
京都大作戦2017～心の10電！10執念！10横無尽にはしゃぎな祭！～
MISSION IMPOSSIBLE-KYOTO 2017 -Recharge your heart and soul! The 10th anniversary! Frolic freely!-

【飲食出店者（テント出店のみ）募集要項】

【飲食出店者募集期間】

2017年4月1日（土）～4月28日（金）
（※2017年4月28日中に事務局に[エントリーシート]必着のこと）

【出店者選考結果の連絡】: 2017年5月12日（金）

※エントリーされた方の中から出店者を選考し、ご出店を依頼する方にのみご連絡致します。

落選された方への連絡や通知は致しません。予めご了承の上、エントリーしてください。
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※選考状況など事前に事務局にお問い合わせ頂きましてもお答えすることができません。予めご了承ください。

※フードエリアでの事故やトラブルに関しては、当事者のみならず飲食出店管理事務局にその責任があります。

その為、事務局の指示や指導に従って頂けない出店者は出店できません。

その点を十分にご理解くださいます様お願い致します。



※お申込みに際しての重要事項（管轄保健所からの指導に関して）

※京都大作戦2017に飲食出店応募される皆様へ
管轄保健所の指導のもと、2014年度より各店舗での保健所への営業許可申請が必要となりましたので、

下記の内容を十分にご理解頂いた上での出店応募となります。

なお、保健所の営業許可はすべての飲食出店者の最低限の義務ではありますが、最終的なメニュー内容/調理工程の確認は、

出店管理事務局が行います。保健所で申請が通ったからと言って、何でも販売できる訳ではございませんので、予めご了承ください。

※申請に当たっての注意点
取得して頂く許可（選考通過後でOK）は、「京都府内一円（市内を除く）」飲食店営業許可です。（5年間有効なもの）

※京都大作戦限定（臨時営業許可や模擬店開設届の類）の許可ではありません。

一般的な屋外でのテント内調理販売で有効な許可（いわゆる露店営業許可）ですので、固定店舗の営業許可とは異なります。

その為、固定店舗で許可を受けていましてもその許可証では出店できませんので、新たに申請して頂く必要があります。

※京都大作戦では販売ができないもの
全国共通でテント（露店）での調理販売においては、「直前加熱」できるものということが、大前提となっております。

加熱後に冷やすなどの調理工程を行うことはできません。（ex.冷やしうどん、冷やし担々麺、つけ麺、冷麺など）

※但し、冷蔵/冷凍設備を備えた店舗に関しては、かき氷の提供は可能です。

※禁止行為を無視
これまでに、保健所や事務局の指導を無視し、申請とは異なる調理工程を行い、販売するというような出店者がおり大変問題となりました。

衛生上に問題があることのみならず、ルールを遵守されている他の出店者の迷惑となりますので、万が一指導を無視されることがあった場合には、

即時の出店停止、来年度以降の出店停止の処分と致しますので、くれぐれも知らない/見ていない/聞いていないということがないように、

宜しくお願いします。

※販売可能なもの

〇かき氷　※冷蔵/冷凍設備は必須

〇スムージー　※冷蔵/冷凍設備は必須

〇アイスクリーム　※飲食店営業許可ではなく、菓子製造業許可が必要

〇米飯類　※炊飯器と保温ジャーが必須です。両方ないと販売できません。

※上記は、一部の例です。調理方法が怪しい商品や複雑な工程がある商品は提供できません。

※申請時と異なる調理を行うと出店停止となりますので、くれぐれもご注意ください。

➡素氷（味の付いていない氷）にシロップ（蜜）をかけるのみとなります。フルーツ等のトッピングは冷凍品であっても不可です。

➡台湾かき氷のような、[もともと氷自体に味が付いている氷]や冷凍のフルーツを削るようなものは販売できません。

※共通の認識としまして、（簡易）テントで販売できる商品は、お客様に提供できる直前まで加熱調理できるものに限ります。

※販売できないもの（調理工程が下記と異なっていても、一切禁止です）
