
柏の葉T-SITE	
手づくり&レトロ雑貨市	

出店要項	

2017年	9月30日版	



出店要項①	お申込み方法	

（はじめに）	

柏の葉T-SITE手づくり＆レトロ雑貨市（以下、当イベントという）は、毎月第二日曜日の開催となります。			

お申し込み方法をよくご確認いただき、お間違え等のないようお気を付け下さい。	

（開催日）	

年内の開催は、9月10日	 10月8日	 11月12日	 	12月10日となります。	

（ご出店希望について）	

今回は年内のご出店希望をお受けいたします。お申込みの先着順などによってご希望に添えない場合があります。	

その際は当会よりお知らせいたします。	

各月開催日の１週間前を過ぎてからのご出店取りやめはキャンセル扱いとなり、CCC（柏の葉T-SITE）事務局より	

キャンセル料を請求させていただきますので、あらかじめご了承ください。

（申込書について）	

当イベントのサイトhttp://www.din.or.jp/~miyagoto/tsite/index.htmlのお申込みフォーム	に必要事項をご記入のうえ	

お申込みください。フォームを受信しましたら確認の返信をいたしますがこの時点ではご出店を保証するものではありません。	

ご出店の確定をしたあとに申告内容に違反や瑕疵などが見つかった場合には落選とさせていただきますのでご注意ください。	

（規約・出店要項の内容について）	

当イベントはイベント企画みやびのが主催している他のイベント（あんてぃーく市と手作り市）とは規約の内容について	

違う部分があります。	

すでにあんてぃ－く市と手作り市に出店経験のある方も当イベントの規約や出店要項をよくご理解ください。	

（お問合せ）	

当イベントについてのお問合せは柏の葉T-SITE手づくり＆レトロ雑貨市事務局（下記）が承ります。	

CCC（柏の葉T-SITE）への問い合わせの電話・メールはご遠慮ください。	

柏の葉T-SITE手づくり＆レトロ雑貨市事務局：０８０－５８６７－２０２３	 担当	 浮須ウキス	 	 2	



出店要項②	 当日の流れ	

	～7:30（ご来場～搬入まで）	
車での搬入開始時間は７：３０からとなります。搬入時間までお時間がある場合は、近隣の駐車場などで待機してください。	

施設駐車場で待機することは出来ません。（違法駐車を通報された場合、また事務局の指示に従わない場合、出店をお断りすることがありま

す）	円滑な作業が行える様くれぐれも指定された時間内で搬入を行ってください。	

８：００までは柏の葉T-SITE内のお手洗いをご利用いただけません。事前にお済ませ頂きますようお願い致します。	

7:30～8:30（搬入：車輌の場合）	
アクアテラス前の道路にハザードランプ（暗いときはヘッドランプも）をつけて停車し、受付にて出店料（及びレンタル料）をお支払いくださ

