
尾張一宮駅東駅前広場　イベント出店　募集要項

イベント名 イチエキ広場マーケット（仮称）

日時 2023年5月6日（土）10：00～19：00

イベント会場 尾張一宮駅東駅前広場（別紙1参照）

最大4ブース（原則1事業者1ブース）

　※ブースの配置は主催者側で決定させていただきます

ブース面積 7.0ｍ×2.5ｍ/ブース

キッチンカーの出店

　※電源は無し、発電機持込は可（超低騒音型）

出店可能車両 奥行6.0ｍ×幅2.5ｍ　以内

事前に主催者への申請/承認が必要、申請外商品の販売は不可

　※ドリンク類の提供も可（上記とあわせて申請）

20,000円（税込）/ブース

25,000円（税込）/ブース　※アルコール類を販売する場合

　※選考通知後、1週間以内に出店料を指定口座に振り込み

手続き 催事確認書（後日送付）の要提出（2023年4月21日まで）

搬入、営業準備　9:00～10:00

営業時間　10:00～19:00

片付け、搬出　19:00～20:00（20:00完全退出）

雨天決行（荒天により中止の場合は、朝7時までに連絡）

ブースやその周辺、道路など、清掃を徹底してください。

申込方法 別紙2の出店申込書を記入の上、eigyo＠nsk-eki.comまで提出

申込期限 2023年3月31日まで

選考結果 選考後、2023年4月7日までにメールで回答させていただきます。

出店料入金後、お客様のご都合によってキャンセルされた場合は
返金対応はいたしかねます。予めご了承ください。

台風等により開催が難しいと主催者側が判断した場合は、イベントを中止
することがございます。その際は出店料を返金させていただきます。
なおイベントの中止による営業機会の損失等につきましては、補償いたし
ませんのでご了承ください。

主催・問合せ先 名古屋ステーション開発株式会社　営業部　052-559-2159

キャンセルポリシー

ブース数

注意事項

当日のスケジュール

出店料

販売品目

募集内容
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【別紙１】　尾張一宮駅東駅前広場　イベント出店　会場

イベント会場
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【別紙２】　尾張一宮駅東駅前広場　イベント出店　出店申込書

【尾張一宮駅東駅前広場　イベント出店　募集要項】をご確認の上、ご記入ください。

申込者名

法人名・団体名・店舗名

電話番号

メールアドレス

郵便番号

住所

建物名、部屋番号

出店名
（当日各媒体で公開されます）

出店内容

出店内容の詳細
（商品、金額（税込））

出店車両の寸法
（幅・奥行・高さ）

出店内容がわかる画像
本紙とあわせてメールでご提出ください（3枚程度）

（告知物等に掲載するため、200KB以上のJPGデータでお願いします）

主な出店実績
（商業施設等）

ホームページURL
（ブログやSNS可）

備考
（何かあればご記入ください）

【ご提出先】
名古屋ステーション開発株式会社　営業部　
eigyo＠nsk-eki.com
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駅前広場イベント　募集要項

				尾張一宮駅東駅前広場　イベント出店　募集要項 オワリ イチノミヤ エキヒガシ エキマエヒロバ シュッテン ボシュウ ヨウコウ



				イベント名 メイ				イチエキ広場マーケット（仮称） ヒロバ カショウ

				日時 ニチジ				2023年5月6日（土）10：00～19：00 ネン ガツ ニチ ツチ

				イベント会場 カイジョウ				尾張一宮駅東駅前広場（別紙1参照） オワリイチノミヤ エキヒガシ エキマエヒロバ ベッシ サンショウ

				ブース数 スウ				最大4ブース（原則1事業者1ブース） サイダイ ゲンソク ジギョウシャ

								　※ブースの配置は主催者側で決定させていただきます ハイチ シュサイシャ ガワ ケッテイ

				ブース面積 メンセキ				7.0ｍ×2.5ｍ/ブース

				募集内容 ボシュウナイヨウ				キッチンカーの出店 シュッテン

								　※電源は無し、発電機持込は可（超低騒音型） デンゲン ナ ハツデンキモチコミ カ チョウテイソウオンガタ

				出店可能車両 シュッテン カノウ シャ リョウ				奥行6.0ｍ×幅2.5ｍ　以内 オクユキ ハバ イナイ

				販売品目 ハンバイ ヒンモク				事前に主催者への申請/承認が必要、申請外商品の販売は不可 ジゼン シュサイシャ シンセイ ショウニン ヒツヨウ シンセイガイ ショウヒン ハンバイ フカ

