
出店者大募集！
60～75店舗募集します。

集まろう
伊万里信用金庫雑貨市第７回

１１月１３日(日) 10：00～16：00
※小雨決行 雨天中止くすきの杜会場

今回は、開放感ある「くすきの杜」で、集まろうイマリを開催します。

ハンドメイドのアクセサリーや雑貨、フードを募集しています。

〒848-0047 佐賀県伊万里市伊万里町甲375番地３

事務局：伊万里信用金庫業務部

お問い合わせ：☎0955（29）8204 平日9時～17時

メール：imari-zakka1＠imarishinkin.co.jp

伊万里信用金庫

検索

伊万里信用金庫主催

伊万里信用金庫ホームページ

掲載の募集要項を確認後、

メールまたはFAXにてお申込みください。

※募集締め切り：令和４年９月22日

応募方法

（新型コロナウイルス感染症の状況に応じては開催を中止する場合もございます。開催決定日：10月13日）

２０２２年



   第 7 回 伊万里信用金庫雑貨市「集まろうイマリ」  

【 募 集 要 項・利 用 規 約 】 

新型コロナウイルス感染予防策を実施のうえ開催させていただきます。 

但し、感染状況に応じては開催を中止する場合もございますので、予めご了承ください。 

【開催概要】 

前回まで伊万里信用金庫本店駐車場にて開催しておりました「集まろうイマリ」を、今回“くすき

の杜”様を会場に開催する事が決定しました。全面芝生で、開放感ある素晴らしい場所です。 

 

