
マゼランペンギン クラフトフェスタ上越 2018マゼランペンギン クラフトフェスタ上越 2018

開催趣旨に賛同し、マゼランペンギンのほか、新水族館「うみがたり」にちなんだ

生き物やキャラクターなど※の手づくり作品等を展示販売する人を募集します。

出店者大募集！

期　日　2018年9月29日（土）・30日（日）　

時　間　10：00～16：00　

会　場　上越市海浜公園（新水族博物館「うみがたり」近く）

　　　　※大雨･強風の場合は、会場に隣接する「直江津屋台会館」で開催

●主催：マゼランペンギン クラフトフェスタ上越 実行委員会

●後援：上越市、上越市教育委員会、株式会社横浜八景島、ペンギンアート展

2018年6月26日、”マゼランペンギンの飼育数世界一！”を誇る上越市立水族博物館が

愛称「うみがたり」として、ついに生まれ変わりました。

この新しい水族館に愛着をもってもらい、

”世界で一番多くマゼランペンギンがくらすまち・上越市” を盛り上げていくため、

マゼランペンギンをテーマとした手づくりアート作品のマーケットを開催します。

※「うみがたり」については、ＨＰ（http://www.umigatari.jp/joetsu/）をご覧ください。

※「うみがたり」公式キャラクターを作品等に使用する場合は、上越市役所への申請が必要です。

　上越市ＨＰのトップページ > 組織でさがす > 新水族博物館整備課 > 上越市立水族博物館にかかる

　画像及び呼称の使用取扱い　のページをご確認ください。



◆募 集 期 間         平成 30 年 7月16 日（月）～ 8 月17 日（金）

◆区画・料金        ① 出展販売  各日 50 店舗（1日のみの出展も可とします。）

　　　　　　　　　・ワークショップ＆体験教室も大歓迎です。

区　画 出店料

2ｍ×2ｍ

3ｍ×3ｍ

4,000 円 / 日（2 日間　8,000 円）

5,000 円 / 日（2 日間　10,000 円）

※電源を使用する場合は、事前申込みと使用料が必要になります。

電源使用料 １コンセントにつき1,000 円 / 日

第3回 マゼランペンギン クラフトフェスタ上越（マゼフェス2018）

クラフトブース募集要項

・開催趣旨に賛同し、マゼランペンギンのほか、新水族館「うみがたり」にちなんだ生き物やキャラクターなどの手づ

　くり作品等を展示販売すること、またはワークショップ・体験教室を実施できること。

・出展作品は、出展者本人の手づくり作品であること。

・公序良俗に反する出展や、著作物（キャラクター等）の権利侵害の恐れがある出展はできません。また、大量生

　産品に限りなく近いもの（JANコードのある商品やISBNコードの付いた書籍など）の販売はできません。

・未成年者でも出展できますが、保護者が同伴することを条件とします。

・テントやテーブル、イス、その他必要な什器( ディスプレイ用のツールなど) は、出展者が用意してください。

・不用品の販売を目的とする人は、参加できません。（フリーマーケットではありません。）

・出展内容に不明な点等があった場合は、内容を確認させていただくことがあります。確認の上、開催趣旨と合わ

　ない場合は、入金後であっても、出展をお断りすることがあります。

 ② 委託販売  30 組

・上越市及び隣接市町村在住者は申込できません。

・実行委員会スタッフが展示販売、商品管理等を行います。

区　画

専用テント内 4,000 円（2 日間）

出店料

① 出展販売について

【出店条件】

【注意事項】

・出展者本人が作品の搬入･搬出や展示･販売、ブースの設営･撤去を行うほか、天候や強風への備えをとってください。

・実行委員会が会場内で撮影する写真は、印刷物など広報活動に使用する場合があることを承諾してください。

・会場内は禁煙です。会場は公共施設であることをご理解のうえ、お申込みください。

・会場の設備等を故意または過失を問わず破損させた場合は、すべて弁償していただきます。



出店お申込み方法 ※①または②よりお願いします。

1 公式サイトよりお申込み
（専用フォームよりお申込みいただけます）

https://penguinfesta.com

2 FAXでお申込み
（申込書PDFは公式サイトから入手できます）

FAX:025(526)8363

申込み締切 2018年8月17日（金）※申込み先着順で、定員になり次第締め切ります。

申込み手順

出店料金の納入 申込み後、8月31日までに出店料金を指定口座へお振込みください。

振込先 第四銀行（ダイシギンコウ）　上越市役所出張所 　普通預金　口座番号１１１３８７２

口座名：マゼランペンギンクラフトフェスタ上越実行委員会 委員長 大瀧 紀夫（マゼランペンギンクラフトフエスタシ）

お問合せ マゼランペンギン クラフトフェスタ上越 実行委員会

☎025(526)5111 内線 1871
※平日 8：30 ～ 17:15　（土日･祝日及び平日17:15 ～ 8:30 の応対はできません）

E-mail   info -m@penguinfesta.com

公式ＷＥＢサイト　https: //penguinfesta .com
〒943-8601新潟県上越市木田1丁目1- 3（上越市役所 新水族博物館整備課内）

