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ご出店者・ご出展者各位 

 

 

 

 

 

地球愛祭り 2015 in 東京 

出店／出展要項 

 

 

 

 

 

 

【イベント概要】 

イベント名： 地球愛祭り 2015 in 東京（第 8回） 

会   場： 代々木公園野外ステージ・イベント広場 （雨天決行） 

日   時： 2015年 7月 25日（土） 11:00～17:30 

【出店(展)】準備完了時～17:00 

主   催： 地球愛祭り東京実行委員会 

 

 

【 会 場 】 

 

・JR 山手線 原宿駅から徒歩 5 分 

 

・副都心線/千代田線 明治神宮前駅から徒歩 5 分 

           代々木公園駅から徒歩 5 分 

 

・小田急線 代々木八幡駅から徒歩 7 分 
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【イベント趣旨】 

 

地球を愛（いつく）しむ心 

地球に暮らす生きもの全てを愛しむ心  

地球に生きていることを愛しむ心 

 

地球愛祭りは、みんなで他を愛しむ心を広げる為のチャリティーイベントです。 

思いは、エネルギーであり、未来を育む源です。 

だからこそ、今一番世界で必要なのは、  

「世界の人達の幸せを願う思い」「動植物を愛しむ思い」「地球への感謝の思い」を  

育み広げてゆくことではないでしょうか？  

 

ひとり一人の力を合わせ、同じ地球に生きる地球人として、  

それぞれの形で喜びをもって未来を発信してゆくこと、  

他を愛しむ心が広がってゆくことを地球愛祭り実行委員会一同心より願っています。 

 

 

【出店／出展の募集にあたって】 

地球愛祭りは、趣旨に賛同した人々が全国各地で実行委員会を組織し開催しています。ご来場の皆様が、全て

の生命を育む「母なる地球」への思いを深めるきっかけとなりますよう、皆様の日頃の取り組みを当イベント

にて発信していただきたく、出店および出展いただく方々を募集いたします。 

当イベントは、出店／出展者、出演アーティスト、運営スタッフ、そして、趣旨に賛同された全国の皆様が   

協賛者となって協賛金を出し合うことにより運営する全員ボランティア参加型イベントですので、出店／出展

料の他に協賛金（一口 3,000円以上）をお願いしています。 

イベント終了後、集まった協賛金から運営費を除いた全額を、飢餓救済／森林再生／震災被災地復興支援のた

め、各 NPO／NGOなどを通じて寄付します。 

 

2015年募集出店（展）数 ：５０  

 

【出店／出展 概要】 

出店／出展の内容 

① ＮＰＯ／ＮＧＯ法人などの活動展示、支援物販・・・飢餓救済、自立支援／動物愛護／森林保全、   

環境保護／震災被災地復興支援など 

② 自然素材を生かした日用品・雑貨･衣料の販売、フェアトレード商品の販売、農作物（野菜・果物・

穀物）の販売、食品の販売  

※有機栽培、自然栽培の農作物、食品添加物不使用の食品などの出品を歓迎します！ 

 

 

 

 

 

③ アロマトリートメント等の体験型、家族（親子）や友人同士で参加できるワークショップなど 

（★注 1）ケータリングカー及び食品を扱うブースでは必要書類を提出の上、別書類（6頁の表）の

ルールを守ってください。保健所のチェックを経て出店／出展決定となります。 

なお、会場で調理できるのはケータリングカーのみです。 

（★注 2）テントを設置しないフリースペースでの食品の販売はできません。 
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出品／展示について 

・食品は許可を受けた施設で製造包装され、所定の表示のあるもので保健所より許可を受けたもののみ販売 

できます。 

・食品を製造して販売する場合は、「営業許可書」「製造業許可書（必要なものの場合）」を提出いただきます。 

・イベント趣旨により、動物性の食品・動物由来の製品の出品はご遠慮ください。 

 ※食品に卵・乳製品・蜂蜜・魚介類等の原料が含まれる場合は、その旨の表示をお願いします。 

・次に該当するものは出品できません。 

  （1）たばこ、葉巻 

（2）危険物、法律に触れるもの 

（3）保健所／厚生労働省による規制対象品 

（4）その他開催の趣旨にそぐわないもの（例：革製品、一部に革を使用したもの） 

・展示の際には、行き過ぎた表現はご遠慮ください。 

 