・開催日時 ⇒ 令和４年１１月１３日（日） １０：00～16：00 

・開催場所 ⇒ くすきの杜 会場は野外となります。雨天の場合は中止となる場合があります。 

       〒848-0027 佐賀県伊万里市立花町 3520-6  

※例年の開催場所とは異なりますので、場所の確認をお願いします。  

【参加条件について】 

・佐賀県・長崎県にお住まいの方とします。 

【参加料について】 

・１ブース（2m×2m） １,000 円（税込）  イベント当日、会場受付にてお支払いください。 

【ブースについて】 

・「雑貨ブース」→雑貨を扱う ・「フードブース」→食品を扱う 

・「健康をテーマ」→その他 ※血圧測定など、体験型のブース 

【出店内容について】 

・古着、古本、家庭用品などのリサイクル品や生き物、公序良俗に照らし事務局が不適切と判断し

た商品の販売は禁止となります。 

・著作権を侵害するキャラクター・生地・材料の作品の展示、販売は禁止となります。著作権に関

する問題が発生した場合は出店者様での責任となります。 

・特定の主義・主張・思想の提唱を目的とする出店やポスターの張り出し・ビラの配布、占い、募

金活動は禁止となります。 

・応募多数の場合は出店内容を考慮し、選考となります。 

・ブースの配置は事前に事務局の方で決定となります。 

・作者の分かる方からの委託販売や複数作家での共同出店は可能です。 

・ブース内で「ものづくりを体験していただくワークショップ」については出店可能です。 

・ブース内でのスピーカーを使っての音出し・楽器の演奏は禁止となります。 

・隣接する 2 ブースの出店をご希望の場合は応募の際、備考欄にその旨をご記入ください。（応募

多数の場合は 1 ブースでのご出店になることもございます。） 

・イベント当日でも、事務局で不適切と判断した商品は出店をお断りする場合がございますので、

予めご了承ください。その場合、出店料は返金致しませんのでご了承ください。 



【食品を扱うブースについて】 フードブース 

・食品を扱うブースの出店は可能です。 

・新型コロナウイルス感染予防対策としてブース内での試飲・試食は禁止となります。 

・食品を扱うブースでは保健所による食品衛生法第 52 条に基づく食品の取り扱いが許可されてい

る営業許可書が必要になりますので、ご応募の際に写しをご提出ください。 

・ご応募の時点で営業許可をお持ちでない場合は、ご応募いただくことができません。 

・生物、アルコール類の販売は禁止となります。 

・一般電源の供給は可能です。但し、飲食出店の方は、発電機のご準備をお願いします。 

・食中毒等を含むトラブルに関しては、当金庫及びくすきの杜は一切責任を負いかねます。ご出店

者様ご自身で管理を徹底してください。 

【備品の貸し出しについて】 

・原則、備品（机・テント）の貸し出しは行っておりません。 

・準備が出来ず、備品の貸し出しを希望される場合は、机（180ｃｍ×45ｃｍ）は、１ブースに

つき１台、貸し出し可能です。ご応募の際「備品レンタルについて」項目欄へご記入ください。 

 数に限りがございますので、応募の先着順となります。ご了承ください。 

・募集期間終了後の備品追加はお受けできませんので、備品をご希望される場合は必ず応募の際に

ご記入ください。 

【新型コロナウイルス感染症対策について】 

・国や県、自治体の指導に基づき各出店者の責任にて必要な対策をお願いします。 

・イベント当日は、出店者様の不織布マスクの着用を必須とします。 

・会場入口や会場内にアルコール消毒液を設置、ブース間の距離や通路幅を確保したレイアウトと

してください。 

・休憩エリア以外での飲食禁止とし、フードブースでの試食、試飲は禁止とします。 

・当日受付時に検温をさせていただきます。37.5 度以上の発熱があった場合にはご出店をお控え

いただきます。この場合キャンセル料は発生しません。 

 

◆以下に該当する方は当日出店できません。 

・発熱や咳、強いだるさ、息苦しさ、味覚・嗅覚障害等の新型コロナウイルス感染症の感染が疑わ

れる症状がある方。 

・新型コロナウイルス感染症陽性とされた方、並びにその方と濃厚接触がある方。 

・イベント開催 10 日前以内に新型コロナウイルス感染症に感染した場合、濃厚接触者と判断され

た場合、37.5 度以上の発熱があった場合にはご出店をお控えいただきます。この場合、キャン

セル料は発生しません。 

※新型コロナウイルス感染症の状況によりイベント内容が変更になる場合やイベントが中止とな

る場合がございます。最新情報はホームページをご確認ください。 

【イベント当日の受付商品搬入・搬出・出店者駐車場について】 

・午前 7 時 30 分から会場所定の場所にて受付を行います。 

・駐車場は、出店者専用駐車場（１台分）をご用意しています。会場所定の場所にて受付・搬入後、



出店者専用駐車場への車移動をお願いします。 

・商品の搬入は、イベント当日の 7：30 から 9：30 迄にお願いします。 

・開催時間内（10：00～16：00）は、特別な理由がない限り雑貨市終了迄イベント会場からの

搬出はお断りします。 

・駐車場内でのトラブルに関しては、当金庫及びくすきの杜は責任を一切負いかねますので予めご

了承ください。 

 

【応募について】 

出店者募集期間 ⇒ 令和４年９月１日（木）～ 令和４年９月２２日（木） 

◆応募の際ご記入いただく項目 

１.出店ブースの種類（雑貨・フード・その他） 

2.過去の伊万里信用金庫の雑貨市の出店回数（（ ）回目 or 初出店） 

3.ブース名、屋号 

4.氏名（郵送物送付先となります。店舗・会社の場合は店名・会社名もご記入ください。） 

5.住所（郵便番号もご記入ください。） 

6.電話番号 

7.メールアドレス（パソコンアドレスからの受信が可能なアドレスで、英数、小文字、大文字が分

かるよう表示をお願いします。） 

8.出店内容(種類を簡単に記載 例：アクセサリーや編み物) 

9.備考(備品の貸し出し希望・移動販売車・２ブース申込・発電機使用等、ご記入ください。) 

 ※備品の貸し出しは原則行っていませんので、ご協力お願い致します。 

◆応募方法           （数・イチ） 

メールでのご応募 ⇒ imari-zakka1@imarishinkin.co.jp 

ＦＡＸでのご応募 ⇒ 0955-23-4065  

（当金庫ホームページより申込用紙をダウンロードしてください） 

▶ 各必要事項をご記入いただき、上記アドレスへメールまたは FAX でお送りください。 

 

