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ご出店様 

この度はご出店いただきまして、ありがとうございます。 

レインボーマーケットでは世界中で虹（Rainbow）をみると幸運が訪れると言われるよう

に、関わる皆様が笑顔で幸せな気持ちになってもらえるだけでなく、 

きっかけの虹の架け橋となるマーケットにするため願いを込めました。 

そして、SDGs や LGBTQ のシンボルカラーも含めており、 

環境問題やジェンダー平等、質の高い教育など性別に関係ない自分らしく生きる 

平等社会を仲間たちと自由で開かれた活発な議論を交わし創造していきます。 

皆様のご協力が必要になります。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

～ 当日スケジュール ～ 

 搬入可能時間 【 AM０７：００～ 】 

※AM８：００頃までに搬入を終えてください。 
８：３０分より注意事項の説明を行いますので中央へ集合をお願いします。 

 

  開催時間  【 AM０９：３０～ 】 

 

終了／撤去開始【 AM１５：３０～ 】 
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出店者駐車場 
赤丸の駐車場は約１０台分です。その他駐車場準備中ですが確保ができない  

場合は健軍商店街近隣駐車場からの送迎を予定しておりますので 

健軍商店街近隣駐車場をご利用ください。開催中は警備員４名を配置しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出店配置位置 
キッチンカーのご出店様は配置順の誘導になります。 

余裕をもってご来場ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 場 

駐車場 
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No. 出店者一覧 出店内容

1 花屋はな輔 花とドライと植物

2 ironman アイアンと木の家具

3 NPOハロハロ フィリピンの女性たちの自立を支える、廃材を活用した小物やバッグ

4 DARGO シルクスクリーンTシャツ

5 肥後染工房 物品販売、染物体験

6 Atelier Kai. 赤ちゃんの手形足形作品オーダー、その他絵画数点

7 ハンドメイド フルフル 手作り布小物

8 YUTO art 似顔絵オーダー&作成

9 カウイジャミール ハンドメイドアクセサリー、キッズネイル

10 breath candle ハンドメイドボタニカルキャンドル販売

11 muuu. アクセサリー　雑貨

12 竹中社中 竹グラス販売

13 papipapishop 子ども服、ハンドメイド

14 ミルクセーキの店 ミルクセーキ　フローズンシェイク　ナタデココフルーツティー　わらび餅ドリンク

15 ふるふる フルーツスカッシュ

16 comer お野菜たっぷりスープ・ヴィーガンカレー・米粉のバナナケーキ・玄米コーヒー

17 やまさキッチン 博多ホルチャン、ビーフペッパーライス、生フランクフルト、タピオカドリンク

18 麺処　侍 台湾まぜそば

19 にんぐるカフェ クレープ

20 FOOD VAN (RESTAURANT TigerMan &AandR ICEPOP) ボーク&ビーンズ　コーンブレッド　アイスキャンディー

21 BARBIEEE ポップコーン、カップ綿あめ、かき氷

22 イタリアン食堂雅 手作りピッツァカルツォーネ、ナポリピッツァ

23 おっくんガーデン 冷製パスタ、鶏ハムサンド、パフェ

24 フルーツサンド88 フルーツサンド、飲み物

25 waffle play 台湾風ワッフル

26 キッチン敬 ハンバーガー、唐揚げ、チーズハットグ

27 my way フルーツドリンク

28 plus one organic オーガニック食材、弁当

29 コミーダ　デ　バタタ ポテトチップス

30 潤和 唐揚げ、ポテト、卵焼き、ピタパン、カレーパン

31 KURU CAFE ステーキ丼、チキン南蛮丼

32 岡本商店 益城プリンの販売

33 green tea lab お茶、甘味、おにぎり

34 asis farm ミニトマト販売

35 酵素玄米研究所たまな 長岡式酵素玄米の量り売り、パック販売、お味噌汁

36 イートインスペース(飲食スペース ) シートのみ

37 Flower shop YORISOY はなとてがみと〇〇〇

38 C STUDIO(dessin) セルフ写真

39 レインボーキッズ ボーイスカウトの隊長と子供の防災遊び体験

40 ルーチェ.クリェィティボ チョークアート体験

41 ビースタッフ メイク、ヘア、ネイル体験

42 beauty エステ体験

43 Luana健軍店 アロマハンドケア

44 Chikushi fu-fu 骨盤ケア、パーソナルトレーニング体験

45 ご近所アロマ ハンドマッサージ

46 Lupinus アロマハンドマッサージandハーバリウム販売and化粧品販売

47 受付・救護テント

ご出店様一覧 
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規約と注意 

 
【コロナウイルス感染拡大予防の対策と出店の規約と注意】 

～規約の履行～ 

本イベントにおいて出店者は、以下に記載する各規定を遵守しなくてはなりません。 

違反した場合、もしくは周囲に被害を与えたと主催者により判断される場合は出店の差し

止めをはじめ出店・展示内容の変更を行うことができるものとします。またその際に何ら

かの損害が発生した場合においては、出店者はその損害・責任を負うこととなります。 

 