マゼフェス 検 索

・ブースで発生した事故や接客マナー、価格及び商品に関するトラブルや苦情、及び食中毒については、主催者側では

　一切の責任を負いません。

・出展位置は、実行委員会において決定します。事前の指定は認めません。9月中旬までにご連絡いたします。

・出展者用駐車場は、１人（組）につき１台までとなります。これ以上は、各自でご手配ください。

・入金後の出展キャンセルの場合、原則として出展料の返金はいたしません。

② 委託販売について

・ペンギンにちなんだ作品に限定となります。

・お申込みは「公式サイト」のみとなります。FAXでのお申し込みはできません。

・出展作品は、出展者本人の手づくり作品であること。

・作品数は出展者1組あたり最大60点を上限とします。

・公序良俗に反する出展や、著作物（キャラクター等）の権利侵害の恐れがある出展はできません。また、大量生産品

　に限りなく近いもの（JANコードのある商品やISBNコードの付いた書籍など）の販売はできません。

・入金後の出展キャンセルの場合、原則として出展料の返金はいたしません。

公式サイト、または

FAXにて申込み

出店料金を8月31日

までに指定口座に

お振込ください。

9月中旬に出店案内

を発送します。

必要物を持参の上

当日時間厳守で

お越しください

▼ ▼ ▼



◆募 集 期 間         平成 30 年 7月16 日（月）～ 8 月17 日（金）

◆区画・料金         軽食テント販売　10 店舗 ・ 移動販売車　10 店舗（1日のみの出店も可とします。）

区　画 出店料

3ｍ×3ｍ

移動販売車

10,000 円 / 日（2 日間 　20,000 円）

10,000 円 / 日（2 日間 　20,000 円）

※電源を使用する場合は、事前申込みと使用料が必要になります。

電源使用料 １コンセントにつき1,000 円 / 日

第3回 マゼランペンギン クラフトフェスタ上越（マゼフェス2018）

フードブース募集要項

・開催趣旨に賛同し、マゼランペンギンのほか、新水族館「うみがたり」にちなんだ生き

　物やキャラクターなどを取り入れた食品や容器･包装、店舗づくりを提供することのでき

　ること。

・フードブースへの出店者は、調理済み食品で食品衛生法に基づく「表記」がなされてい

　ること、個別包装時も賞味期限･原材料・製造者名･電話番号を表記することを条件とし

　ます。

・当イベントへの出店に伴う「臨時食品営業」の許可申請は、主催者（実行委員会）に

　おいて行いますので、申請書類の作成（記載事項の照会等）にご協力ください。

【出店条件】

【注意事項】

・出店者本人が商品等の搬入･搬出や販売、ブースの設営･撤去を行うほか、天候や強風への備えをとってください。

・実行委員会が会場内で撮影する写真は、印刷物など広報活動に使用する場合があることを承諾してください。

・会場内は禁煙です。会場は公共施設であることをご理解のうえ、お申込みください。

・会場の設備等を故意または過失を問わず破損させた場合は、すべて弁償していただきます。

・ブースで発生した事故や接客マナー、価格及び商品に関するトラブルや苦情、及び食中毒については、主催者側では

  一切の責任を負いません。

・出店位置は、実行委員会において決定します。事前の指定は認めません。9月中旬までにご連絡いたします。

・出店者用駐車場は、１人（組）につき１台までとなります。これ以上は、各自でご手配ください。キッチンカーは

  会場内に駐車していただけます。

・入金後の出店キャンセルの場合、原則として出店料の返金はいたしません。 



出店お申込み方法 ※①または②よりお願いします。

1 公式サイトよりお申込み
（専用フォームよりお申込みいただけます）

https://penguinfesta.com

2 FAXでお申込み
（申込書PDFは公式サイトから入手できます）

FAX:025(526)8363

申込み締切 2018年8月17日（金）※申込み先着順で、定員になり次第締め切ります。

申込み手順

出店料金の納入 申込み後、8月31日までに出店料金を指定口座へお振込みください。

振込先 第四銀行（ダイシギンコウ）　上越市役所出張所 　普通預金　口座番号１１１３８７２

口座名：マゼランペンギンクラフトフェスタ上越実行委員会 委員長 大瀧 紀夫（マゼランペンギンクラフトフエスタシ）

お問合せ マゼランペンギン クラフトフェスタ上越 実行委員会

☎025(526)5111 内線 1871
※平日 8：30 ～ 17:15　（土日･祝日及び平日17:15 ～ 8:30 の応対はできません）

E-mail   info -m@penguinfesta.com

公式ＷＥＢサイト　https: //penguinfesta .com
〒943-8601新潟県上越市木田1丁目1- 3（上越市役所 新水族博物館整備課内）

マゼフェス 検 索

公式サイト、または

FAXにて申込み

出店料金を8月31日

までに指定口座に

お振込ください。

9月中旬に出店案内

を発送します。

必要物を持参の上

当日時間厳守で

お越しください

▼ ▼ ▼


