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株式会社ノヴェロ運営管理フードイベント  

第32回YOSAKOIソーラン祭り 

北のふーどパーク５丁目会場・６丁目会場 出店規約 

株式会社ノヴェロ（以下、当社といいます）は、当社の運営管理フードイベントにおける 

出店関係手続および出店運営の円滑な進行を目的として、本出店規約を定めます。 

  

 

【第１条】 出店資格 

１：出店申込の可能な提供・販売商品は、次の各号に該当するものであるとともに、別途、当社の 

  定める当該イベントにおける固有の「提供・販売商品要件」（「別紙１＝３：提供・販売商品 

  の要件／飲料の取り扱い」に記載）に合致するものとします。 

 ⑴実施イベント会場のコンセプトに合致するものであること 

 ⑵提供・販売する商品について、責任者及び責任の所在が明確であること。 

 ⑶調理を伴わずに販売する食品については、ＪＡＳ法などの規定を遵守した製造・表示・包装を 

  行っていること。  

 ⑷産地偽装・不当表示等の不正行為が無いものであること。  

 ⑸販売許認可等の申請が必要な場合は、届け出がされているものであること 
  
２：当該イベントにおけるフード等の提供条件およびアルコールを含む飲料等の取り扱い条件につ 

  いても、当該イベントに固有の「提供・販売商品要件」（「別紙１＝３：提供・販売商品の要 

  件／飲料の取り扱い」に記載）において定めるものとします。 

【第３条】 提供・販売商品の要件 

１：株式会社ノヴェロ 運営管理フードイベントのうち、出店希望者がエントリーを予定するイベ 

  ント（以下、当該イベントといいます）への出店資格は、当該イベントの主催者または実行委 

  員会及び当社が定める会場コンセプトに合致すると認められる商品やサービスの提供可能な企 

  業・事業者・店舗とします。 
  
２：当社は、出店希望者の出店資格の有無並びに提供・販売予定商品やサービスの内容を確認し、 

  出店の可否を決定できる権利を有するものとします。 

第１章 出店エントリー 

【第２条】 出店期間と時間 

１：イベントにおける出店期間は、本規約に添付する「別紙１＝２：出店期間と時間」に記載され 

  た期間とします。 
  
２：出店期間中の営業時間及びラストオーダー時間等の取り扱いについても、本規約添付「別紙 

  １＝２：出店期間と時間」に記載の内容とします。 

【第４条】 提供・販売商品の制限 

１：当該イベントにおいて出店希望者が申請できる提供・販売商品に固有の制限がある場合は、 

  本規約添付「別紙１＝4：提供・販売商品の制限」にその内容を記載します。出店希望者は 

  その制限に沿って提供・販売商品の申請を行うものとします。 
  
２：出店希望者から申請された品目について、当社が「食中毒の発生リスクが極めて高いとみら 

  れる食材を使用した品目」と判断した場合は、申請の段階で申請を不可とします。 
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【第５条】 キャッシュレス決済サービスによる対応 

１：当該イベントが会場内の全店でキャッシュレス決済サービスを使える会場として運営されるも 

  のについては、出店希望者は、当該イベントの主催者または実行委員会が指定するブランドを 

  必ず導入することについて、了承するものとします。 

 

２：キャッシュレス決済サービスの導入に関わる条件や内容、費用負担等の概要は、下記のとおり   

  とします。 

   ①１台あたりの端末リース料金        17,600円（税込）    ※予定 

   ②キャッシュレス決済利用額に対してのシステム利用料 最大3.8～4.0％+消費税  ※予定 

 

【第６条】 エントリーの方法 

１：出店希望者は、当社指定のＱＲコードからのアクセス先に設置した専用フォームによりエ 
  ントリーするものとします。  
 
２：前項各号のほか、 当該イベントにおける固有の「提供・販売商品要件」（別紙１＝３参 
  照）において、フード等の提供条件についての指定・条件が記載されているイベントに 
  あっては、その条件を満たすことを示す写真の提出を求める場合があります。 
 
