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■開催概要

１．目的 盛岡広域圏を中心としたスイーツ・おやつ等食文化の魅力を県内外に発信し、冬季における
管内への観光客の誘客を促進することにより、もって圏域全体の観光振興及び地域活性化
につなげることを目的として開催する。

２．主催 盛岡・八幡平元気まるごと発信事業実行委員会
（構成団体）
管内市町（盛岡市・八幡平市・滝沢市・雫石町・葛巻町・岩手町・紫波町・矢巾町）、
観光協会、商工会議所、商工会、ホテル協議会、岩手県旅館ホテル生活衛生同業
組合盛岡支部、東日本旅客鉄道(株)盛岡支社、ＩＧＲいわて銀河鉄道(株)、岩手県交
通(株)、岩手県北自動車(株)、東日本高速道路(株)東北支社盛岡管理事務所、
(株)岩手日報社、(有)盛岡タイムス社、日本放送協会盛岡放送局、(株)ＩＢＣ岩手放送、
(株)テレビ岩手、(株)岩手めんこいテレビ、(株)岩手朝日テレビ、(株)エフエム岩手、
(株)ラヂオもりおか、盛岡広域振興局

３．会期 平成２８年２月２０日（土）・２１日（日） 各日１０：００～１６：００

４．会場 岩手産業文化センター・アピオ（アリーナ催事場）
〒020-0605 滝沢市砂込389-20

TEL 019-688-2000 FAX 019-688-2002 

●ＪＲ東日本盛岡駅（新幹線の最寄り駅）
バス：岩手県北バス 460円/30分
電車：いわて銀河鉄道（滝沢駅） 370円 /15分
タクシー：3000円/30分

●いわて銀河鉄道滝沢駅（鉄道の最寄り駅）
タクシー：1500円/10分

●いわて花巻空港（最寄り空港）
バス：花巻空港～盛岡駅 53分1,400円
タクシー：花巻空港～盛岡駅 50分 （8400円）

●滝沢ＩＣ（自動車道の最寄りＩＣ）
車：5分
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イベント構成および各コーナー名称（案）
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いわてＳ-１コーナー（40ブース）

盛岡広域の販売業者を中心とした、特色ある人気スイーツ・おやつ等
の即売コーナー。今年はレイアウトを再考、混雑がないように実施しま
す。

ご当地グルメ屋台村

人気のＢ級グルメやご当地グルメの販売を行うコーナーを設置。

カフェ（お飲物）コーナー

軽食・ドリンクを中心に、人気ＳＨＯＰによるカフェコーナーを設置。

元気発信！盛岡広域･沿岸広域ブース（１２ブース）

盛岡広域８市町と沿岸広域等の特産品・工芸品の展示即売ブースを設置。
また、同地域の観光PRスペースも併せて設置、地域の元気を総合的に発
信します。

企業協賛「ライフスタイル提案コーナー」
昨年度より新設の企業協賛によるゾーン。毎日の暮らしを彩る、
様々なコーナーを設置。

いわてＳ-１ステージ
郷土芸能や地元音楽団体、ゆるキャラなどの出演により幅広い年齢層
が楽しめるステージを２日間開催。こだわりスイーツ人気投票の表彰式
がフィナーレを飾ります。

キッズコーナー
より多くのファミリー層にお楽しみいただけるようにキッズコーナーを
設置。（縁日グッズ関係やふわふわトランポリンなど検討）

PAGE2
※写真はイメージです

昨年度のアンケート結果等を踏まえ、催事場をカテゴリー毎に展開。
利便性の高いレイアウトを目指します。

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCNiGrM6f8cgCFQjWYwodPd8PRg&url=http://blog.livedoor.jp/okappan/archives/51679171.html&psig=AFQjCNGcatH9U7JAhNOvLdWm0-KZXdjMSg&ust=1446536771184342
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCNiGrM6f8cgCFQjWYwodPd8PRg&url=http://blog.livedoor.jp/okappan/archives/51679171.html&psig=AFQjCNGcatH9U7JAhNOvLdWm0-KZXdjMSg&ust=1446536771184342