〇加熱後に冷やす工程のあるもの（冷製〇〇、冷やし〇〇など）

➡調理工程が許可範囲内であっても、商品名に上記内容を入れる事も禁止です。

〇生野菜/生フルーツ/鮮魚等の生モノの提供

➡きゅうりの一本漬け（許可済施設での仕込み如何に関わらず提供不可）

➡ぶっかけ冷やしうどん（冷やしNG、商品名もNG）

➡釜揚げしらす丼➡必ず茹でて使用

➡タコライス➡レタス等の野菜は一緒に煮込んで使用

➡バーガー類➡挟む野菜も焼く/煮る/炒めるなど必ず火を通して使用



2017年7月6日（木）　13時～（予定）

各日約20,000人動員目標

http://kyoto-daisakusen.kyoto/17/

京都府立山城総合運動公園　太陽が丘特設野外ステージ

■主 　　　催

WEB: http://www.staff-plus.co.jp　　MAIL: info@staff-plus.co.jp

■出店管理事務局

■企 画/ 制 作 SOUND CREATOR

株式会社スタッフプラス（STAFF PLUS Co.,Ltd)

■搬  入  日

※出店場所の指定はできません、事務局一任となります。また、店舗数は増減する場合があります。

■動  員  数

■オフィシャルサイト

■開 催 場 所

■出 店 舗 数 出店エリア

イベント概要

2017年7月7日（金）- 7月9日（日）

■名　 　　称

■開 催 日 時

球技場A内飲食メインステージ

サブステージ側出店エリア

看板用フレーム

有り

無し

間口

2間

2間

24

6

募集店舗数

■協 賛/ 協 力

〒547-0014　大阪府大阪市平野区長吉川辺3-20-5 G号

■事務局より

京都大作戦2017～心の10電！10執念！10横無尽にはしゃぎな祭！～

2017年7月7日（金）　11:30開場/13:00開演/20:00終演予定

2017年7月8日（土）　9:30開場/11:00開演/20:00終演予定

BADASS/SOUND CREATOR

※選考状況など事前に事務局にお問い合わせ頂きましてもお答えすることができません。予めご了承ください。フードエリアでの事故やトラブルに

関しては、当事者のみならず飲食出店管理事務局にその責任があります。その点を十分にご理解くださいます様お願い致します。

※京都大作戦の飲食エリアでは、独自の方法で管理/運営しております。他のイベントと同じルールではございませんので、事務局の指導の下、

そのすべてに従って頂く必要があります。安心・安全のフードエリア作りにご協力くださいます様、宜しくお願い致します。

2017年7月9日（日）　9:30開場/11:00開演/20:00終演予定

テントサイズ

2K×2K

2K×2K



①

②

※球技場A内は、バックヤードに車両1台や持込のテントを設置するスペースがあります。※サブエリアにはありません。

※当日出たゴミの処理は、会場ルールに従い分別し廃棄可能です。

※出店が決定した後（出店申込書提出後）の出店者の都合による出店キャンセルについては、出店料と同額のキャンセル料が発生します。

※落選された方への連絡や通知は致しません。予めご了承の上、エントリーしてください。

電気設備

1式

※氷系のみメニューは不可です。バーガー系はオフィシャル出店がある為、採用されません。

1.5kwまでの2口コンセント

有効スペース　W約3,600mm×H約1,800mm　※メインエリアのみ

会場内に上水（飲用可）有り、共同使用のシンク有り

■募集期間/選考

■付 帯 設 備

出店募集要項

■出 店 形 態 主催者用意のテント出店　※移動販売車での出店はできません。

■出　店　料 ※選考を通過した方のみにお知らせ致します。

※出店料のお支払いは、5月中旬～5月下旬を予定しています。

1張

看板フレーム

水道設備

※申込者と販売者（出店者）が異なる形での申込・出店はできません。（ブースの名義貸しやブース割りによる又貸しなどはできません)
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③