～来場者の入場制限～ 

1．アプリ QR コードによる入場受付（入場時間、名前、連絡先、来場者数）。※アプリを

うまく使用できない方は、スタッフがタブレット等による受付を行います。 

1.検温時、37.5 度以上の場合には入場をお断りいたします。 

2.会場内の来場者が約５００人を超えた場合は、密を防ぐため、新規入場をストップいた

します。退場者数にあわせて入場を行います。 

3.２時間に一度、消毒のお願いをアナウンスいたします。その際は、お近くに来場者へ消

毒の設置場所や消毒のお願いをお知らせください。 

 

～手指消毒や衛生管理～ 

1. 受付・及びご出店様へ、手指消毒用アルコール等の設置のご協力をお願いいたします。 

2. 1～２時間に一度、出店ブース・及び会場全体のスタッフが巡回し消毒のお知らせを行

います。 

3.１～２時間に一度、ブースにて触れる箇所などアルコール消毒をお願いいたします。 

4.キッチンカーの出店者の方はこまめな換気をお願いいたします。 

5.10 分以上の対面型(ケア等)を行う出店者の方は、消毒と飛沫防止の対策をお願いいたし

ます。 

6.注意喚起ポスターの掲示（入口、受付、会場内数カ所） 

7.来場者の飲食については配置図３６番イートインスペースにてご案内を行います。 

 テント設置なし、水辺の方向を向いて２名掛けのシートを７シート（１４名分）四方２

ｍ間隔をあけて設置いたします。会場外での飲食は原則禁止ですので持ち出して食べな

いようお声掛けを徹底し、イートインスペースを使用するよう促してください。 

～職場体験の学生の受け入れ出店者様～ 

1.体験者へはフェイスシールドとマスク着用で参加をお願いします。(フェイスシールドは

こちらで学生に配布いたします。) 
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2.１～２時間に一度、ブースにて触れる箇所などアルコール消毒をお願いします。 

3.キッチンカーの出店者の方はこまめな換気をお願いいたします。 

4.体験者学生と密になりすぎないようご配慮お願いいたします。 

5.キッチンカーでの受け入れの場合は、体験は外でできる内容をご案内ください。（一定時

間（10 分程度）であれば、キッチンカー内での体験は可能です。） 

6.体験時間はコロナ感染予防の対策として原則９：３０～１２：００までとする。 

  (体験者の希望により続けたいと申し出があり体験時間を継続したい場合は巡回中の運営

スタッフへお知らせください。） 

 

～ 咳エチケットとしてのマスク着用を勧奨～ 

1. 事前にホームページ、SNS にて呼びかけの掲載のご協力をお願いいたします。 

2. 受付にて予備マスクの用意。 

3. 注意喚起ポスターの掲示。 

 

～ 出店者健康管理 ～ 

1. 当日の朝、受付にて検温または検温の写真の提示をお願いいたします。 

2. 検温時、37.5 度以上の場合には欠席・退場 

3. 当日、会場で体調が優れなくなった場合、受付常備の体温計で検温。 

 

【出店資格・申込みに関して】 

・出店申込みフォーマットより申込み、事前払いをお願いいたします。 

・コラボ出店を行う場合は事前にお問合せいただき、お申込みください。 

また、出店ブースの他者への譲渡はできません。 

 

【SDGs への取組】 

・環境に配慮した取組を可能な限り呼びかけや実行をお願いします。 

・ゴミの分別を行い、各自責任をもって持ち帰りください。 

 

【出店商品に関して】 

・販売する商品は動物・危険物・コピー商品・わいせつな物など 

社会通念上販売が許されない物の販売は禁止しています。 

・ハンドメイド品の販売に関しては布地など制作しての再販が禁止されている物・著作権

を侵害する物に関する商品の販売はできません。特に注意して下さい。 

上記をはじめ、問題があると判断された場合は販売を中止していただきます。 

 

【出店ブースサイズと配置に関して】 
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・１ブース約３ｍ×３ｍ以内となります。キッチンカーなどの出店者様は事前に車両サイ