３：出店希望者による出店エントリー期限は、当社が別途定めたうえで、出店要項等を通して 
  告知するものとします。 
 
４：当社がエントリーを受理した時点で、出店希望者は本規約及び別途案内する出店募集要項 
  の内容を承諾したものとみなします。 
 
５：本規約及び別途案内する出店募集要項は日本語のみの用意となるため、出店希望者が外国 
  人である場合、出店希望者の責任において当該規約・要項等の翻訳・通訳を行い、内容を 
  理解・承諾したうえでエントリーしたものとみなします。日本語を理解できないことを理 
  由とした異議等は一切認められません。 
 
６：本規約に定めていない問題が生じた場合、出店希望者は、当イベントの安全な運営と出店 
  者全体の利益のために、イベント主催者または当社の判断とこれに基づく指示に従うこと 
  を承諾しているものとします。 

 

【第７条】 出店者の決定 

１：エントリーを受理した出店希望者の中から、当該イベント主催者または実行委員会と当社 

  の協議により選考を行い、出店者を決定します。 
  
２：選考結果又は選考内容に関する問い合わせに対して、当社は一切対応いたしません。 
  
３：決定通知を受けた出店希望者は、当社より送付する出店料金の請求書に記載の出店料を、 

  本規約に添付の「別紙１＝６：出店料振込期日」に記載の支払期日までに、下記の指定銀 

  行口座宛て振り込むものとします。振り込みに要する手数料は出店者の負担とします。 

  「指定口座：北洋銀行札幌東支店 当座 2000249 株式会社ノヴェロ」 

第２章 出店者の決定と出店契約 

【第８条】 出店契約の締結 

１：決定通知を受けた出店希望者は、当社との間で当該イベントについての「出店契約」（以 

  下、出店契約といいます）を締結するものとします。 
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２：当社は、出店料の振り込みが確認された出店希望者に対し、当社指定「出店契約書」書類 

  を送付します。出店希望者から返送される同「出店契約書」の受理をもって、出店の正式 

  受付とします。正式受付を経た出店希望者を、以下、出店者と設定します。 
  
３：出店希望者は、出店契約の締結にあたって当社指定「出店契約書」のほかに、下記内容の 

  書類・データ等を提出するものとします。 

  ①各種申請書（当社指定＝提供メニュー、アレルギー物質使用、ブースレイアウト、 

         レンタル品、電気、ガス、車両） 

  ②臨時営業許可申請書（書式は当社で用意） 

  ③店名ロゴデータ及びメニュー写真データ 

  ④従業員登録名簿（様式自由） 

  ⑤登記事項証明書原本（出店希望者が法人の場合） 

  ⑥キャッシュレス決済発行レシート内記載「お問い合わせ番号」（該当イベントの場合） 

  ⑦生産物賠償責任保険（ＰＬ保険）加入者証の写し 
  
４：出店契約は単年度とし、出店者が次年度以降の出店を希望する場合は、改めて出店申込を 

  行うものとします。 

 

【第９条】 出店契約締結後の解約 

１：出店者は、出店契約締結後に出店者の都合により出店できなくなった場合、下記規定に基 

  づくキャンセル料の支払いを了承するものとします。 

＜キャンセル規定＞  
  
１：出店契約後、出店者の都合により出店をキャンセルする場合は速やかに事務局までご連絡ください。  
  
２：出店をキャンセルした場合、キャンセルの連絡をいただいた時期に応じて、下記のキャンセル料を  
  お支払いいただきます。  
 １）イベント初日の「30日前」まで  キャンセル料なし  
 ２）イベント初日の「15日前」まで  出店料の50％  
 ３）イベント初日の「14日前～前日」まで   出店料の100％  
  
３：キャンセル料が発生した場合、前項の規定に基づいて出店者に直接、請求書を送付いたします。指定  
  期日までに請求書指定の口座宛てお支払いください。振込手数料は出店者負担とします。  
  
４：出店者側都合での出店キャンセルにより、キャンセル料算定の対象となる出店料を超える損害が発生  
  した場合は、その損害分については上記キャンセル料とは別に、損害賠償の請求をさせていただくことが  
  あります。  

（※イベント主催者または実行委員会がイベント開催を中止した場合の、免責事項・出店料返金等に 
  ついては、規約第30条の記載をご確認ください） 

【第10条】 出店場所と会場レイアウト 

１：会場における出店者の出店場所については、出店内容、ブース形状、出店者数、会場構成、 

  安全・衛生面の条件などを総合的に考慮したうえで、当社において決定します。 

 