い。領収証・出店許可証・出店車両証をお渡ししますので、出店車両証を車のダッシュボードに掲示してください。

当イベントが指定した荷下ろし場所からブース（事前にお知らせします）まで荷物を運びます。会場内に車両を入れることはできませんので台

車のご用意をお勧めします。荷下ろし後は速やかに車を移動してください。会場内では荷下ろしだけをして、テーブルの設置やテント張りは車

両を移動してからでお願いします。近隣のパーキングへ駐車後ご自身のブースに戻り、営業開始の準備を行ってください。

蔦谷書店の営業は８時からです。搬入車両は８時３０分までに車両を荷下ろし場所やアクアテラス前道路から移動してください。

8:30～9:30（搬入：手持ちなどの場合）	

手持ちで搬入の際は車両搬入が終わってからになります。	受付にて出店料（及びレンタル料）をお支払い頂き領収証・出店許可証を	

お受け取りください。	

その後ブース（事前にお知らせします）にて営業開始の準備を行ってください。	

バイク・自転車での搬入は会場内への入場が出来ませんので、お客様用駐輪場に駐輪の上、会場までお越し下さい。	

10:00～15:00（開催中）	

８：００から１８：００まで会場内にCCC（柏の葉T-SITE）の本部テントを設置しております。（ハンバーガー屋さんの前）	

また開催中は、柏の葉T-SITEの腕章を着用したスタッフが巡回しておりますので、何かお困りのことがありましたらお声掛けください。	

15:00～18:00（搬出）	

１５：００になったら速やかに荷物をまとめ、準備ができ次第搬出して頂きます。手持ち出店の方は１６時までに退場してください。	

車で搬出の方は、すべての荷物（テントやテーブルなどの什器も含む）をアクアテラス前の道路際まで運んでから車を取りに行ってください。	

搬入の時にお渡しした出店車両証をダッシュボードに掲示し、アクアテラス前の道路にハザードランプ（暗いときはヘッドランプも）をつけて

停車して荷物を積み込みます。積み込みの車で混み合いますので積み込み後は速やかに移動してください。

蔦谷書店の営業は23時までですので搬出時にはまだお客様が近辺にいらっしゃいます。搬出車両はお客様や歩行者を優先し十分注意

して事故のないようにしてください。

3	



出店要項③	注意事項	

１．盗難などには十分注意し、ブースを離れる時は隣同士声を掛け合って下さい。	

また、不審な人物を発見した場合はCCC（柏の葉Ｔ－ＳＩＴＥ）本部テントまでお知らせください。	

２．ガムテープなどのテープ類は、床とテープの粘着物が化学変化を起こして痕がついてしまいますので床には使用禁止です。	

３．テントやパラソル・洋服のハンガーなどを建てる場合、風などによる転倒に十分気を付けおもりをするなどの対策を行うほか、	

床を傷つけないように十分注意してください。	

（明らかに出店者がつけた新しい傷があった場合、実費を頂く事がありますので、ご注意ください。）	

４．ブース内のディスプレイに特に制限はありませんが、床にブルーシートなどを敷いた上に商品を並べるのはおやめください。	

５．ブース内での喫煙・飲酒・火気の使用は厳禁です	

６．柏の葉Ｔ－ＳＩＴＥの設えには、樹木も含めロープなどを縛ったり、商品、私物を掛けたりしないで下さい。	

また案内表示を隠してしまうような展示は出来ません。	

７．施設内に設置してあるゴミ箱は使用せず、ゴミはすべてお持ち帰りください。	

８．蔦谷書店・CCC（柏の葉Ｔ－ＳＩＴＥ）本部テントでの両替は行いません。釣り銭の準備はご自身で行ってください。	

９．貸出用のテントやテーブル・イスは営業終了後に折りたたんで、	ブース内の通行に邪魔にならないところに置いてください。	

１０．出店許可証は営業終了後に受付までお返しください。	

お客様の駐車券について	

お客様用駐車場利用料は	 基本的に30分ごとに150円です。しかし、 初の1時間は自動的に無料になります。	

お買上金額のレシート合計が		

1,000円（税込み）以上でプラス1時間無料	

3,000円（税込み）以上でさらにプラス1時間無料	

（合計3時間無料）となっています。	

当イベントではレジによるレシートの発行がありませんので	お客様から駐車券のお申し出があった場合には

当日朝にお渡しする「レシート用紙片」にお買い上げ頂いた金額を記入してお渡しし、

駐車券に添えて	CCC（柏の葉T-SITE）本部テントにて手続きをして頂くようご説明してください。

出店者の駐車場について	

出店者の駐車場はございません。T-SITEの二軒隣にVOLVOの立体駐車場（１日８００円）があります。その他近隣のパーキング

をご利用ください。路上駐車、近隣施設の専用駐車場への無断駐車はご遠慮ください。
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【柏の葉Ｔ-ＳＩＴＥ	手づくり＆レトロ雑貨市	 規約】	
１．開催趣旨	

