京都大作戦2018～去年は雷雨でごめんな祭！～
MISSION IMPOSSIBLE-KYOTO 2018 ～Sorry for thunderstorm of last year～

【飲食テント出店 募集概要】
【飲食出店者 募集期間】
2018年4月1日（日）～4月27日（金）締切
（※2018年4月27日中に、出店管理事務局までエントリーシートを郵送、またはWEBエントリー）

【選考結果のご連絡】
2018年5月11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。
なお、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。

※選考状況や選考段階などを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ので、予めご了承の上でエントリーしてください。
※フードエリアでの事故やトラブルに関しては、当事者の出店者のみならず飲食出店管理事務局にもその責任があります。
その為、出店管理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、十分にご理解くださいますようお願い致します。
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※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2018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当該管轄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（路面）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
※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。
〇かき氷 ※冷蔵/冷凍設備は必須
➡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。
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。

※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 ※ねぎたっぷり〇〇〇、ねぎ盛り〇〇➡NG
➡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

※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。

【イベント概要】
■公演名

京都大作戦2018～去年は雷雨でごめんな祭～

■オフィシャルサイト

http://kyoto-daisakusen.kyoto/18/

■開催日時

2018年7月7日（土）、7月8日（日）
両日とも開場9：30 / 開演11：00 / 終演20：00（予定）

■動員予定

各日約20,000人動員予定

■会場

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

BADASS/SOUND CREATOR

■企画制作

SOUND CREATOR

■協賛/協力

■出店管理事務局

株式会社スタッフプラス（STAFF PLUS）
〒547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺3-20-5 G号
WEB: http://www.staff-plus.co.jp MAIL: info@staff-plus.co.jp
（担当：白阪）
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【飲食テント出店 募集概要及び条件】
■募集概要

①管轄の山城北保健所の営業許可範囲内による食品営業とします。
※保健所の指導により販売できない品目があります。基本的に提供直前加熱できるものに限ります。
②主催者用意のテント出店です。 ※キッチンカーによる出店募集は行っていません。
③選考通過後（出店決定後）に、以下の書類をご提出頂きます。
A：PL保険（生産物賠償責任保険）及び施設賠償保険証書
B：現場に常駐する者の食品衛生責任者に準ずる証明書
C：調理従事者全員の検便の検査結果
D：販売する商品の詳細な調理工程・作業工程表
E：展開するブースのレイアウト図面
F：京都府内一円（市内を除く）飲食店営業許可証 etc.
④申込者と出店者が異なる形での応募/出店はできません。
⑤ 7/6（金）の指定時間に搬入/設営ができ、7/7及び7/8両日とも営業できる方に限ります。
※消防署や保健所の査察の関係上、必ず7/6（金）に搬入/設営して頂きます。
※1日だけの営業及びイベント開催中に独自の判断で営業を終了することはできません。
⑥申請した飲食物のみの販売となります。 ※物販やビラ配り、試食、サンプル配布等はできません。
⑦ドリンクの販売は可能ですが協賛社の関係上、指定のメーカー/商品/売価/仕入先となります。

■条件詳細

出店料：選考を通過した方にのみお知らせ致します。
※出店料のお支払いは、5月下旬頃を予定しています。
※選考通過後の出店者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をご請求致します。
➡選考通過者に条件（出店料など）をお知らせ致します。その時点でのキャンセルは可能です。
※出店エリアや出店位置の選択/指定はできません。事務局に一任となります。
※下記の付帯設備の規定数量を超える場合は、別途追加費用が発生します。

■付帯設備

①

テント

2間×2間（約3.6m×3.6m）

②

（看板設置用）

地上から高さ3.8m

単管フレーム

（設置有効スペース約3.6m×1.8m）

③

テーブル

1.8m×0.6m×0.7m

④

電気

1.5kwまでの2口コンセント

⑤

給排水

上水（飲用可）有 シンク有 洗い物可

1張
1式
2台
1回路
（追加1.5kw毎@16,200）

出店者共用

※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いません。
※当日営業で出たゴミ処理は、会場の分別ルールに従い廃棄可能です。
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【選考/その他注意点について】
■選考に関して

A：誰もが販売している・ありきたりなメニューは望んでいません。
※商品のオリジナリティが重要です。（肉系の串や丼（牛串、タン串など）、からあげ、ポテトなどが特に多いです）

※保健所の許可が得られる範囲内での展開となります。
➡直前加熱できるものに限ります。（かき氷を除く）
➡トッピングのねぎ（薬味ねぎ）等は極少量の使用のみ可、生野菜・生フルーツ等の加熱しない食品の使用は一切できません。

➡直前加熱できない調理工程や、加熱後に冷やす工程のあるメニューも一切販売できませんので、予めご注意ください。

➡かき氷の冷凍フルーツのトッピングはできません。
また、台湾かき氷のような氷自体に味のついている氷や削りいちごのような冷凍フルーツを削るようなものは販売できません。

➡現場での包丁やまな板を使用した仕込み行為は厳禁です。

B：イベント出店時の店舗構え、商品の写真、販売価格の適正
※店舗構え（販売風景）で出店者のレベルがわかります。
※看板の設置の仕方（物干し竿を使用している→NG、看板が曲がっている・真っすぐに設置されていない→NG）
※スタッフの服装（統一されているか、きれいな状態か、頭髪/ひげなど飲食店スタッフとしての風紀を乱していないか）

C：過去の出店実績
※規模の大きなイベントに出店してきたことが、良い出店者であるという認識ではありません。
➡イベントによってどのような出店者が集まっているかが推測されますので、すべてがプラスになるとは限りません。

※上記のA～Cを主な選考基準としています。
■エントリー方法

【飲食テント出店 募集概要】をご理解頂いた上で出店ご希望の方は、2018年4月27日までに、
①エントリーシートを郵送にてお送りください。
※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。
(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
(4)免許証などの身分証明書のコピー
※郵送先
〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-20-5 G号 京都大作戦2018 出店管理事務局 白阪宛
又は、②WEBエントリー：http://www.staff-plus.co.jp/contact/
※応募者多数の場合、2次選考を行うことがありますので、予めご了承ください。
※選考状況や選考内容、選考段階での出店料などを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。
※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。
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【販売風景について】（2017年度開催）
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【エントリーシート】（京都大作戦2018）
※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

※申込時必要書類（【エントリーシート】（京都大作戦2018）とともに、郵送でお送りください。）
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
＜基本情報記入＞全ての事項を漏れなくご記入ください。
出店エリア

事務局一任となり、出店場所の選択はできません。

京都府内一円の営業許可証

すでに取得済

/

選考通過後に取得予定

ふりがな
会社名（個人の場合は未記入）

屋号（お店の名前）

ふりがな
〒

会社住所

－

会社電話番号

会社FAX番号

ふりがな
代表者氏名

代表者携帯番号

ふりがな
店舗責任者（現場責任者）氏名

店舗責任者携帯番号

@

E-mailアドレス（携帯メール不可）

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

PL保険（生産物賠償責任保険）

加入済

未加入

施設賠償保険

加入済

未加入

＜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。
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、下記に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。
＜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

年

月

年

月

年

月

年

月

年

月

年

月

＜出店に対する意気込み＞※必須【重要】
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