
【沖縄ちゃんぷるーフェス（12月）出店概要】

関係各位様

沖縄ちゃんぷるーフェスのご参加頂きありがとうございます。

沖縄ちゃんぷるーフェス（12月）の開催が決定いたしましたので、出店概要のご案内をさせて
いただきますのでご検討のほどよろしくお願い申し上げます。

【開催概要】

What is Chanpuru Fes?
インターナショナルリゾートタウン【CHATAN】
アメリカ西海岸サンディエゴの街並みのような
アメリカンビレッジがある
【American Chatan】

アメリカウエストコーストを思わせるコーストラインがある
【West coast Chatan】
北谷フィッシャリーナエリアに隣接する浜川漁港での開催。

チャンプルー（楽しいことをいろいろ混ぜて）をコンセプトに開催。

数日間にわたって浜川漁港に様々なエリアが出現。
主なエリアはフードフェスエリア、メインステージ、サブDJステージ、アトラクション、浜川漁
港全面協力のスペシャルエリア等
年間を通して【Chatan　culture】北谷カルチャーの発信地として開催。

京都アメリカンフードフェスとのコラボ開催しアメリカンエリアも併設。

 

楽しもう沖縄。
楽しもう北谷。

全ての沖縄カルチャーの集合体。
それが沖縄チャンプルーフェス。

 

 

Various areas have appeared in Hamagawa Fishing Port for several days.

The main areas are the food festival area, main stage, sub-stage, attractions, and special areas with 
the full cooperation of Hamagawa Fishing Port.

[Chatan Culture] Held as the origin of Chatan culture.



【日時】
令和 4 年 12 月 2 日（金）～４（日）
（金曜日は前夜祭として夕方から開催）
午前１０～午後８時
入場無料

【雨天開催】
雨天決行（暴風雨警報発令時点で開催終了）

【申込方法】 ： WEB エントリーのみ受付。

WEB エントリーページ記入　公式サイト　https://chatanfes.com/

【募集種別・出店料】

■ 募集店舗種別（金曜日夕方自由出店、土、日曜日２日間出店必須）

【フード】
フードトラック（要当該地区有効 営業許可）フードトラック ２日間+金曜夕方前夜祭（出店料
金・条件等は出店商品・出展車両別に個別回答します。）

テントフードベンダー（要当該地区有効 営業許可）フードトラック ２日間+金曜夕方前夜祭（出
店料金・条件等は出店商品・出展車両別に個別回答します。）

【物販】　ハンドメイド系ブース　（アクセサリー・木工品等）



出展料：１ 日￥２０００　３ 日￥３０００

サイズ：2 ｍｘ 2 ｍ土間渡し

出展条件：（ゴミ持ち帰り・手搬入搬入車両 NG・発電機持ち込み NG・日没後対策 LED 電気等
で各自）

品目：物販　農産、海産産物ブース（ファーマーズマーケット）

出展料：１ 日￥１０００　３ 日￥２０００

サイズ：2 ｍｘ 2 ｍ土間渡し

出展条件：（ゴミ持ち帰り・手搬入搬入車両 NG・発電機持ち込み NG・日没後対策 LED 電気等
で各自）

【物販】　既製品・再販品（非食品・一般小売品・中古品）

出展料：１ 日￥６０００　３ 日￥１００００

サイズ：３ｍｘ３ｍ（土間渡し）

出展条件：（搬入車両１台迄・発電機持ち込み可）

企業プロモーションブース（３ｍｘ３ｍ土間渡し）3 日間 
（出展料は個別提示させていただきます）
協賛ブース
（ブースサイズ３ｍｘ３ｍ～別途協議）

※全ブースアルコール飲料の販売は実行委員会で販売しますので禁止します。

■ 募集数：
フードトラック 30 台

テントフードベンダー 10ブース

物販ブース限定 5 ブース
企業プロモーションブース限定 5 ブース
協賛ブース限定数



■仮設電気

１口１５００ W（24 時間 通電）￥6,600　事前申請必須となります。

※仮設コンセント以降の分岐ケーブル等は出店者様でご用意ください。
※発電機より通電しますので電源切断による食品保証は出来かねます。

【ご出店完了までの流れについて】
前回までは直接のご出店お申し込み、電話受付、メール等ご出店方法が統一出来ておりませんで
した。その結果ルールの行き違い、実行委員会とベンダー様との意思疎通が出来ていない部分も
ありご迷惑をおかけした部分がありました。今後は運営を円滑に行えるよう原則アナウンス、ご
質問等はメール、WEB、SNS にて行いますので関係各位様のご協力いただきますようよろしくお
願い申し上げます。

ご出店完了までの主な流れについてご説明させていただきます。

①WEB フォームへの記入
②同意書ページへのサイン
③仮エントリー受理メールの送信。
④正式受理メール・ご入金方法の通知
⑤ご入金確認。
⑥ご入金確認、正式受理完了メールの送信。
　　　　↓
《ご出店登録完了》
⑦必要書類を PDF にて送付もしくは郵送
　　　　↓
《開催当日》