「柏の葉T-SITE	手づくり＆レトロ雑貨市」（以下「本イベント」といいます）は柏の葉T-SITEの活性化、柏の葉T-SITEが提供する	

ライフスタイルの提案、コミュニティの形成を目的としたイベントです。

主なターゲットはおしゃれで個性的でトレンドに敏感な３０～４０代の主婦たちです。

２	 主催	

本イベントの主催は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（以下「CCC」といいます）です。本イベントに関する問い合わせ・受

付はCCCの運営する柏の葉T-SITE（住所：〒277-0871	千葉県柏市若柴227-1内）の柏の葉T-SITE手づくり＆レトロ雑貨市事務局（以下「事務

局」といいます）080-5867-2023までご連絡ください。なお、本イベントはイベント企画みやびのの協力により運営するものです。	

３	 本規約の履行	

出店者は「柏の葉T-SITE手づくり＆レトロ雑貨市出店規約」（以下「本規約」といいます）及び別途事務局から提示される「出店要項」を

遵守してください。これらに違反したと事務局が判断した場合、事務局はその時期を問わず出店申込の拒否、出店の取り消し、仮設物・出

店品の撤去、変更を出店者に命じることが出来るものとします。また、出店者から支払われた出店料は、いかなる理由があっても返金いた

しません。出店の取り消し、仮設物・出店品の撤去、変更によって生じた出店者・および関係者の損害も補填しません。	

４．古物営業法の遵守	

レトロ雑貨の出店者は古物営業法（以下「法」といいます）を遵守し、古物商許可証（行商をする条項入りのもの）を携帯してください。

従業者に出店させる時は、「行商従業者証」を作成し必ず携帯させてください。（法第１１条第１項・２項）

販売商品の年代・状態（修理や傷など）については正確かつ不当に誤認を生じさせるおそれのない説明と表示をお願い致します。

５．出店申し込み	

18歳以上であればどなたでもご出店いただけます。規定の出店申込書にてお申し込みください。なお、出店に際しては事前に過去の実績、

商品、設え等を確認させて頂きます。また、住所や電話番号など、出店申込書の記載内容に変更があった場合、ただちに事務局までご連絡

をお願いいたします。定住場所を持たず郵便物を受け取ることのできない方、お客様や他の出店者・スタッフが不快に思うような服装・行

為や言動を繰り返す方のご出店はお断りします。また、miyabinotedukuri@gmail.comを受信できるよう設定しておいてください。	

６-１．取扱商品に関して

本イベントのコンセプトにそぐわない商品の販売はお断りします。	万が一当該商品の説明・表示又は商品自体に問題があると

事務局が判断した場合は、事務局の指導に従っていただきます。なお、販売するにあたり免許が必要な商品（例：酒	類、医薬品等）は免許

を所持している場合のみ販売可能です。商品に関して出店者とお客様の間にトラブルがあった場合でも、事務局は関与いたしません。	また

刀剣、銃砲、アダルト関連商品及び公序良俗に反する物品は販売はできません。
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【柏の葉Ｔ-ＳＩＴＥ	手づくり＆レトロ雑貨市	 規約】
６-２．手づくり品を出店する場合について