２：出店者は、出店状況の変動による会場レイアウトの変更等の判断・実施について、当社に 

  一任するものとします。出店場所の決定および会場レイアウトの変更等につき、当社に対 

  する異議申し立て並びに賠償責任を求めることはできないものとします。 

第３章 出店場所と出店形態 

２：出店者が出店契約締結後に出店者の都合により出店できなくなった場合でも、当社は出店 

  料の払い戻しはいたしません。 

 

３：出店エントリー時に提出されるエントリーメニューを基に出店者の決定を行うため、出店 

  決定後にエントリーされたメニューの大幅な変更・キャンセルが生じた場合は、出店契約 

  を取り消し、所定の違約金を請求するものとします。 
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【第12条】 出店に関わる制限事項 

１：ブースでの販売窓口は、会計窓口１窓、商品引き渡し窓口１窓とし、各窓口の設定事前に当 
  社に申請するものとします。複数の販売窓口の設定やブース外でのスタッフによる販売等は 
  できません。なお、会計窓口と商品引き渡し窓口を同一１カ所での設定を希望する場合は、 
  別途、当社と出店者との協議により調整するものとします。 
 
２：出店者は、当社の許可なく、出店契約したブースの全部又は一部を他人に譲渡又は貸与する 
  ことはでないものとします。 
 
３：出店者は、当該イベント内のいずれかの１会場のみの出店とし、複数の会場には重複出店は 
  できないものとします。なお、当該イベントの開催会場エリア以外の場所で、主催者の異な 
  るイベントが同時期に開催される場合、それら別イベントへの出店については、この制限の 
  対象としては扱わないものとします。 
 
４：出店者の提供品、サービス、ブース装飾、その他ブース運営について、法令及び公序良俗に 
  反する事案である若しくはイベントの安全かつ正常な運営に支障を生ずる恐れがあると当社 
  が判断した場合は、会期前・会期中のいずれを問わず、当社は出店者に対してそれらを制限 
  し、撤去を命じ若しくは禁止できるものとします。 
 
５：出店は、当社の指定するブース・テントに限るものとします。移動販売車等での出店など、 
  当社の指定する方法以外での出店は認められません。 

 

【第11条】 出店ブースの仕様 

出店ブースの仕様は当社が定め、出店者による設備、外装の変更はできないものとします。 

第４章 出店者の遵守事項 

【第13条】 管理責任者等の任命 

１：出店者は、出店にあたって、出店ブースに常駐し必要な手続・連絡・運営にあたる管理責任 

  者及び副管理責任者を任命し、当社に報告するものとします。 
  
２：任命された管理責任者及び副管理責任者は、会期中は出店ブースに常駐し、当社及び当該イ 

  ベントの主催者または実行委員会からの指示・連絡に確実に対応するものとします。 
  
３：出店者の任命する管理責任者及び副管理責任者が外国人である場合、当社及び当該イベント 

  主催者または実行委員会からの、日本語における指示・連絡に対応できる者であるか、もし 

  くは出店者の責任において通訳者等を確保し指示・連絡が確実に伝達される条件を整える義 

  務を負うものとします。 

【第14条】 関係機関等による改善命令 

出店者は、保健所等の関係機関、当該イベント主催者または実行委員会、当社が不適切と判断し

た営業内容に関して、すみやかに当社の提示する改善命令に従うものとします。 

【第15条】 会場環境への汚れ付着の防止 

１：出店者は、出店ブースおよび周辺スペースの汚れ付着防止対策を行うものとします。 
  
２：出店ブースおよびブース周辺スペースの公園敷地等に汚れの付着が確認された場合、出店者 

  は、清掃に必要なクリーニング費用を負担するものとします。 
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【第16条】 会場内での火気使用 

出店者が、会場内で火気使用を必要とする場合、当社指定ガス業者による配管工事を行うものと

します（配管工事は有料）。カセットコンロ・ガスボンベ、ガスバーナーの使用は禁止とします。 

 

