の持込テントの場合

2.5m*2.5m

¥6,500

出店者の持込テントの場合

3.0m*3.0m

¥7,500

出店者の持込テントの場合

2.5m*2.5m（ワンタッチテント）

¥13,500

レンタルテント費含む（ウエイト、横幕は付きません）

3.0m*3.0m（ワンタッチテント）

¥14,500

レンタルテント費含む（ウエイト、横幕は付きません）

（３）⾷べ物（現地調理あり）※保健所申請は主催者が⾏います（保健所への営業許可申請費⽤ 各店14,400円は免除）
テントサイズ（間⼝×奥⾏）
1.8m*1.8m

出店料(1⽇)

備考欄

¥9,500

出店者の持込テントの場合、A地区指定料含む

2.0m*2.0m

¥9,500

出店者の持込テントの場合、A地区指定料含む

2.5m*2.5m

¥11,500

出店者の持込テントの場合、A地区指定料含む

3.0m*3.0m

¥15,500

出店者の持込テントの場合、A地区指定料含む

2.5m*2.5m（ワンタッチテント）

¥18,500

3.0m*3.0m（ワンタッチテント）

¥22,500

レンタルテント費含む（ウエイト、横幕は付きません）
A地区指定料を含む
レンタルテント費含む（ウエイト、横幕は付きません）
A地区指定料を含む

（４）SDGs企業ブース（SDGs企業ブースは６枠限定）
テントサイズ（間⼝×奥⾏）

出店料(1⽇)

備考欄

2.7m*3.6m（3坪⽩テント１張）

¥30,000

限定４枠／レンタルテント費／机2台、椅⼦2脚 含む

5.4m*3.6m（6坪⽩テント１張）

¥50,000

限定６枠／レンタルテント費／机4台、椅⼦4脚 含む

（５）企業協賛ブース（企業協賛ブースは４枠限定）
テントサイズ（間⼝×奥⾏）

出店料(1⽇)

備考欄

2.7m*3.6m（3坪⽩テント１張）

¥30,000

限定４枠／レンタルテント費／机2台、椅⼦2脚 含む

5.4m*3.6m（6坪⽩テント１張）

¥50,000

限定４枠／レンタルテント費／机4台、椅⼦4脚 含む

（６）出店エリア A地区 指定料（出店エリア︓A地区 を指定希望の場合）
項⽬
A地区 指定料⾦

追加料⾦(1⽇)
¥1,000

備考欄
最も⼈通りの多いA地区への出店指定希望の場合

※レンタル⽤のワンタッチテントには、横幕・ウエイトは付きません。
※電源について︓主催者側で電源・照明の⽤意はありません。

※店舗の装飾・看板類について︓店舗の装飾、看板類の設置については、強⾵などの影響を考慮し、各出店者様の管理・
責任のもと細⼼の注意を払って⾏ってください。お客様に被害があった場合、主催者は⼀切の責任を負いません。
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●「岡崎公園」出展・出店エリアマップ
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●レンタル備品について︓
・ワンタッチテント、⽩テント、⻑机、椅⼦（パイプイス）
、テント⽤ウエイトの貸し出しができます。
・申込フォームにて希望数をご選択下さい。
※数量の変更については、出展･出店料の振込前までにお願いします。当⽇の変更は受付できません。

アースデイ in 京都 2022 レンタル備品 料⾦表
◆レンタルテント

※価格はすべて税込

テントサイズ（間⼝×奥⾏）

料⾦(1⽇)

2.5m*2.5m（ワンタッチテント）

¥7,000

横幕なし・ウエイトなし

備考欄

3m*3m（ワンタッチテント）

¥7,000

横幕なし・ウエイトなし

2.7m*3.6m（⽩テント）

¥15,000

横幕・ウエイト付き

◆レンタル備品
品名

単価(1⽇/個)

備考欄

⻑机（1800*450）

¥1,000

1出店に4台まで

椅⼦（パイプ椅⼦）

¥500

1出店に4脚まで

テント⽤ウエイト（鉄製10kg）

¥500

1出店に4個まで

※ワンタッチテントには、横幕・ウエイトは付きません。

●ワンタッチテント

●⽩テント（実物には横幕・ウエイトが付きます）

●ウエイト（10kg）
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お申し込みについて
●応募⽅法： WEB フォームよりお申し込み下さい（※募集要項の内容をご熟読の上お申し込みください）

URL: https://earthdayinkyoto.com/booth/
※web フォームでのお申し込みが難しい⽅はご相談下さい
（mail : market@earthdayinkyoto.com）
●応募〆切 ：

2022 年 3 ⽉ 25 ⽇（⾦）必着

※〆切り前でも選考受付の上、規定数に達した段階で受付終了とさせていただきます。
●出展資料︓今回の出展・出店内容のわかる資料、販売品の詳細などの資料を申込書と併せてご提出下さい。
※各申請書をダウンロードして申込書とあわせてご提出ください。
申請書のご提出がないと販売できません。
Ａ.⾷品販売申請書（⾷品販売出店の⽅）
Ｂ.物品販売申請書（物販出店の⽅）
Ｃ.ワークショップ申請書（ワークショップ出店の⽅）
D.飲⾷出店（現地調理あり）
︓テント内図⾯および調理⼯程表

スケジュール
● 本番までのスケジュール ※下記予定は変更する場合があります。予めご了承下さいませ。
⽇時
3 ⽉ 25 ⽇（⾦）

3 ⽉ 30 ⽇（⽔）
4 ⽉ 6 ⽇（⽔）

⽇程
応募最終締切り（お早めにお申し込みください）
（※応募多数の場合締切り前に受付を終了します）

選考結果 最終通知
（※選考結果は随時お知らせいたします）
出店料 振り込み 最終締切
（※出店料は出店確定後 7 ⽇以内にお振込みください）
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●岡崎公園での搬⼊・搬出時間について
・イベント実施時間 ︓2022 年４⽉ 16 ⽇（⼟）︓10:00〜17:00（⼀部のプログラムを除く）
2022 年４⽉ 17 ⽇（⽇）︓10:00〜16:00
・搬⼊出⽇時 ︓
◆⾞両搬⼊時間︓
・飲⾷出店（現地調理あり）︓午前 7 時 30 分〜9 時
・⾷品･物販、ワークショップ等︓午前８時 00 分〜9 時
（※9 時 30 分までに⾞両を会場の外へ移動完了させてください）
◆搬出時間︓
・16 ⽇︓午後５時 00 分〜7 時 30 分
・17 ⽇︓午後 4 時 00 分〜7 時 30 分
（※指定時間より前に搬出はできません。
また午後 7 時 30 分までに⾞両を会場の外へ移動完了させてください）
・搬⼊出時の⾞両使⽤について︓
会場内へは⾞両にて搬⼊・搬出が可能です。
荷降ろしのみ。荷降ろしが済み次第、早急に⾞の移動をお願いします。
※場内では必ず係の誘導・指⽰に従ってください。
・駐⾞ ︓ 会期中会場内に駐⾞はできません。近隣の公共駐⾞場をご利⽤ください。
近隣への路上駐⾞は厳禁（厳守）。

お申し込み・お問い合わせ
アースデイ in 京都 実行委員会 事務局 担当：持田（モチダ）
〒606-8107 京都府京都市左京区高野東開町 1-23-40-201 アースコンシャス内
お問い合せ：E-Mail：market@earthdayinkyoto.com
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