出店／出展者の選定 

出店／出展者の選定は実行委員会が行います。 

 

ブース位置 

全体の構成により実行委員会が割り当ていたしますので、ご了承ください。 

 

出店／出展キャンセル 

・一旦決定した出店／出展のキャンセルはお受けできません。 

・一度納められた出店／出展料及び協賛金は、キャンセルの場合でも返金できませんのでご了承ください。 

飢餓救済／森林再生／震災被災地復興支援のための寄付金として、大切に使わせていただきます。 

 

ゴミ処理 

・東京都の環境保全の呼び掛けに従い、ブースで出たゴミはブースの責任において持ち帰っていただきます。 

「来た時よりも美しく！」ご理解ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

 

損害／補償 

・出店／出展者同士、又はイベント会場内での対人・対物のトラブル、及び食中毒など食品衛生管理上の損害

については、出店／出展者が責任を負います。主催者はその責を負いません。 

・出店／出展物の保護は出店／出展者が行うものとします。 

・天候不順・自然災害など不可避の原因による損傷、紛失、火災、盗難及び開催中止に際し、出店／出展者に

生じた損害について、主催者はその責を負わず、補償もいたしません。 

・天候不順・自然災害など不可避の原因による開催中止の場合、出店／出展料と協賛金は返却いたしかねます

のでご了承ください。 

 

宣伝・広報 

協賛者である出店／出展者の皆様にも、当イベントについての広報（店内にてチラシの設置・ホームページ

やブログでの紹介など）にご協力ください。よろしくお願いいたします！ 

なお、「地球愛祭り 2015 in 東京」のホームページ  http://thank-earth-tokyo2015.jimdo.com/ におい

て、出店／出展者情報を写真・ＵＲＬ・メッセージ入りで紹介させていただきます。 

 

景品（来場者プレゼント）提供のお願い 

当日、来場された方々に抽選で景品（来場者プレゼント）を差し上げる企画を実施します。イベント会場が

笑顔で溢れるように、また、多くの方々に出店/出展ブースに足を運んでいただくことを目的としています。

つきましては、出店/出展者の皆さまから景品（来場者プレゼント）のご協力をいただきたく、お願い申し

上げます。※詳細はホームページでご案内いたします。 

申込書の「景品（来場者プレゼント）」覧に、品物名、個数の明記をお願いいたします。 

http://thank-earth-tokyo2015.jimdo.com/


-4- 

〒150-0041 渋谷区神南 2-1-1代々木公園Ｂ地区 イベント広場 

地球愛祭り東京 受付 

寄付について 

当日は「総合受付」及び出演者の CD等を扱う「アーティストブース」に募金箱を設置します。 

協賛金の他、さらなるご支援をいただければ幸いです。 

（出店／出展による売り上げは出店／出展者に帰属します） 

 

寄付金の送金先・用途は、協賛いただいた皆様にご報告いたします。また、「地球愛祭り 2015 in 東京」の 

ホームページ http://thank-earth-tokyo2015.jimdo.com/ にて公開いたします。 

 

設営・搬入／撤去・搬出 

★搬入スケジュールは、後日お知らせいたします。 

★テント、長机、パイプ椅子の設営及び撤去は、出店／出展者が各自で行ってください。 

設営・撤去開始時間等、詳細は後日お知らせします。 

テントの設置・撤去方法は、当日スタッフがご説明いたします。 

★台車等は各自ご用意ください。 

★宅配便のご利用 

車の利用を極力減らすことを目的として、可能な限り宅配便をご利用ください。 

宅配便をご利用される方は、事前に申込書に記入してください。荷物はイベント当日着でお願いします。 

イベント開始時間までに届くように時間指定での手配をお願いします。 

荷物は、当日会場内の地球愛祭り東京総合受付横「宅配便受付」にてお預かりしますが、出店／出展者へ

のご連絡はいたしませんので、各自で確認しお受け取りください。 

宅配便宛先： 

 

 