【第17条】 来場者の整理対応・管理 

１：出店者は、自らの出店ブース前に形成される来客の行列の整理・管理を行うものとします。 
  
２：出店者による来客の行列整理・管理が不十分と当社が判断した場合、出店者は、当社が行う 

  改善指導に速やかに従うものとします。 

【第19条】 出店者と来場者のトラブルの処理 

出店者と来場者との間の金銭授受、販売取引等はすべて出店者の責任で行うものとします。商品

提供・販売に関わるトラブル発生については、当社は一切の責任を負いません。 

【第20条】 出店規約等の遵守 

１：出店者及びその代理者は、本出店規約のほか、当該イベントの出店募集要項に記載の管理規 

  則、当社より配布される出店者マニュアルなどの関係資料、当該イベントの各出店企画コー 

  ナーにおける留意事項資料等に記載された各事項を遵守する義務を負うものとします。 

 

２：出店者及びその代理者が出店規約や管理規則等の遵守事項に従わない場合、会期中であって 

  も、即時契約を解除の上、退去していただきます。退去に伴う現状回復費用は出店者の負担 

  とするほか、出店契約において定める規約に基づく違約金を支払うものとします。 

  ＜管理規則の例（禁止事項の抜粋）＞ 

   ・会場内への無断での車両乗り入れ、近隣への迷惑駐車 

   ・ブース内、ブース裏での飲食、喫煙 

   ・会場ゴミヤードへの不法投棄 

   ・会場ルールを無視した過剰な装飾、音出し、客引き行為 

   ・保健所申請以外の飲食物の提供、販売、不当な廉売行為 

   ・契約権利の譲渡等 

 

３：出店者及びその代理者が外国人である場合、出店希望者の責任において本出店規約、当該イ 

  ベントの出店募集要項に記載の管理規則、出店者マニュアルなどの関係配布資料、当該イベ 

  ントの各出店企画コーナーにおける留意事項資料に記載された各事項等の翻訳・通訳を行い、 

  それら各事項を遵守する義務を負うものとします。日本語を理解できないことを理由とした 

  異議等は一切認められません。 

【第18条】 テントブースの運営方法 

出店者は、期間中のテントブース営業について、管轄の保健所が営業許可要件の１つとしている

「テントブースの背面および左右横の３方向のテント幕を閉めて営業を行う」との運営方法を厳

守するものとします。 
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【第21条】 出店ブースの衛生管理・安全管理に関わる義務 

出店ブースの責任者、副責任者及びスタッフは、ブースの衛生管理に関わる次の各事項の義務を

負うものとします。 

 ⑴ブース営業中、手洗い洗剤、アルコール消毒液による手指消毒の定期的励行。 

 ⑵手洗い洗剤、キッチンペーパー、手指用アルコール消毒液のブース内への設置 

 ⑶調理・提供において食材に手を触れる場合、食品用の使い捨て衛生手袋等の装着。 

 ⑷常温以外の食材（要冷蔵または要冷凍のもの）を扱う場合、当該食材を適切に保管できる温 

  度の冷蔵ケースや冷凍ストッカーの設置・使用と温度管理。 

 ⑸各営業日終了時に、調理等で使用した料理器材、食器、作業テーブル等の全てに対するアル 

  コール除菌スプレー等による消毒作業の徹底。 

 ⑹各営業日ごとに、実行委員会及び当社が指定する「ブース食品衛生・防火チェック表」に基 

  づく所定項目の状況チェック、点検実施並びに報告書の提出。 

 ⑺食品の「消費期限」「賞味期限」の管理。 

 ⑻上記各号のほか、食品衛生関係法令・基準等の遵守。 

第５章 衛生管理・安全管理 

【第22条】 食中毒防止に向けた対応 

１：出店者は、食中毒のリスクが高いとみられる提供品目について、食中毒発生防止に向けた調 

  理マニュアルを作成し、当社に提出するものとします。対象となる出店者に対しては、当社 

  が事前に通知するものとします。 

 

２：出店者は、当社が食品衛生検査機関に委託して実施する検食採取に協力するものとします。 

  検食採取の対象となる出店者・食材については、出店者に対し事前に通知するものとします。 

【第23条】 アレルゲンを含む食品の取り扱い 

１：出店者は、アレルゲンを含む食品を提供・販売する場合、それらを保健所申請書に記載・提 

  出する義務を負うものとします（別紙２：アレルギー物質使用申請書）。 

 