④

⑤

※肉系（ステーキ、タン、唐揚げ、ケバブ）、ポテト（もちもち/ロング）、串系、焼きそば、粉モノ類が多いです。

※飲食物のみの販売となり、物販はできません。飲食物の販売と合わせて物販を行うこともできません。

※販売できる商品は保健所の指導に反しないもの、及び事務局が許可した販売内容及び調理工程のものに限ります。

※搬入設営日は、7/6（木）の指定の時間となります。

※出店者各自での発電機の持込はできません。また24時間の通電も対応しておりません。

※その他販売に関する什器や備品などは全て出店者の準備となり、基本設備を越える規定の数量以外は別途費用が発生します。

■そ　 の 　他

※当日搬入のみはできません。応募/出店できる方は必ず7/6（木）に搬入/設営できる方に限ります。

■選 考 基 準

※商品のオリジナリティは最重要項目です。お店の特徴がよくわかる商品でエントリーしてください。

テント

テーブル

2間×2間(約3,600mm×約3,600mm)

募集期間：2017年4月1日（土）～4月28日（金） ※必着

選考結果：2017年5月12日（金）

①誰もが販売している/ありきたりな商品は望んでいません。

③過去の出店実績
※大きなイベントに出店しているから良いという訳ではありませんが、出店実績はその店舗の出店レベルを表していると考え、選考基準にしています。

※調理従事者全員の検便（赤痢/サルモネラ/O157）の検査結果（3ヵ月以内）を提出して頂きます（選考通過後）

2台

1回路

※ドリンクの販売は可能ですが、協賛社の関係により指定メーカー/商品/指定売価/仕入先指定（持込不可）となります。

共同使用

※管轄保健所への営業許可申請は各出店者様での個別の申請が必要です。（選考通過後に取得で構いません）

※食品衛生責任者の資格（これに準ずるもの、調理師免許等）を保有するもの1名以上が現場に常駐できることが必要です。

※1.5kwを超える場合は電気容量の追加が必要です。1.5kw毎に16,200円（税込）で追加できます。

※PL保険（生産物賠償責任保険）及び施設賠償保険に加入している方に限ります（選考通過後）

②イベント出店時の店舗構え、商品の写真、販売価格
※ご提出頂く店舗の写真や商品の画像は、応募頂いたお店を知るための重要な資料となります。慎重に選んでご提出下さい。