会場からの搬出については各自で業者に集荷依頼をお願いします。 

★車のご利用 

・車をご利用の場合、実行委員会発行の「車両通行証」を提示してください。「車両通行証」は、出店／出展

申込書に必要事項を記入した方に事前に配布いたします。なお、通用口等、詳細は後日お知らせします。 

・搬入完了後は、イベント終了後の搬出時間まで出入りできませんのでご注意ください。 

決められた時間内に出入りしてください。 

・ケータリングカーの入場、退出時間は搬出／搬入スケジュールに準じます。詳細は後日お知らせします。 

 

その他諸注意 

・看板・雨対策は各自でご用意ください。原則として雨天決行です。 

・搬出入作業時の身の回り品・貴重品は各自で管理してください。 

・出店／出展は全て決められたスペース内で行ってください。 

・ブースでの楽器演奏や音響機材を使用するなど、大音量で音を出すことはできません。 

・チラシをブース外で渡すことはできません。 

・火気の使用、紙のガムテープの使用はできません。 

・会場内の美観を損ねたり、他を脅迫／攻撃したりするような掲示／アピールはできません。 

・一般の来場者の迷惑となる行為は禁止です。 

・不要のトラブルを避けるため、イベントエリア内は、出店／出展者の方は禁酒・禁煙です。 

・実行委員会及び公園管理事務所より指示があった場合には、必ず従ってください。 

http://thank-earth-tokyo2015.jimdo.com/
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出店/出展ブースタイプと出店/出展料 

タイプ サイズ 仕様 費用（出店／出展料と協賛金） 

A 
フリースペース  3m x 3m 

 

平地渡し 10,300円 ＋ 

協賛金 1口（3,000円）～ 

合計 13,300 円～ 

B 
１／２テント 

(3ｍ×3ｍ)スペースを 2団

体で使用します。 

間口 3ｍ奥行き 1.5ｍ 

＊仕切りはありません。 

テント骨組み、屋根、重り 7,700円 ＋ 

協賛金 1口（3,000円～） 

合計 10,700 円～ 

C 
ケータリングカー 

★都内一円で営業許可を得

ている方に限ります。 

平地渡し 13,400円＋ 

協賛金 1口（3,000円）～ 

合計 16,400 円～ 

※学生による団体（飢餓救済・環境保全・震災被災地復興支援等の活動）については、協賛金は不要とさせて

いただきます。（※当日の募金等、できる限りのご協力をお願いいたします） 

 

ブース備品について 

★タイプＡ・・・平地渡しです。テント（3ｍ×3ｍ）、長机（60㎝×180㎝）、パイプ椅子の備品はありません

ので、必要な場合は各自ご持参下さい。但し、スペース内での使用に限ります。 

なお、借用を希望される方は事前に実行委員会にお申し出ください。 

料金 ①テント（3ｍ×3ｍ、重り 4 個付） 1張 5,500円 

        ②長机（60㎝×180㎝）      1台 1,000 円 

       ③パイプ椅子           1脚  300 円 

★タイプＢ・・・テントを備え付けます。ひとつのテントを 2団体で共有する形です。仕切りはありません。 

タイプＡ同様、長机・パイプ椅子の備品はありません。必要な場合は各自ご持参ください。 

スペース内での使用に限ります。借用を希望される方は事前に実行委員会に事前にお申し出

ください。料金は上記のとおりです。 

【注】タイプＡ、Ｂ、Ｃのケータリング全てに電源はありません。 

電源を使用される方は発電機を各自ご持参ください。但し、発電機は防音仕様のものに限ります。 

 

お支払いについて 

★お支払い金額は出店／出展料と協賛金を合せた金額になります。 

（例：タイプＡの場合、出店／出展料 10,300 円＋協賛金 1口（3,000円～）＝13,300 円～ 

★お支払いは、指定口座へ事前にお振込みいただきます。出店／出展決定後 1週間以内にお振込みください。

入金確認をもって受付完了とさせていただきます（お振込先は出店／出展決定後に連絡いたします）。 

★お支払済の方からホームページ等で紹介いたします。 

 

【お申し込み方法】 
6ページの表にて出店／出展の形態ごとの必要書類をご確認ください。 

このうち、【ご提出いただく書類】について必要事項を記載（入力）の上、実行委員会宛メールに添付いた

だきお申し込みください。 

出店／出展お申込み・お問合せ先メールアドレス 

mailto:thank_earth_tokyo@yahoo.co.jp 

 