ズをお知らせください。 

・ブースの配置は出店内容に基づき主催者が決定致するものとします。 

尚、会場の形状などを考慮し、出店者本人により抽選を行う場合はその内容や期日など

を事前に出店者へご連絡致します。主催者の許可なくブースの全部または一部を本人以

外の人へ譲渡する事はできません。ブース内で流す音楽は周囲の出店者の迷惑にならな

いよう配慮を行い、問題が生じた場合は注意・改善を求めることがあります。 

 

【ブースの設営に関して（テント、車両）】 

ブースの設営（設置済みテント・お持込テント）が必要な場合は天候を考慮しウエイトの 

補充などをお願いする場合があります。特にお持込テントを設営する場合は杭やウエイト

での固定を行って下さい。台風等の接近により基準の風速を超える風が予想される場合は

会場設営の遅延・中止となる場合があります。その際はブースの配置やテントの設営など

の変更を行う場合があり、事前に出店者へ連絡すると共に速やかに対応を行います。 

什器を始めとする必要な備品は出店者にて用意を行って下さい。 

車両出店の場合も同様、他の出展者や事故に気を付け問題があった場合は自己責任です。 

看板やのぼり等を設置される場合は、ブース内又は許可された範囲にて行って下さい。 

イベントのイメージを大きく損なう場合や周囲のブースとの調和などを考慮し撤去または 

変更をお願いする場合があります。会場内に設置された通路はお客様が会場内を移動する

ためのものであり且つ災害時に避難誘導に使用されるものとなっており、通路に面した商

品の展示により通路がふさがれる又は周囲の出店者へ迷惑をかけないようご注意下さい。 

 

【配布物に関して】 

・受付にてお預かりした配布物を袋にまとめ来場者へお渡しします。 

・スポンサー広告物(１種類３００枚まで)は 

『１０月２０日』までに以下の場所へ【郵送またはご持参ください。】 

届かない場合は配布できませんのでご了承くださいませ。 

※次回から SDGｓ環境への取組としてスポンサー特典の配布物はなくしますので、ご理

解ご了承くださいませ。 

 

〇〒862-0046 

熊本県熊本市中央区横手２－６－１０（株式会社 DESSIN） 

一般社団法人 HANAKUMA 宛 

平日１０時～１７時（土日定休日） 
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〇〒861-8520 

熊本市東区長嶺南２－１－１（日赤病院内） 

花屋はな輔 鶴屋日赤店 宛 

平日９時～１８時／土祝１０時～１７時（日曜定休日） 

 

・ブース内で配布されたフライヤー（チラシ）等の配布物が会場内や外へ放置されること

があります。回収しなくてはならない状況がありますと、マーケットが継続困難となり

ます。フライヤー等の配布物に関してはブース内に掲示するなどのご対応をお願い致し

ます。 

また掲示される場合はブースの雰囲気を壊さないようご注意下さい。 

 

【搬入・搬出に関して】 

・搬入・搬出時間、搬入車両の移動、搬入出経路は上記１ページをご覧ください。 

・開催時間の間は車の乗り入れを禁止いたします。 

・開催時間中の搬出を行う場合、来場者の安全確保のためスタッフにお知らせください。 

 

【 出店契約の確定と寄付金のお支払い 】 

・『出店確定メール（連絡）』後、出店が確定されます。 

・WEB 決済（開催日７日前まで） 

 

【 キャンセルの場合の寄付金の返金について 】 

・原則、寄付金のため全額返金はできません。 

・万が一、ご出店者様が諸事情、コロナ感染、濃厚接触者になった場合のキャンセルにつ

いても返金はできません。 

・主催者側での中止、延期を行い、返金を求められる場合は（企画・運営費・広告費・人

件費・会場費など開催準備にかかった経費、振込手数料）を差し引いた金額の返金をい

たします。返金額に関しては後日ご連絡致します。 

※第２回目の開催以降から、返金のご対応をなくし開催準備にかかった経費を差し引いた

金額を各支援団体等への寄付（返金分）いたします。各支援団体も選択し寄付できるよ

うご準備いたします。 

 

★ご入金が無い・メールでのご連絡が取れない・入金が済んでいると思い込んでいたなど 

トラブルが生じます。そのため【ご出店のキャンセル】は必ずお申込みご本人にてご連

絡をお願い致します。 

★お申込み締め切り後のキャンセルなど開催運営に支障をきたすと判断された方は、以降
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のお申込みをお断りします。 