実施内容 ステージイベント（案）
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ゆるキャラ大集合！ 「Ｓ－１ ゆるキャラステージ」！！
CONTENTS
■スイーツフェアイメージソングを活用し、好評を博した
ゆるキャラダンス

アンダーパスのフェアイメージソングを、ゆるキャラと
来場の子供たちが一緒に踊ります。ステージにて簡単な
ダンスレクチャーを実施。ゆるキャラのユーモラスな
動きとともにお楽しみいただきます。

■エリアＰＲタイム
各ゆるキャラと一緒に地域の観光、元気をステージ上
でＰＲ。

■ゆるキャラと一緒にクイズ大会
エリア内、またスイーツに関する様々な設問にお答えいただきます。
上位者にはエリア施設商品などの賞品を差し上げます。
クイズにはゆるキャラが２体参加し、正解を誘導します。

聞いてお得！出店者ＰＲステージ（ご希望の方）

希望する出店者によるＰＲステージ。出店者ごとに一定時間のＰＲタイムを設定。
ＰＲ内容は、おすすめ商品・お店自慢などのＰＲとします。

「地域の元気」ステージ

エリアで活躍中の郷土芸能等の出演、また各学校による演奏や合唱など、団体集客にもつながる
１日を通して楽しめるプログラムでステージを構成します。（調整中）

空いている時間帯は
ＭＣによる回遊インタ
ビュー、原稿読みなど
も実施します。
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【仮スケジュール】
※今後の協賛状況により、ステージ内容を強化する予定です

20日 21日
10:00 オープニングＭＣ オープニングＭＣ
10:30 郷土芸能関係 吹奏楽合唱関係
11:00 市町村・出店者ＰＲ 市町村・出店者ＰＲ
11:30 ゆるキャラダンス① ゆるキャラダンス①
12:00
12:30
13:00 市町村・出店者ＰＲ 市町村・出店者ＰＲ
13:30
14:00 ゆるキャラダンス② ゆるキャラダンス②
14:30
15:00
15:30 人気投票表彰式
16:00 エンディング エンディング
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その他イベント・会場レイアウト（案）

※昨年度の来場者の流れを考慮し、最終決定を致します。

会場レイアウトイメージ（※ブース数は予定数）

出店者の“こだわり”スイーツを対象とした、来場者投票型のスイーツ人気投票を実施。

■参加スイーツの選定
岩手県産の食材を1品目以上使用していることが条件になります。1品目を自薦にてエントリーしていただ
きます。

■来場者の参加方法
当日配布パンフレットに開催欄を設け、
エントリー商品を明記。

■投票方法

インフォメーションに投票場所を設置し、住所・氏名等を記入して投票いただきます。
集計によりグランプリを決定。投票は、最終日１４：００までとします。
（１５：３０よりステージにて発表および表彰式）

■参加賞品等
●ご投票いただいた方の中から、抽選でエリア施設商品をプレゼント。
●入賞者には、実行委員会より賞状と盾が贈られます。

県産食材使用！「こだわりスイーツ人気投票」の実施 ※エントリーしない場合でも出店いただけます

○注意事項
公平な投票となるよう投票方法を調整中です。
出店者様には、疑義が生じることがないようご協力をお願いします。
（場合によっては、次回の出店をお断りする場合がございます。）
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今年度よりエントリー
商品はスイーツ

（お菓子・甘いもの）
限定となります。

（品目によっては審査
させて頂く場合が

ございます）
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ご当地グルメ

盛岡広域ブース 沿岸広域ブース

Ｓ-1ステージ

４
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企業協賛ブース キッズエリア５
ブース

スイーツ・カフェ関連ブース 46
ブース



告知広報（案）
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その他／パブリシティ
県内外の報道機関に向けたプレスリリースを作成・発信。