＊手づくり品とはご本人もしくはご親族の作品とし、たとえ手づくりであっても仕入品・既製品・リサイクル品の販売は出来ません。

＊アロマオイル・アロマキャンドル・お香・石鹸などを行政の許可なく医薬品・医薬部外品・化粧品としての効能・効果を謳って売ること

はできません	

＊著作権や商標権に抵触するものは販売できません。	

＊肖像権を侵害して製作したものは販売できません。	

＊手づくりのブースでレトロ雑貨の同時販売を希望する場合には必ず古物商許可証を取得してください。	

＊手づくりの食品を販売する場合は食品営業許可などの法令を満たした方に限ります。	

＊販売時には必ずショップカードや名刺など連絡先を明記したものをお渡し不良品のお申し出には誠実な対応をお願いします。	

７．出店場所	

出店場所（以下「ブース」といいます）は、事務局が区割りし選定した上で、開催日より事前にお知らせいたします。ただし、	

本イベントの円滑な運営のため予告なくブースの変更をお願いする場合があります。出店者は決められたブース以外での営業・	

展示を行うことは出来ません。空き箱や荷物を預かることの出来る場所はありません。出店者の荷物はブース内に納めて下さい。	

８．ブースの種類	（出店料）	

２ｍｘ２ｍ（２０００円）	 ２.５ｍｘ２.５ｍ（３０００	円）	 ３ｍｘ４ｍ（６０００円）の３種類です。	

９．出店料	

出店料は開催当日の搬入時に、お申込みになったブースの料金とレンタル什器がある場合にはその代金をお支払い頂きます。	

なるべくお釣りのないようにご用意ください。	

お支払い頂いた方には領収証と出店許可証をお渡しします。	

１０．開催時間	

本イベントの開催時間は午前１０時から午後３時までです。開始時間前にお客様から要望があった場合の販売は可能です。	

また、終了時間までは商品の片づけなどを禁止致します。	但し、開催時間は会場の都合や天気によって変更になる場合があり営業時間を保

証するものではありません。出店者は会場の都合や天候などの理由による以外は本イベントの開催時間を遵守し、	

終了時間になったら速やかに営業を終了してください。また、出店者の都合によりやむを得ず開催時間中に営業を終了する場合は、	

事前に事務局にご連絡ください。この場合であっても出店料の返金は一切行なわないものとします。	

１１．トラブルなど	

お客様との取引上発生する問題については出店者の責任において解決して下さい。出店者は各自損害賠償に備える保険に加入して	

下さい。なお不審者や不審物を見かけたり、盗難等の被害にあった場合は速やかに事務局にお知らせください。 6	



【柏の葉Ｔ-ＳＩＴＥ	手づくり＆レトロ雑貨市	 規約】
１２．禁止行為	

次に揚げる行為は禁止です。違反のないようご注意下さい。	

１．集会・演説・勧誘などの行為。	

２．介助犬及び盲導犬以外の動物の持ち込み。	

３．喫煙場所以外での喫煙、ガス・石油等裸火の使用。	

４．第三者に対するブースの転貸又は利用させる行為	

５．法令、行政指導及び一般的なマナーに違反する行為、	

６．違法な薬物、危険物、大量の可燃物（マッチ等）の持込。	

７．持ち込んだ物やごみを持ち帰らず放置する行為。	

１３．出店の禁止	

お客様や他の出店者に迷惑が及ぶような行為があった場合、あるいは本規約や事務局の指示に従わないなどの行為があった場合は、	

即時退場とし、その場合の出店料は返金いたしません。また、以後の出店をお断りさせていただきます。お客様や他の出店者から	

クレームが多く寄せられる方には出店をお断りする場合があります。

１４．搬入・搬出	

商品等の搬入・搬出時間や方法は、あらかじめ事務局がお知らせした時間・方法に従ってください。路上駐車、搬入・搬出時間待ちの周辺

道路への駐停車、指定された時間・方法以外での搬入・搬出は厳禁です。搬入・搬出を済まされましたら速やかに車を移動してください。

路上駐車や近隣施設の専用駐車場への無断駐車はご遠慮ください。また、２ｔ以上の車は本イベント会場内に入れません。　　　　　　　