1800mm×600mm×700mm



(1)販売風景の画像1枚

(2)ご自慢の商品の写真1枚

(3)所在地の記載のある飲食店営業許可証(どの都道府県でもOKです)のコピー

※郵送先

※ブースレイアウト、食品取扱届、覚書など

■選考～出店まで ①【エントリーシート】の受付（4/1～4/28まで）

※出店申込書及び出店料の入金が完了した時点で出店確定となります。

➡出店料と同額の違約金が発生、または入金済の場合は返金なし

(4)免許証などの身分証明書のコピー

②出店者選考結果通知（5/12）

③出店料のご入金（5月下旬）

⑥7/6（木）搬入・設営日（予定13時～）

※応募者多数の場合、2次選考を行うことがございますので、予めご了承ください。

※選考状況や選考内容など事前に事務局にお問い合わせ頂きましてもお答えすることができません。予めご了承ください。

※事前のお問い合わせは、メール（info@staff-plus.co.jp)のみ受付致します。

※エントリーシート受付（またはWEBエントリー）

※郵送でエントリーされる場合には、下記4点も同封してください。　※一つでも未提出の場合、選考できません。

※ご出店をお願いする方のみに事務局よりご連絡致します。

下記の①エントリーシートを郵送にてお送りください。又は②WEBエントリー：http://www.staff-plus.co.jp/contact/

※発注書⑤（包装資材の発注、その他）

※5/19（金）までに出店申込書の提出または出店辞退のご連絡

※発注書①（氷の手配、炊き上がりご飯の手配）

④申請書類等の提出（6月初旬～6月中旬）

⑤発注関係書類の提出（6月中旬～6月下旬頃）

※販売風景　※商品画像　※営業許可証　※身分証明書

出店募集要項

■エントリー方法 出店募集要項をご理解頂いた上、出店ご希望の方は、2017年4月28日までに、

➡出店決定店舗に、飲食出店者マニュアルの送付

※検便の検査結果（調理従事者全員、実施3ヵ月以内のもの）

※現場に常駐される者1名以上の、食品衛生責任者証

※PL保険及び施設賠償保険証書のコピー

※全出店者13時に会場の指定場所に集合

※出店者受付後、各エリアに分かれて搬入/設営開始

※7/6の設営は、18時頃までとなります

※7/7は9:00～、7/8・9は7:00から搬入/準備可能予定です。

※発注書②（ソフトドリンクの手配）

※発注書③（アルコールの手配）

※発注書④（アルバイトスタッフの手配、その他）

⑦7/7（金）・7/8（土）・7/9（日）本番日！！

〒547-0014　大阪市平野区長吉川辺3-20-5 G号　京都大作戦2017　出店管理事務局宛
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京都大作戦2016　販売/出店風景

京都大作戦2017 飲食出店管理事務局　Copyright (C) 2009 STAFF PLUS All Rights Reserved.



※申込時必要書類（【エントリーシート】とともに、郵送でお送り下さい。）

＜基本情報記入＞全ての事項を漏れなくご記入ください。

＜販売内容記入＞※選考通過後に著しく販売内容を変更することはできません。著しく変更された場合、出店を取り消す場合があります。

PL保険（生産物賠償責任保険） 加入済 未加入 京都府内一円の営業許可 取得済 未

　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　@

食品衛生責任者証 有 無 検便の検査結果（実施3ヵ月以内） 有 無

E-mailアドレス（携帯メール不可）

\ \

\ \

フードメニュー名 予定売価 フードメニュー名 予定売価

※フードメニューのみ（ドリンクの販売は指定商品に限られますので、記入しないでください）

\ \

ドリンクの販売 ペットボトル飲料のみ アルコールのみ 両方する 両方しない

※協賛スポンサーの関係上、銘柄/仕入先/売価が指定されることや手作りドリンクの販売が不可になる可能性があります。

\ \

\ \
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　　　　年　　　月 　　　　年　　　月

　　　　年　　　月 　　　　年　　　月

＜出店に対する意気込み＞※必須（「一生懸命頑張ります！」というのは当然ですので、お止めください。）

　　　　年　　　月 　　　　年　　　月

＜販売実績記入＞※出店経歴は、その店舗の出店経験レベルを表していると考え、選考基準にしています。

イベント名 開催地 日時 イベント名 開催地 日時

代表者氏名

ふりがな

会社FAX番号

代表者携帯番号

店舗責任者携帯番号

会社住所
〒　　　　　　　　－

会社電話番号

ふりがな

店舗責任者（現場責任者）氏名

各店舗による5年有効な営業許可の申請/取得が必要（提出は選考通過後でOK)

※私は飲食出店者募集要項を理解した上、当イベントに飲食出店者として応募致します。選考結果については異議申し立てを行わず、選考決定に従います。

署名                                                                      印

希望エリア

ふりがな

会社名（個人の場合は未記入）

事務局一任となり、出店場所の選択はできません。

①販売風景1枚　②主力商品の写真1枚　③所在地の記載のある飲食店営業許可証（どの都道府県でもOKです）のコピー　 ④身分証明書のコピー

ふりがな

屋号（お店の名前）

【エントリーシート】（京都大作戦2017）　　　　　　※郵送用

管轄保健所の営業許可