◆出店可否の通知について 

ご出店いただく場合は、ご応募の際にご記入いただきましたご住所へ出店用書類を令和４年 10

月 7 日までに郵送します。 

選考からもれてしまった場合は、令和４年 10 月 7 日までにメールにてご連絡します。 

※メールが受信設定などにより届かない場合や郵便物が配送の都合で届かないということも起こ

り得ます。令和４年 10 月 7 日までに当金庫ホームページに出店ブース名を掲載しますので、そ

ちらを必ず各自でご確認いただき、ブース名が掲載されているにも拘わらず、令和４年 10 月 7

日を過ぎても出店用書類が届かない場合は、上記アドレスへお問い合わせください。 
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【出店キャンセルについて】 

・応募後、応募をキャンセルされる場合は、出店者募集期間内にご連絡ください。 

【出店時の注意】 

・商品の破損、クレーム等について当金庫及びくすきの杜は責任を一切負いかねます。 

・電力は確保しておりません。必要な場合、各自でご準備ください。 

【その他注意事項について】 

・事務局が天候等、やむを得ない理由でイベントを中止する場合があります。やむを得ず中止する

場合は、イベント当日の午前 7 時迄に当金庫ホームページに「中止のご連絡」を掲載しますので

ご確認ください。 

・出店者様の出店ブースで発生したゴミは全てお持ち帰りください。 

・貴重品、商品等は各自で管理いただき、万が一、紛失や盗難等が発生した場合、当金庫及びくす

きの杜は責任を一切負いかねますので予めご了承ください。 

・緊急事態が発生し、雑貨市終了時間前に閉店しなければならない場合は、必ず事務局及び当金庫

職員へその旨をお伝えください。 

・当金庫は反社会的勢力との取引を拒絶しておりますので出店参加は出来ません。 

・出店者様の個人情報は、本イベントのみの使用とします。 

・その他ご質問等があれば、伊万里信用金庫雑貨市事務局へお問合せください。 

 

◇主催◇ 伊万里信用金庫  

事務局 伊万里信用金庫業務部  担当：吉原・西・馬渡 

〒848-0047 伊万里市伊万里町甲 375 番地 3 

TEL：0955-29-8204 FAX：0955-23-4065 

問合わせ時間：平日 9：00～17：00 

メール：imari-zakka1@imarishinkin.co.jp 
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第 7 回 伊万里信用金庫雑貨市「集まろうイマリ」出店申込書 

 

備 

考 

備品の貸し出し希望・移動販売車・２ブース申込・発電機使用等、ご記入ください。 

※備品の貸し出しは原則行っていませんので、ご協力お願い致します。 

 

【申込締切日】 2022年 9月 22日(木)   

 

出店ブース     
〇で囲む 

雑貨 ・ フード・その他 
伊万里信用金庫の雑貨市の出店は 

（    ）回目 ・ 初出店   

出店名 

フリガナ  

※チラシに掲載する名前です 

団体名 

事業所名 

 

代表者名 

フリガナ 

 

住所 〒     

 

 

 

※佐賀県・長崎県の方に限ります。 

電話番号       

担当者 

携帯電話 

※受付完了メールをお送りしますので、

必ずご記入下さい 

メールアドレス記入欄 

（英数、小文字、大文字が分かるように表示をお願いします。） 

                           

出
店
内
容 

ジャンル（複数選択可） 

□アクセサリー         □布小物・服・バッグ    □編み物・フェルト類  

□革・ガラス・木工・陶器   □ワークショップ 

□フード              □その他（                     ） 

代表的な出品アイテム 

 

出店動機 お店ＰＲ 

（ホームページＵＲＬ ＳＮＳアカウント名等） 

申込先 

事務局/伊万里信用金庫業務部   

メールアドレス：imari-zakka1＠imarishinkin.co.jp 

ＦＡＸ：0955-23-4065 

事務局使用欄 

 

ＮＯ． 