ＩＢＣテレビ
■テレビスポット（１３本）
■パブリシティ
じゃじゃじゃＴＶストレートパブ（６０秒）

岩手めんこいテレビ
■テレビスポット（１２本）
■パブリシティ

とく得レーダー ストレートパブ（４０秒）

※パブリシティ枠は後日正式決定致します
スポットは１５秒（時間取りは局一任です）

エフエム岩手

【ラジオ媒体】【テレビ媒体】

告知スケジュール案
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ＦＭ岩手高聴取ゾーンでの番組を利用し、
長尺のパブリシティにて、エリアの告知・
フェアの詳細情報提供を行います

１６：００～
福山雅治

１７：００～
NISSAN安倍礼司

１８：００～
ビッキー吉田の
フォークケロケロ

番組内ＣＭ（１５秒）
パブリシティフェア開催前３回程度

事前告知

その他

①「希望郷いわて国体冬季大会」関係各所へのチラシ
配布設置

②北東北エリアを中心としたチラシ配布設置

重点集客エリアターゲットである宮城・秋田・青森。
関係各所、取引先などへのチラシ・ポスター設置を行います。

フェアのポスター・チラシは、希望郷岩手国体冬季大会の会場など
多数の来場が見込まれる場所に配置しPRを行います。

ホ
ー
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ー
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12月 ２月

チ
ラ
シ

設
置

1月
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ベ
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ト

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

2０･2１日
「いわて
Ｓ-１

スイーツ
フェア」

1月30日～2月7日 いわて雪まつり

■各媒体社（要調整）ＳＮＳ依頼
（フェイスブック・ツイッター）

■ＳＮＳを活用した情報
発信キャンペーン事業

ＦＭ岩手 弊社制作番組枠

 15日  16日  17日  18日  19日

月 火 水 木 金

岩手めんこいテレビ

ＩＢＣ岩手放送

制
作
準
備

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://livedoor.blogimg.jp/ehb/imgs/e/9/e9ebeaf1.gif&imgrefurl=http://blog.livedoor.jp/ehb/archives/50480141.html&usg=__zFBysehbw0ronzoaQwBlgr8MX3s=&h=82&w=230&sz=5&hl=ja&start=29&zoom=1&tbnid=08fxHeo1jjBH3M:&tbnh=39&tbnw=108&ei=P_d2Uo-KBo2BkwXCroDwDw&prev=/search?q=%E3%82%81%E3%82%93%E3%81%93%E3%81%84%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93&start=20&um=1&sa=N&hl=ja&rlz=1T4ADRA_jaJP496JP496&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDwQrQMwCDgU
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://livedoor.blogimg.jp/ehb/imgs/e/9/e9ebeaf1.gif&imgrefurl=http://blog.livedoor.jp/ehb/archives/50480141.html&usg=__zFBysehbw0ronzoaQwBlgr8MX3s=&h=82&w=230&sz=5&hl=ja&start=29&zoom=1&tbnid=08fxHeo1jjBH3M:&tbnh=39&tbnw=108&ei=P_d2Uo-KBo2BkwXCroDwDw&prev=/search?q=%E3%82%81%E3%82%93%E3%81%93%E3%81%84%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93&start=20&um=1&sa=N&hl=ja&rlz=1T4ADRA_jaJP496JP496&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDwQrQMwCDgU
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://cdn.webstatics.net/podcast/podcastimage_195050.gif&imgrefurl=http://www.podcastdirectory.com/podcasts/%E5%AE%B6%E6%97%8F%E3%81%AE%E7%B5%86-%EF%BD%9C-%E3%82%A8%E3%83%95%E3%82%A8%E3%83%A0%E5%B2%A9%E6%89%8B-195050.html&usg=__42o6Up7_d6Lt98GNp73L3p4gM14=&h=300&w=300&sz=14&hl=ja&start=6&zoom=1&tbnid=3ckZ1ZrlfHwjhM:&tbnh=116&tbnw=116&ei=U_d2UsupE4nVkgWVi4DYDw&prev=/search?q=%E3%82%A8%E3%83%95%E3%82%A8%E3%83%A0%E5%B2%A9%E6%89%8B&um=1&hl=ja&rlz=1T4ADRA_jaJP496JP496&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDYQrQMwBQ
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://cdn.webstatics.net/podcast/podcastimage_195050.gif&imgrefurl=http://www.podcastdirectory.com/podcasts/%E5%AE%B6%E6%97%8F%E3%81%AE%E7%B5%86-%EF%BD%9C-%E3%82%A8%E3%83%95%E3%82%A8%E3%83%A0%E5%B2%A9%E6%89%8B-195050.html&usg=__42o6Up7_d6Lt98GNp73L3p4gM14=&h=300&w=300&sz=14&hl=ja&start=6&zoom=1&tbnid=3ckZ1ZrlfHwjhM:&tbnh=116&tbnw=116&ei=U_d2UsupE4nVkgWVi4DYDw&prev=/search?q=%E3%82%A8%E3%83%95%E3%82%A8%E3%83%A0%E5%B2%A9%E6%89%8B&um=1&hl=ja&rlz=1T4ADRA_jaJP496JP496&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDYQrQMwBQ


出店を希望される皆様へ
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自店への誘客策強化（イベント開催前） ※昨年デザイン

②開催後特典があることを記載。
※表現案
「★印がついているお店では自店で特典が受けられます」
「詳細はホームページで発表!」

チラシには「お店で特典が受けられます。詳しくはホームページ
をご覧ください」と記載し、ホームページへ誘導します。

勿論、各店ＵＲＬ表示（バナー）もご活用いただけます

①出店者の詳細情報を掲載し、フェア開催後の自店へ
の集客を促進します
【住所・電話番号・ＨＰｱﾄﾞﾚｽ】

×連動

自店への誘客策強化（イベント開催後） ※昨年デザイン

フェア当日ステージ上にてお店のＰＲをすることが可能です。（前述）

●出店者ＰＲステージ

【来店特典の一例】
・来店し、「フェアのホームページを見た」と言った方に、ＯＯＯ
プレゼント！（先着ＯＯ名）
・会場案内パンフレットを持参し来店された方に、ＯＯＯプレゼント！
・会場案内パンフレットを持参し来店された方は、ＯＯ％割引！

※特典の経費は各出店者様負担となります。
※特典を設けない場合でも出店は可能です。

チラシやポスターなど印刷物への販売商品写
真の掲載をご希望する場合は
メールにてお送り下さい

（アドレス：m.sato@olympia-kikaku.co.jp)

ホームページ等に、店舗や工場の外内観
（１～２枚）、スイーツ（人気投票作品or名物
商品１～２枚）の掲載をご希望する場合も

メールにてお送り下さい
（アドレス：m.sato@olympia-kikaku.co.jp)

●その他

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.hotlinebb.jp/image/0305sample_demo_03_1125.jpg&imgrefurl=http://www.hotlinebb.jp/category/1271212.html&usg=__e6gMtoP6KotO58k1nbrFAhxUHgM=&h=235&w=250&sz=21&hl=ja&start=19&zoom=1&tbnid=rQ-ShC_I1GjFKM:&tbnh=104&tbnw=111&ei=hAZ3UvrROYeLkAWu_4HYDg&prev=/search?q=%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8&um=1&sa=N&hl=ja&gbv=2&rlz=1R2ADRA_jaJP496&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CFAQrQMwEg
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.hotlinebb.jp/image/0305sample_demo_03_1125.jpg&imgrefurl=http://www.hotlinebb.jp/category/1271212.html&usg=__e6gMtoP6KotO58k1nbrFAhxUHgM=&h=235&w=250&sz=21&hl=ja&start=19&zoom=1&tbnid=rQ-ShC_I1GjFKM:&tbnh=104&tbnw=111&ei=hAZ3UvrROYeLkAWu_4HYDg&prev=/search?q=%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8&um=1&sa=N&hl=ja&gbv=2&rlz=1R2ADRA_jaJP496&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CFAQrQMwEg


ブースに関して
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①通常ブース （詳細はＰＡＧＥ８をご覧ください）