２：出店者は、保健所申請書に記載・提出したそれらの食品について、会場での店舗ブースにお 

  いても、ＰＯＰ掲示により表示する義務を負うものとします。 

 

３：ブースに掲示するＰＯＰについては、当社において用意する指定書式のもの（別紙３：アレ 

  ルゲンを含む食品表示ＰＯＰ様式）を使用するものとします。 

【第24条】 感染症拡大防止対策の実施 

１：出店者は、各種感染症の感染拡大防止対策として、衛生・安全管理に関わる下記の各事項に 

  ついて、実施または遵守する義務を負うものとします。 

  ①出店ブーススタッフおよび勤務者の出勤時の体温チェック 

  ②ブース内への手洗い用消毒液の設置 

  ③ブース内での「使い捨て衛生手袋」の着用 

  ④ブース内でのマスクの着用 

  （※上記②③④に必要な備品については出店者において用意するものとします） 

  ⑤出店ブース営業時間中の手洗いの徹底励行 

  ⑥ブースの販売窓口での飛沫感染防止対策として飛沫防止シートの設置 

 

２：出店者は、当社が作成する「新型コロナウイルス感染防止マニュアル」に記載の感染防止対 

  策を遵守し、実施する義務を負うものとします。 
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第６章 禁止事項 

１：出店者による以下の行為を禁止します。万一、これらに違反して当社または第三者に損害が 

  生じた場合、当該出店者がその損害を全て賠償する責任を負うものとします。 
  
 ⑴会場内への無断での車両乗り入れ、近隣敷地や道路での違法駐車。 

 ⑵保健所申請以外の飲食物の提供、販売、不当な廉売行為。 

 ⑶通路、休憩所、本会場外部等、出店ブース以外での提供・販売・展示・宣伝。 

 ⑷爆発物、放射性危険物、劇毒物、麻薬、工場所有権を侵害する商品又は輸出入若しくは国 

  内で所持・販売が禁止されている物品の持込み、出品、販売。 

 ⑸許可された場所以外への空箱、商品、荷物その他の物品等の設置・放置、ゴミの不法投棄 

 ⑹指定場所以外での飲食、喫煙、休憩。 

 ⑺水、氷、油、残った飲料等の雨水マスや公園敷地への廃棄。 

 ⑻公園既設の水飲み台及び雨水マスの、出店業務関係での使用。 

 ⑼出店ブース前での来場者への客引行為・声掛け、過大な音出し。 

 ⑽政治、宗教、その他サークルや会員組織、グループへの勧誘行為、募金、寄付活動。 

 ⑾その他、来場者の安全や会場の秩序を保つことに支障をきたすおそれのある販売・行為。 
  
２：当社は、出店者による行為が上記のいずれかに該当するものと判断した場合、出店者による 

  該当行為を中止させることができるものとします。中止にともなう原状回復等の費用が発生 

  した場合、その費用を当社は一切負担しないものとします。 

 

【第25条】 出店者の禁止事項 

【第26条】 契約の取り消しと費用負担 

出店者が以下の事項に該当する場合、当社は当該出店者との協議なしに出店契約を取り消しでき

るものとします。その際、出店契約取り消しに伴う撤去等の費用弁済について当社は一切負担し

ないものとし、あわせて出店料金等の払い戻しも行わないものとします。 
  
 ⑴出店者の提供品、サービス、その他ブース運営について、当該イベントの正常な運営に支障 

  があると当社が判断した事案において、それらの制限・撤去だけでは正常なイベントの運営 

  に支障をきたすと判断した場合。 
  
 ⑵出店者が、反社会的勢力に関わりのある者による出店であることが判明した場合。 
  
 ⑶他会場との重複出店が判明した場合。 
  
 ⑷出店契約の締結後に、出店者の申請内容に虚偽が発覚し、契約を継続できないと当社が判断 

  した場合。 
  
 ⑸保健所等の関係機関、当該イベントの主催者または実行委員会、当社が不適切と判断した営 

  業内容に関して、当社の提示する改善命令に従わない場合。 
  
 ⑹本規約ならびに出店募集要項、出店者説明会で配布される出店者マニュアル、衛生講習・安 

  全講習での関係資料などに記載された各事項の遵守義務に違反したと当社が判断した場合。 
  
 ⑺客引行為に対する改善指導に従わないと当社が判断した場合。 

第７章 契約の取り消し 

【第27条】 販売ロイヤリティ設定と売上金の支払い 

第８章 売上の処理 

１：当社は、各イベントの出店ブースの区分ごとに、出店者の売上額に応じて徴収する販売ロイ 

  ヤリティーを設定します。 
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２：各種キャッシュレス決済サービスでの売上額についても、現金での売上額と同様に出店条件 