 

【コロナ関係や天候による中止などの判断に関して】  

・コロナ感染拡大により、開催期間中にまん延防止や緊急事態宣言の発令された場合は中

止とさせていただきます。 

天変地異・自然災害等、開催が困難となった場合は、イベントの全日程及び一部を中止

する事があります。その際、主催者は出店者が開催のために使用した費用を賠償する責

任は負いません。イベントの開催が不可能又は変更される場合は、メール及び SNS サ

イトにて中止・変更の連絡を行います。 

 

【中止となった場合の対応に関して】 

・天変地異・自然災害・感染症の発生等で開催が困難となった場合や開催の中止を余儀な

くした場合、寄付金の返金を求める際は（企画・運営費・広告費・人件費・会場費など

開催準備にかかった経費、振込手数料）を差し引いた金額の返金をいたします。返金額

に関しては後日ご連絡致します。 

 

【延期となった場合の対応に関して】 

・天変地異・自然災害・感染症の発生等で開催が困難となった場合や開催の中止を余儀な 

くされた場合に於いて主催者が開催の延期を決定した場合のキャンセルに関して、寄付

金の返金を求める際は（企画・運営費・広告費・人件費・会場費など開催準備にかかっ

た経費、振込手数料）を差し引いた金額の返金をいたします。返金額に関しては後日ご

連絡致します。 

 

【損害賠償の免責に関して】 

・イベント開催中、出店者はブース内の商品・備品・金銭の管理を行う。 

風や雨・地震など自然災害をはじめ搬入出時の車両事故などトラブルに対する損害賠償

の責任は負いません。 

 

【飲食販売に関して】 

イベントの開催に於いて飲食の製造・販売を行う際は 

以下の規約を遵守し安全かつ安心な商品の提供を行って下さい。 

➀販売商品は保健所の営業許可を受けている施設で製造・下準備を行って下さい。 

➁食品表示が必要な商品の販売に於いては必ず表示を行って下さい。 

③テント・車両販売共にそれぞれ許可された調理方法にて調理・販売を行って下さい。 

④食品の取り扱いに於いては食中毒や感染症の発生が無いよう衛生的な取り扱いと注意を

払って下さい。 
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⑤火気の取り扱いは充分な注意を行って下さい。 

⑥開催に於いては管轄消防署への申請を行います。 その際は使用される燃料や火気・消

火器の配置図をご提出いただきます。 

⑦開催に際してはイベント開催地の管轄保健所への申請を行います。 

⑧管轄保健所への申請をお願いします。 尚、必要に応じて代理申請を行います 

⑨イベントに於いて調理販売（販売）された食品における安全衛生面の不備や 調理過程

に於いてお客様をはじめその他の第三者に対し損害を与えた場合、出店者はその責任を

負うものとする。 

⑩出店者は PL 保険などの食品賠償保険への加入を行う。 

 

【領収書の発行に関して】 

・寄付金など申告等に必要な領収書はお振込みの際の明細・ネット送金の場合は 

画面の印刷を領収書とさせていただきます。（申告時に使用可能です） 

紛失された場合の再発行はできませんので大切に保管して下さい。 

尚、備品の貸出など当日徴収を行うものに関しては領収書の発行を行います。 

 

【 緊急対応マニュアル 】 

以下の画像は救急（緊急）車両の同線確保と停車位置 

① 周辺状況と傷病者の観察事故の際、周辺の状況と傷病者の全身を観察して、状況を把握

します。 
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② 救急車の手配と応急処置「１１９番」あるいは医療機関に場所や状況を伝えて、応急処

置の指示を受けます。 

 

③ 救急車到着までの対応 

●応急処置を続けましょう 

●保温に努めましょう 

●運営スタッフ、協力者をさがしましょう 

●可能であれば救護待機テントか安全な場所へ移動させましょう。 

●声かけを行い励まし続けましょう 

●救急車が到着した際に誘導しましょう 

④事故等の連絡（重大な事故の場合は）警察署や保健所（食中毒）、消防署等へ連絡します。 

⑤記録を残す日時、場所、程度、証拠品の確保、対応状況など忘れないように記述します。 

⑥関係者への連絡 家族など緊急連絡先へ一報します。 

⑦保険会社へ連絡名前、住所、連絡先、状況を報告します。 

⑧事故レポートの作成記録を元に正確にレポートを作成します。 

 

 

 

レインボーマーケット実行委員会 

０８０－３９８４－０２１４（須子電話番号） 

        担当 坂上・須子 

 