■出店料 ２日間３０，０００円（税込）

■ブース数 ４０ブース（予定）

■設備 システムパネル、テーブル・イス、社名板の基本ユニット

※各種備品、電源等は別途です。

（詳細はＰＡＧＥ１０をご覧ください）

■スペース １小間あたり Ｗ３０００×Ｄ２０００×Ｈ２４００

今年も２種類のブースを準備いたします。
ご希望に合わせて、ブースをお選びいただけます

②ノーマルスペース （詳細はＰＡＧＥ９をご覧ください）

■出店料 ２日間２０，０００円（税込）

■ブース数 ５ブース（予定）申し込み多数の場合は抽選

■設備 スペースのみ提供（テーブル・イス無料提供）

※各種備品、電源等は別途です。

（詳細はＰＡＧＥ１０をご覧ください）

■スペース １小間あたり Ｗ２０００×Ｄ２０００

※申し込み多数の場合は、主催者において調整のうえ、選定させていただきますので、
ご了承願います。



■通常ブース基本仕様

通常ブース仕様図

●スペース Ｗ３０００×Ｄ２０００×Ｈ２４００（白色システムパネル：サイドパネルなし）
※背面パネル1枚なし（後部ストックスペースＤ１ｍへの通り抜け用）

◆小間装飾工事
基礎小間以外は出店者様の費用で施工して下さい。展示設計は自由ですが、展示場の構造や設備、消防法等
の規制があります。

◆小間壁面には画鋲・釘等は打てません。
パネル・ポスターを掲示する場合は吊り下げ用フック・チェーンを準備の際に無料でお貸しします。
（出店者受付を設置いたします。受付にお申し出ください。)
小間パネルはアルミフレームで壁面は化粧白ベニアです。 重量物の吊り下げや、寄り掛ける等の加重を掛ける
ことはできません。

【基本ブースに含まれるもの】 ●出店団体名表記 Ｗ９０ｃｍ×Ｈ２０ｃｍ

※長テーブル（ Ｗ１８０ｃｍ×Ｄ４５ｃｍ×Ｈ７０ｃｍ）、イスは、必要数量を無料で提供いたします。
※各出店小間の後部に、Ｄ１ｍ程度のストックスペースがあります。商品ストック等にご使用ください。

◆電気工事
電源の使用を希望する場合、有料にて必要電源を供給いたします。詳細は別途ご案内します。

◆床の養生について
簡易手洗い等、水を使用する場合、床養生は、各出店者にて行って下さい。ビニールシート等で必ず養生をお願い
します。また、重量物や床にキズを付ける恐れがあるものは、ベニヤ等で養生を行い設営をお願いします。

無料備品以外の必要備品があれば各出店者にてお持込ください。また、事務局側でも各出店者のご負担で
必要備品を準備いたしますのでご相談下さい。詳細は別途ご案内します。
※冷蔵ショーケースにつきましては、通常レンタル費１台＠５４，０００円（税込）の内、半額程度の補助を予定して
います。最終的な価格については、希望者数により後日決定させていただきます。
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※出店団体名表記

※

パ
ネ
ル
な
し



■ノーマルスペース基本仕様

ノーマルスペース仕様図

●スペース Ｗ２０００×Ｄ２０００ ※スペース渡し

◆小間装飾工事
基礎小間以外は出店者様の費用で施工して下さい。展示設計は自由ですが、展示場の構造や設備、消防法等
の規制があります。

【基本ブースに含まれるもの】

※長テーブル（ Ｗ１８０ｃｍ×Ｄ４５ｃｍ×Ｈ７０ｃｍ）、イスは、必要数量を無料で提供いたします。

◆床の養生について
簡易手洗い等、水を使用する場合、床養生は、各出店者にて行って下さい。ビニールシート等で必ず養生をお願い
します。また、重量物や床にキズを付ける恐れがあるものは、ベニヤ等で養生を行い設営をお願いします。

無料備品以外の必要備品があれば各出店者にてお持込ください。また、事務局側でも各出店者のご負担で
必要備品を準備いたしますのでご相談下さい。詳細は別途ご案内します。
※冷蔵ショーケースにつきましては、通常レンタル費１台＠５４，０００円（税込）の内、半額程度の補助を予定して
います。最終的な価格については、希望者数により後日決定させていただきます。