搬入・搬出時に発生した物損・車両等の事故はすみやかに事務局に報告し、補償については当事者間で解決するものとします。	

本イベント会場内に車を乗り入れた場合、速やかに荷物の積み下ろし・積み込みを終え、本イベント会場内から車を移動させてください。

車を本イベント会場や搬入・搬出用一時駐車場所に置いたままの荷物の開梱・梱包はご遠慮下さい。	

搬入・搬出時間は本イベント開催当日の都合や天候によって変更になる場合がありますので、事務局の指示に従い安全かつ速やかに	

行ってください。遅延のないよう余裕をもって作業してください。	

搬入・搬出作業が遅い、本イベント会場内や搬入・搬出用一時駐車場に車を留め置きする時間が長い、指定された時間内に搬入・搬出がで

きない、事務局の指示に従わない、危険な運転をするなど、円滑で安全な運営に支障があると事務局が判断した場合、その時期や時間に関

らず事務局は出店ブースの移動や退去を命じることができます。それによって生じた出店者及びその関係者の損害は補償しません。	

１５．車両について

柏の葉T-SITEに車で搬入・搬出する場合は申込書に記入の上、本イベント当日に受付に申し出てください。　　　　　　　　　　　　　　

出店車両証を受け取ったら車のダッシュボードに掲示して、荷下ろし場所に駐停車している車が出店者のものであるということを　　　　

お客様にも分かるようにしてください。
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【柏の葉Ｔ-ＳＩＴＥ	手づくり＆レトロ雑貨市	 規約】

１６．設営に関して	

ブース内の設営において、樹木、オブジェ、看板などの本イベント会場内設備にロープを縛ったり、商品、私物を掛けたりしないで下さい。

また、ガムテープなどのテープ類は、テープの粘着物が化学変化を起こして痕が残る可能性がありますので使用はご遠慮下さい。表示看板

やオブジェを隠すことになるような商品の陳列もできません。什器、バナーやフラッグ、パネル等通常のブース内レイアウトを超えるよう

な大掛かりな機材をお持込の場合、事前確認が必要となりますのでデザイン・サイズを記載した資料を事務局まで提出して下さい。	

各ブースでのBGMやラジオ等の音出しは原則禁止ですが、販売商品の動作確認の場合はこの限りではありません。但し、近隣の迷惑にならな

いよう 小限にしてください。	

ブースにテントやパラソル等の仮設物を立てる場合は事前に事務局に申請し、床、その他本イベント会場の設備を傷つけないように	

十分注意し、風などによる転倒に十分気を付け、テントの足に布などを巻くか絨毯やダンボールを敷くなどの対応をしてください。（汎用

されているタープテントはこの限りではありません）パイプ椅子などを使用する場合や、重いものを動かす時も同様の処置をしてください。

本イベントのコンセプトに相応しくないと事務局が判断した場合設営をご遠慮頂く場合がございます。	

また、ブースの境界線は厳守してください。	

１７．出店者による備品や器物の破損	

出店者及びその従業員の不注意や過失によって会場内の床・椅子・案内表示・立ち木等の備品や器物、他出店者の商品などを変形、	

破損させてしまった場合は、自身や当事者同士で処理することなく速やかに事務局へお届けください。明らかに出店者がつけた新しい傷・

汚れ・破損等があった場合、現状復帰に要する実費をお支払いただきます。	

１８．出店者による人に対する傷害	

出店者は、出店者及びその従業員の不注意などによって会場内で生じた人に対する傷害などに対する損害について、ただちにこれを	

賠償するものとします。CCC及びイベント企画みやびのは一切責任を負いません。	

１９．損害賠償の免責	

CCC及びイベント企画みやびのは、本イベント開催中の商品・備品・金銭等の盗難・紛失・破損及び車両事故、火災、自然災害等に	

よる損害賠償の責は一切負いません。各自保険に加入ください。	 	
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【柏の葉Ｔ-ＳＩＴＥ	手づくり＆レトロ雑貨市	 規約】
２０、開催中止について	