  の契約ロイヤリティの対象とします。 
  
３：当社から出店者への売上金の支払いは、当社より出店者に送付する清算確認書に基づいて出 

  店者が確認した金額（売上額から販売ロイヤリティ額、各種キャッシュレス決済利用手数料、   

  光熱費、レンタル品料金等その他諸経費を減じた額）を、会期終了後に出店者指定の口座に 

  入金するものとします。 
  
４：その他諸経費の内訳は次のとおりとします。 

  ①レンタル品料金  

  ②電気使用料 

  ③電気供給増設工事料 

  ④水道使用料  

  ⑤ガス使用料、ガス工事費 

  ⑥動産総合保険料１（出店者出店ブース又はテントの火災保険） 

  ⑦動産総合保険２（出店者申込のレンタル品の火災保険） 

  ⑧臨時営業許可申請費用 

  ⑨ 会場内にてゴミ処理を依頼する場合のイベント会場ゴミ処理手数料 

  ⑩その他オプション工事他オプション費用 

  ⑪管理手数料（上記①~⑩の総額の10％・税別） 

 

 

【第28条】 免責事項 

１：当社は、理由の如何を問わず、出店者及びその関係者が会場を使用して出店することを 

  通じて被った人身、及び財物に対する傷害、損害に対して一切の責任を負いません。 
  
２：出店者は、その従業員、関係者の故意、過失又は無過失によって、会場の施設及びその 

  設備等や第三者の人身・財物に与えた一切の損害について、その賠償の責任を負うもの 

  とします。当社がこれらの損害賠償請求を受けた場合、出店者は自らの責任でその支払 

  いを行うとともに、当社に損害が発生した場合は、弁護士に支払った着手金、報酬も含 

  め、その全額を当社に支払うものとします。 
  
３：強風や悪天候、天災または新型コロナウイルス等による感染症拡大などの不測の事態に 

  より、当該イベント主催者または実行委員会がイベント開催を中止した場合や、会場内 

  での食中毒や事故等の発生により営業を継続できなくなった場合等、当社は出店料の払 

  い戻しや営業利益補償等は行いません。ただし、会場施工前に中止決定の場合は、入金 

  された出店料は全額返金いたします。なお、食材仕入れ等、事前準備に対する補償等は 

  行いません。 
  
４：当社は、当社の帰責事由以外の事情でイベントが中止・休止になった場合又は会場内で 

  出店者に盗難や火災、第三者による出店者の器材等の破損等の被害が発生した場合にお 

  いても、当社は一切の責任を負いません。 
  
５：出店者を原因とする食中毒が発生した場合、当社は被害者に対する一切の責任を負いま 

  せん。 

第９章 免責事項 

【第29条】 損害賠償保険加入の義務 

１：出店者は、出店や商品提供・販売等に伴うトラブルや損害賠償責任の発生に備えて、盗難、 

  火災、食中毒、対人・対物事故等による賠償責任を対象とする保険に加入する義務を負うも 

  のとします。 
  
２：出店者は、当イベントの対象となる生産物賠償責任保険に加入する義務を負うものとし、保 

  険加入契約書の写し又は保険証券写しを、当社に提出するものとします。 

 

第10章 損害賠償保険の加入義務 
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＜別紙1＞ 

【１：出店資格】  

【３：提供・販売商品の要件／飲料の取扱】  

【２：出店期間と時間】  

北のふーど 
パーク 
 
５丁目会場 
６丁目会場 

イベント主催者が定める会場コンセプトに合致すると認められる商品・サービ

スの提供可能な企業・店舗であることを出店資格とします。 

 