2000

2000

◆電気工事
電源の使用を希望する場合、有料にて必要電源を供給いたします。詳細は別途ご案内します。
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■電気工事・備品等 予定価格

容量別供給電源工事料金　（予定価格）

※１０A単位での申し込みとなります。

A

※１ＫＷ単位での申し込みとなります。

ＫＷ

※１ＫＷ単位での申し込みとなります。

ＫＷ

ＫＷ

１０，０００円／１ＫＷ

１０，０００円／１０Ａ

２００Ｖ（３相）電源工事 １０，０００円／１ＫＷ

追加コンセント
（２口コンセント）

２，０００円／１カ所

工事料金申込電気容量

２００Ｖ（単相）電源工事

単相１００Ｖ１０A
（２口コンセント×１）

■有料レンタル備品（予定価格）

Ｎｏ 備品名 規格・仕様（Ｗ×Ｄ×Ｈ） 単価

1 長テーブル １８００×D６００×７００ 1,800

2 テーブルクロス（白布） １８００×２６００ 1,800

3 ビニールクロス（白） ２２００×１３７０　<販売品> 540

4 販売用ワゴン（平台） １５００×７５０×１０００ 4,320

5 消火器 2,160

6 冷蔵対面ショーケース Ｗ１２００ 54,000

7 冷蔵対面ショーケース Ｗ１８００ 54,000

8 冷蔵オープンケース ２２０リットル 54,000

9 冷凍オープンケース ２２０リットル 54,000

10 冷凍冷蔵庫 ２ドア　１７０リットル 10,800

11 ポリバケツ ２２リットル 1,080

12 ポリペール ７０リットル 1,620

13 卓上ＩＨヒーター Ｗ３００ 5,400

14 ホットプレート １２００ｗ 5,400

15 電子レンジ 5,400

16 ポリタンク １．８ℓ　簡易手洗い用 1,620

17 耐火ボード １８００×９００ 1,080

最終金額は、出店取
りまとめ後に決定い
たします。
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（全体額）

（ 〃 ）

（ 〃 ）

（ 〃 ）



今後のスケジュールに関しまして
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1月４日（月） 出店申込締切

1月～上旬予定 出店者決定
出店可否の通知及び出店書類ご郵送

1月21日（木）10時 出店決定者説明会

1月28日（木） 各書類ご提出期限

この書類添付の出店申込書より、申込ください（ＦＡＸ）

出店準備に必要な書類をご案内いたします
■電気・レンタル備品（この資料に予定価格表添付）

この日までに上記をご提出ください（ＦＡＸ）

チラシやポスターなど印刷物への販売商品写真の掲載をご希望する場合は
メールにてお送り下さい

（アドレス：m．sato@olympia-kikaku.co.jp)

来
店
特
典
調
査
表
提
出

全
体
計
画
・
企
画

１月 ２月

21
日

出
店
決
定
者
説
明
会

詳
細
内
容
調
整
期
間

出
店
申
込
締
切

４
日

各出店者情報提出
■印刷物写真
■ホームページ情報

20
日
21
日

出
店
者
決
定

28
日

各
書
類
ご
提
出
期
限

冷
凍
冷
蔵
ケ
ー
ス

希
望
調
査
表
提
出

チ
ラ
シ
修
正
申
込
書
提
出

【出店決定者説明会】場所：岩手県公会堂（ 岩手県盛岡市内丸１１−２） ２階 21号室

※駐車場はございませんので公共交通機関または近隣有料駐車場をご利用ください



盛岡・八幡平元気まるごと発信事業実行委員会

（盛岡広域振興局経営企画部内）

担当：上北田徹也

〒０２０－００２３ 盛岡市内丸１１－１

ＴＥＬ ０１９－６２９－６５１２ ＦＡＸ ０１９－６２９－６５２９

メール ba0001＠ｐｒｅｆ．iｗａｔｅ．ｊｐ

■問い合わせ先

主 催

株式会社オリンピア企画

担当：佐藤・中嶋

〒020-0025 盛岡市大沢川原3-3-8 正和ビル2F

TEL ０１９－６５４－１２３１ FAX ０１９－６２９－９１７０

メール

m.sato@olympia-kikaku.co.jp

nakashima@olympia-kikaku.co.jp

パンフレット原稿・イベント内容全般に関するお問い合わせ先

株式会社日交プロジェクト

担当：柴田、山中

〒020-0１４１ 盛岡市中屋敷町９－２

TEL ０１９－６４７－２１５９ FAX ０１９－６４７－２１５１

メール：kohya@n-project.co.jp

出店備品・保健所許可に関するお問い合わせ先
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下記を記入の上ＦＡＸによりお申し込みください