・お申込みの際、メールの件名に「出店（または出展）の申込み」と記載してください。 

mailto:thank_earth_tokyo@yahoo.co.jp
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【お申し込みから出店／出展までの流れ】 

   

（1） お申込み（メールにて必要書類提出） 

           (実行委員会よりお申込み受付連絡) 

メールまたはお電話にて内容の確認をさせていただく場合があります。 

（2） 選 考 

 

 

（3） 実行委員会よりメールにて出店／出展の可否の連絡（お申込から数日） 

                              

 

（4） 出店 ／出展料のお支払い（決定から 1週間以内にお振り込みください） 

 

 

（5） 入金確認後、実行委員会よりチラシ／諸連絡等送付 

 

 

（6）  地球愛祭り 2015 in 東京 当日 

 

 

【 必要書類 】「地球愛祭り 2015 in 東京」のホームページからダウンロードしてください。 

         http://thank-earth-tokyo2015.jimdo.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出店／出展お申込み締切りは、 6月 26日（金）です。 

なお、募集出店(展)数に達した時点で締め切らせていただきます。 
出店/出展担当：吉戸（ヨシド）Mail :  thank_earth_tokyo@yahoo.co.jp 

              Tel  :  080-1015-3900 

  

●出店/出展申込書（提出 1） 

●誓約書     （提出 2） 

 

 

有 

ブースタイプ 食品の出品有無 お読みいただく書類 ご提出いただく書類 

 

 

 

 

ＡまたはＢ 

 

無 

●「東京都の環境対策について」 

（資料 1） 

●「東京都の環境対策について」 

（資料 1） 

●「食品を扱う出店／出展の方へ」

（資料 2） 

 

Ｃ 

ケータリングカー 

 

 ●「東京都の環境対策について」 

（資料 1） 

 

●出店/出展申込書（提出 1） 

●誓約書     （提出 2） 

●販売食品の申請書（提出 3） 

 

（菓子を販売する場合） 

●菓子製造業許可書の写し 

●出店／出展申込書（提出 1） 

●誓約書     （提出 2） 

●調理・加工する食品の申請書（提出 4） 

●営業許可書の写し 

●営業の大要の写し 

●車の図面の写し 

 

 

 

 

 

 

http://thank-earth-tokyo2015.jimdo.com/
mailto:thank_earth_tokyo@yahoo.co.jp
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【昨年（2014年）の地球愛祭り in 東京について】 

 

出店／出展ブース数： 36ブース 

           （主な出店/出展者）自然の実り農園「じねんじょ亭」（自然薯とろろ飯） 

                               麻工房柏アトリエ（麻製品） 

      たこのまくら（天然石、ガラスのアクセサリー） 

                                         認定 NPO フリー・ザ・チルドレン・ジャパン 

                                         NPO日本ベジタリアン協会 

                                         NPOアジア植林友好協会 

      NPO一億健康の会 

                                         一般財団法人 日本国際飢餓対策機構 

                                          

                              ◇その他の出店/出展者情報は、昨年度の地球愛祭り 2014東京の 

    ホームページでご確認いただけます。 

                          http://thank-earth-tokyo2014.jimdo.com/ 

 

出演アーティスト： 12組 

 

来場者数  ： 約 10,000人 

 

後援   ： 東京都 

 

掲載媒体  ： （雑誌）ビオマガジン アネモネ 7 月号 

（Web) リビング お出かけ情報 

           毎日ナビ 

 

 

【森林再生・飢餓救済・震災被災地復興支援を目的とした NPO/NGOなどへのこれまでの寄付金】 

 

地球愛祭り東京としての寄付金総額 ： 2008 年初開催～昨年 2014 年で、３，１０４，８７７円 

 

 全国の地球愛祭りでの寄付金総額：１２，１３３，８０３円 

                ※2007年、2008年については一部未計上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地球愛祭り東京実行委員会 

ホームページ  ：http://thank-earth-tokyo2015.jimdo.com/                                    

facebook ページ： http://www.facebook.com/ThankEarthTokyo                                   

 

http://thank-earth-tokyo2014.jimdo.com/
http://thank-earth-tokyo2015.jimdo.com/
http://www.facebook.com/ThankEarthTokyo