								　※ドリンク類の提供も可（上記とあわせて申請） ルイ テイキョウ カ ジョウキ シンセイ

				出店料 シュッテン リョウ				20,000円（税込）/ブース エン ゼイコミ

								25,000円（税込）/ブース　※アルコール類を販売する場合 エン ゼイコミ ルイ ハンバイ バアイ

								　※選考通知後、1週間以内に出店料を指定口座に振り込み センコウツウチゴ シュウカン イナイ シュッテンリョウ シテイコウザ フ コ

				手続き テツヅ				催事確認書（後日送付）の要提出（2023年4月21日まで） サイジカクニンショ ゴジツソウフ ヨウ テイシュツ ネン ガツ ニチ

				当日のスケジュール トウジツ				搬入、営業準備　9:00～10:00 ハンニュウ エイギョウジュンビ

								営業時間　10:00～19:00 エイギョウ ジカン

								片付け、搬出　19:00～20:00（20:00完全退出） カタヅ ハンシュツ カンゼンタイシュツ

				注意事項 チュウイジコウ				雨天決行（荒天により中止の場合は、朝7時までに連絡） ウテンケッコウ コウテン チュウシ バアイ アサ ジ レンラク

								ブースやその周辺、道路など、清掃を徹底してください。 シュウヘン ドウロ セイソウ テッテイ

				申込方法 モウシコミ ホウホウ				別紙2の出店申込書を記入の上、eigyo＠nsk-eki.comまで提出 ベッシ シュッテン モウシコミショ キニュウ ウエ テイシュツ

				申込期限 モウシコミ キゲン				2023年3月31日まで ネン ガツ カ

				選考結果 センコウケッカ				選考後、2023年4月7日までにメールで回答させていただきます。 センコウゴ ネン ガツ カ カイトウ

				キャンセルポリシー				出店料入金後、お客様のご都合によってキャンセルされた場合は
返金対応はいたしかねます。予めご了承ください。 シュッテンリョウ ニュウキン ゴ キャクサマ ツゴウ バアイ ヘンキンタイオウ アラカジ リョウショウ

								台風等により開催が難しいと主催者側が判断した場合は、イベントを中止
することがございます。その際は出店料を返金させていただきます。
なおイベントの中止による営業機会の損失等につきましては、補償いたし
ませんのでご了承ください。 タイフウトウ チュウシ サイ シュッテンリョウ ヘンキン チュウシ エイギョウ キカイ ソンシツ トウ ホショウ リョウショウ

				主催・問合せ先 シュサイ トイアワ サキ				名古屋ステーション開発株式会社　営業部　052-559-2159 ナゴヤ カイハツ カブシキガイシャ エイギョウ ブ
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別紙1 イベント会場

				【別紙１】　尾張一宮駅東駅前広場　イベント出店　会場 ベッシ オワリ イチノミヤ エキヒガシ エキマエヒロバ シュッテン カイジョウ



イベント会場
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別紙2 出店申込書

				【別紙２】　尾張一宮駅東駅前広場　イベント出店　出店申込書 ベッシ オワリ イチノミヤ エキヒガシ エキマエヒロバ シュッテン シュッテン モウシコミショ

				【尾張一宮駅東駅前広場　イベント出店　募集要項】をご確認の上、ご記入ください。 オワリ カクニン ウエ キニュウ

				申込者名 モウシコミシャ メイ

				法人名・団体名・店舗名 ホウジンメイ ダンタイメイ テンポメイ

				電話番号 デンワ バンゴウ

				メールアドレス

				郵便番号 ユウビンバンゴウ

				住所 ジュウショ

				建物名、部屋番号 タテモノ メイ ヘヤバンゴウ

				出店名
（当日各媒体で公開されます） シュッテン メイ トウジツ カクバイタイ コウカイ

				出店内容 シュッテン ナイヨウ

				出店内容の詳細
（商品、金額（税込）） シュッテン ナイヨウ ショウサイ ショウヒン キンガク ゼイコミ

				出店車両の寸法
（幅・奥行・高さ） シュッテンシャリョウ スンポウ ハバ オクユキ タカ

				出店内容がわかる画像 シュッテン ナイヨウ ガゾウ		本紙とあわせてメールでご提出ください（3枚程度）
（告知物等に掲載するため、200KB以上のJPGデータでお願いします） ホンシ テイシュツ マイ テイド コクチブツ トウ ケイサイ イジョウ ネガ

				主な出店実績
（商業施設等） オモ シュッテン ジッセキ ショウギョウシセツ トウ

				ホームページURL
（ブログやSNS可） カ

				備考
（何かあればご記入ください） ビコウ ナニ キニュウ



				【ご提出先】 テイシュツ サキ

				名古屋ステーション開発株式会社　営業部　 ナゴヤ カイハツ カブシキガイシャ エイギョウ ブ

				eigyo＠nsk-eki.com
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