ファックス：０１９－６２９－９１７０

（申込先：㈱オリンピア企画）

※申し込み多数の場合は、主催者において調整のうえ、選定させていただきますので、
ご了承願います。

出店申込書１

※上記は印刷物などに記載しますので、
お間違えのないよう記入してください

チラシやポスターなど印刷物への販売商品写
真の掲載をご希望する場合は

メールにてお送り下さい
（アドレス：m.sato@olympia-kikaku.co.jp)

ステージ上
ＰＲタイム
（○を付けて
ください）

希望する 希望しない

会社名（店舗名）

ご担当者名

住所
ＴＥＬ

ＦＡＸ

EMAILｱﾄﾞﾚｽ

スイーツ
人気投票
エントリー

【商品内容 】
※例：大迫産ぶどう使用ゼリー

参加
する

参加
しない

希望ブース
（○を付けて
ください） 通常ブース

（2日間 ￥30000（税込））

エントリー商品の内容（申込み時点で可能な範囲で記入してください）

上記は □ 新商品 □ ｲﾍﾞﾝﾄ限定品 □ 既存商品

ホームページアドレス

ノーマルスペース
（2日間 ￥20000（税込））

スイーツ限定
県産品使用

ホームページ等に、店舗や工場の外内観
（１～２枚）、スイーツ（人気投票作品or名物
商品１～２枚）の掲載をご希望する場合も

メールにてお送り下さい
（アドレス：m.sato@olympia-kikaku.co.jp)

１月４日（月）
必着とさせて頂きます



ご来店特典の情報提供のお願い

会社名（店舗名）

ご担当者名 ＴＥＬ

特典内容

開催前 開催後

両方の場合は二つお書きください

下記に○を付けてください

①当フェア‘’開催前‘’実施の場合
→事前チラシ店名部に★等を付け、「★のお店はフェア開催前にも来店特典イベントを開催中！」

詳しくはいわてＳ－１スイーツフェアホームページをご覧ください 等と表示いたします

②当フェア‘’開催後‘’実施の場合
→現地で配布される会場パンフレットに上記同様記載。「２月２２日から各店舗でも特典イベントを

開催中！」
（このパンフレットご持参を条件にした場合もその旨を記入します）

両方

特典内容は具体的にお書きください
例；ホームページ見たを条件（このフェアか。 自社か。）

お渡しする特典は（来店だけで ＯＯＯ円以上お買い上げで）
そのお渡しする特典は（フェア会場で。自店で。）
人数は（先着ＯＯ名 各日ＯＯ名）
期間は（Ｏ月Ｏ日まで）

上記はそのまま原稿になりますのでわかり易いご記入にご協力をお願い申し上げます

出店申込書２

下記を記入の上ＦＡＸによりお申し込みください

ファックス：０１９－６２９－９１７０

（申込先：㈱オリンピア企画）

１月４日（月）
必着とさせて頂きます



冷蔵・冷凍ケース希望伺い書

会社名（店舗名）

ご担当者名

説明会資料Ｐ１０に
記載しております

冷蔵・冷凍ケースを
（○を付けてください） 希望する 希望しない

■冷蔵対面ショーケースW1200 ■冷蔵対面ショーケースW1800

■冷蔵オープンケース220ℓ ■冷凍オープンケース220ℓ

いずれか
1つに○
を付けて
ください

下記を記入の上ＦＡＸによりお申し込みください

ファックス：０１９－６２９－９１７０

（申込先：㈱オリンピア企画）

１月４日（月）
必着とさせて頂きます

出店申込書３