本イベントは、原則として雨天中止です。前日１２時の気象庁発表の天気予報で、柏市の６時～１２時までの降水確率が６０パーセント以

上の場合開催中止となります。一度開催を中止した場合、天候が回復しても当日の開催を再開することはありません。	

また、開催当日における突然の荒天などの理由により事務局の判断で開催を中止する場合があります。中止決定時刻が午前１０時以前の場

合は出店料はいただきません。それ以降途中で開催を中止した場合は、事務局の指示に従い速やかに会場から退出してください。テントを

持参された方も営業はできません。なお、この場合出店料の返金はいたしません。	

２１．キャンセルに関して	

お申込み締切日（開催日の１週間前）を過ぎてから出店を取り消される場合は、理由の如何を問わずキャンセル料として出店料（レンタル品

がある場合にはその分も含む）と同額をお支払い頂きます。出店をキャンセルする場合は、下記にある事務局（担当：浮須）に必ずお知らせ

ください。	なお、本イベントが開催されたにもかかわらず出店者独自の判断で出店しなかった場合もキャンセル扱いとなります。	

後日、主催のCCCよりキャンセル料の請求書をお送り致しますので10日以内にキャンセル料を現金書留にて以下の送付先までご送付ください。

キャンセル料のご送付手数料は出店者負担になります。

なお、キャンセル料のご送付が無い場合、以後の出店をお断りさせていただく場合があります。

キャンセル料の送付先	 〒277-0871	千葉県柏市若柴227-1	柏の葉T-SITE	手づくり＆レトロ雑貨市事務局	宛

２２．個人情報の取り扱いについて	

CCC及びイベント企画みやびのでは個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の適切な利用と保護に取り組んでいます。	

本イベントへのお申し込みによりお預かりした個人情報は、本イベントの運営に必要な情報やお知らせなどの送付の場合に限り使用いたし

ます。出店者の個人情報は、本イベント終了後廃棄致します。	

ご自身の個人情報に関する開示、訂正等を希望される場合には事務局までご連絡ください。	

なお、個人情報の開示には出店者ご本人であることの確認等の手続きが必要であり別途開示のための料金が発生する場合があります。	

２３．イベント告知へのご協力について	

本イベントでは、出店者の商品・店舗の宣伝・告知を行うため、出店（URL等）を記載の上出店者のホームページやSNSで公開されている写

真や文章の使用許可をお願いする場合があります。ご協力いただける場合は出店申込書にその旨のご記入をお願いいたします。	

２４．その他	

本規約は予告なく変更される場合があります。不明な点は事務局までお問い合わせください。	

キャンセルの連絡先	 柏の葉T-SITE	手づくり＆レトロ雑貨市事務局080-5867-2023（担当：浮須ウキス）
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「士見橋」交差
点 

↓鎌倉方面

会場①	 アクセス
住所：〒277-0871	千葉県柏市若柴227-1	

＊車で春日部・野田方面からお越しの場合	

常磐自動車道柏ICより千葉・八千代方面へ２km約6分 10	

柏の葉Ｔ-ＳＩＴＥ



11

会場② 周辺案内

柏の葉T-SITE	

アクアテラス(池)

アニベルセル柏

ローソン

ローソン手前を左折

柏IC方向



搬入車両受付停車場所

会場③	 開催場所

  野田方面 

柏の葉T-SITE	 アクアテラス前側道路で停車し受付 12

P2駐車場
P1駐車場

本館 別棟 
受付

荷下ろし場所Ａ

荷下ろし場所Ｂ

荷下ろし場所Ｃ

アクアテラス

柏の葉キャンパス駅
↓

↓

→

*受付を済ませたら荷下ろし場所に車を停めて荷物を運んでください
*AとＣは駐車場の中に車を停めてください
*荷下ろし場所からブースまでは台車の使用をお勧めします
*Aからブースまでは途中にスロープがあります
*Ｃからブースまでは途中に階段があります
*荷下ろし後は速やかに車を移動してください
*１６号に停車しての積み下ろしは厳禁いたします

ローソン



会場④	 開催場所

開催エリア 

本棟 

こちらの道路（アクアテラス側）に →方向 に車を停め受付してください	
片側に縦列で停車してください 荷下ろし場所は３か所あります 国道１６号からは積み下ろしできません 13

別
棟

 

開催エリア 

開
催

エ
リ

ア
 

開
催

エ
リ

ア
 

受付

荷下ろし場所Ａ

荷下ろし場所Ｂ

荷下ろし場所Ｃ

P1駐車場
P２駐車場