出店期間 「第32回YOSAKOIソーラン祭り」会期 

 2023年６月７日（水）～６月11日（日）  計５日間 

出店期間中の 
営業時間 

▼６月７日（水）～９日（金）  11:00～21:00 

▼６月10日（土）～11日（日） 10:00～21:00 

 ※いずれも20:30オーダーストップ、21:00閉店・完全消灯での運用 

イベント名称：「第32回YOSAKOIソーラン祭り」 

飲料の 
取り扱い 

出店者によるアルコール飲料およびメーカー製品のソフトドリンク類（ペットボ

トル・缶類製品）の提供は一切できないものとします。 
  
※メーカー製品を伴わないソフトドリンクは提供可能です。事前にご相談ください。 

※詳細については、出店契約後、別途お知らせいたします。 

出店申込の可能な提供・販売商品の要件、および飲料の取り扱いは下記の通りとします。 

【４：提供商品・販売商品の取り扱い】  

提供・販売品目
の追加・変更 
 

１：出店が決定し、保健所への提供品目申請手続きを行った後の、商品 

  追加・変更はできません。 

食の安全・ 
衛生管理に 
関わる事項 

１：出店契約後、提供・販売商品に対して関係機関等より「食中毒のリスク 
  が高いとみられる提供品目である」との指摘があった場合は、当該提供 
  品目の調理マニュアルの提出していただくこととします。 
 
２：出店契約後、出店者は、当社が食品衛生検査機関に委託して実施する検 
  食採取に協力するものとします。検食サンプルの費用は、各出店者の負 
  担での実施となります。検食採取の対象となる出店者・食材については 
  会場管理者が決定し出店者に対し事前に通知するものとします。 



［ 株式会社ノヴェロ運営管理フードイベント 出店規約  ］ 10 

【６：出店料振込期日】 

振込期日 2023年５月12日（金） 

振込口座 北洋銀行札幌東支店   当座 2000249 株式会社ノヴェロ 

【５：関係書類等の提出・送付先】 

郵送の場合 〒060-0052 札幌市中央区南２条東３丁目 株式会社ノヴェロ 

 

「第32回YOSAKOIソーラン祭り 北のふーどパーク出店係」 宛て 

メールの場合 yosakoi5@novello.co.jp 
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＜別紙２＞アレルギー物質使用申請書例 

※指定書式の様式・仕様は、関係機関の指導等により変更になる場合があります。 

※下記の各事項は、「申請書類１-１」の各欄にご入力いただくと本シートにも自動で入力されます

TEL／FAX

出 店 者 名

アレルギー物質使用申請書（保健所提出用）

提出先
問い合わせ

　株式会社ノヴェロ　　〒060-0052　札幌市中央区南２条東３丁目10-24

　　　　　TEL：011-281-6631　　　FAX：011-221-2073

　　　　　Email： aabbccdd@novello.co.jp <担当：野寺・太才>

●提出期限●

2020年

●月●日（●）

所　在　地

担　当　者 メールアドレス

提供品目と対象となるアレルギー表示対象品目を必ずご記入ください

連　絡　先 携帯電話

保健所提出用資料

◆アレルギー物質とは
▼食物アレルギーをもつ方の健康被害を未然に防ぐため、食品衛生法ではアレルギー物質を含む食品はその旨の表示が義務づけられています。

▼アレルギー物質の中でも、特に症例数が多い、又は重篤度の高い7品目を「特定原材料」といい、これが含まれている食品はその旨の表示が

　義務づけられています。

▼また、過去に一定頻度で健康被害が見られる品目は「特定原材料に準ずるもの」とされ、新しく加わった「カシューナッツ」と「ごま」を含めた

　20品目があり、可能な限り表示することが奨励されています。

【特定原材料】
義務表示（7品目）

えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生

【特定原材料に準ずるもの】
奨励表示（20品目）

あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、

さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

提供品目名 アレルギー表示対象の使用品目または含まれる品目

（例）　たこ焼き エビ、小麦、卵、乳

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

yosakoi5@novello.co.jp 

2022年 2023年 
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＜別紙３＞ 「アレルゲンを含む食品表示ＰＯＰでの表示の例」 

※表示ＰＯＰにおいては、札幌市アレルギー表示オリジナルピクトグラムを使用します。 

 （英語表記も併記した外国人観光客対応となっています） 

※使用するピクトグラムデータは、当社（会場管理者）からデータを支給いたします。 

 

▼掲示時のイメージ 

▼ピクトグラムの例 