ご不明点がございましたら何なりとお申し付けいただきますようよろしくお願い申し上げます。

【全ベンダー共通出店レギュレーション】

すべての項目をご熟読していただき、出店計画、出店検討をよろしくお願い申し上げます。

　------------------------[電源]------------------------
■仮説電気のお申し込み可能です（１口１５００ W）
■ 発電機の持ち込み可能です。発電機は低騒音型をご用意ください。
■異常に騒音が発生する発電機は使用出来ませんのでご注意ください。



■電気の分岐ケーブル等は防水性能の有するしっかりとしたケーブルをご使用ください。
※開催当日実行委員会でチェックし危険と判断した場合は使用中止のお願いをする場合がございます。

万一、過電流で発生した事故、火災は全てベンダーへ賠償を行っていただきますので、安全な使用を心が
けてください。

------------------------[保安]------------------------

■ 沖縄県・北谷町役場・保健医療部中部保健所生活衛生班・沖縄県警・沖縄市消防本部の該当規定
及び法令遵守を全て遵守してください。遵守出来ないベンダーの参加はお断りさせていただきま
す。

■火気を使用する店舗は、業務用消火器を常設してください。（簡易消火用具不可）
■ 港内汚染に繋がりますので会場内汚水、汚物等を絶対に流さないでください。
■ ゴミは会場規定場所の表示を守り分別を徹底してください。
■ 催事終了後、ブース内に放置されている残置物、ゴミ等、地面の汚染等は完全に撤去、清掃して

ください。
■ 終了後実行委員会の清掃作業後ブース内の残置物、ゴミ等を発見した場合はご出店ブースベン
ダーに後日連絡し実費負担をさせていただきます。

■ 開催終了後はゆっくり確実に閉店作業を行ってください。
■ 出店者は、店舗の装飾材料は消防法、食品衛生法などの関係法令などの基準に適合したものとし

ます。
■ 店舗装飾が雰囲気を著しく損なうと実行委員会が判断した場合、 実行委員会は出店者に対し改
善を求めることができ、出店者はこれに対し改善してください。

■運営スタッフ、セキュリティスタッフの指示には従うようにして下さい。
■実行委員会の指示に従わない場合や本規約を守って頂けない場合、また他に迷惑をかける行為な

どを行った場合は退場して頂く場合があります。
■規約違反等での退場の際は出店料の払い戻しは致しません。

また今後のご出店をお断りすることがあります。
■ 出店料のお支払い後及び、決済後のキャンセル・変更・返金はできません。

いかなる場合も出店料の返金は出来ません。

■ 主催者は不可抗力等やむを得ない場合、開催を中止することがあります。
イベント開始後の中止の場合、いかなる場合でも返金はございません。
ご用意いただいた食材等に関しても主催者側は一切の責任を負いません。

■ 出店販売に関わる損害保険を必ず加入してください。

------------------------[販売]------------------------

■販売商品について。
出店品目については営業許可証の範囲内でご自由に決定してしてだいても構いません。
販売商品は原則各オーナー様にお任せいたします。

■ アルコール販売は禁止します。



■他ベンダーとの販売商品の重複について。
ご来場者様に多種多様なフード・コンテンツ・販売商品を楽しんで頂くために沖縄ちゃんぷるー
フェスは販売商品の重複を認めております。
沖縄ちゃんぷるーフェス会場内で「タコスフェス」「ハンバーガーフェス」「肉フェス」が開催
されているようなイメージをお持ちいただけたら、と思います。

------------------------[配置]------------------------

■ 出店位置は、開催趣旨を考慮した配置を原則として実行委員会で決定します。複数ブースをお申
込みの場合、連続した出店位置となります。事前にご連絡した、指定の場所へお願いします。

■会場・他主催者側の都合上、やむを得ず出店位置・レイアウトを変更する場合があります。

------------------------[搬入・搬出]------------------------

■会場内に許可票のない車両を乗り入れての搬入出は出来ません。
■会場周辺道路に車両を駐停車しての搬入出も禁止します。
■搬入及び搬出時間以外の関係者の車両進入は一切禁止です。

【フードテントブースベンダー】

当該地区有効（中部保健所管内）簡易営業許可書が必要です。

■POP・値段表等は乱雑な掲示方法は禁止します。必ずセンスの良いスマートなディスプレイを
心がけてください。
■ブース前、ブース周辺等のディスプレイは雰囲気の演出を意識したものでお願いします。
■テントの風対策のウエイトは必須です。ウエイト無しのテントの設営は禁止します。
■資材搬入後速やかに車両移動してください。（要搬入実行委員会許可証）
■資材搬入後は指定場所へ駐車してください。（要搬入実行委員会許可証）
■営業中及び閉店後は在庫のダンボール、私物等がお客様及び外部から乱雑に見えないように見
た目がきれいな布、シート等で目隠ししてください。
■給水は簡易給水が可能です
■排水も会場内投棄場所は一切ございませんので撤収後各ベンダーの事務所、調理場等で処分し
てください。

【フードトラックベンダーレギュレーション】
■床面には必ず養生が必須です。
■排水はフードトラックは車載の備え付けのものをご使用してください。
■給水は簡易給水が可能です。

■POP・値段表等は乱雑な掲示方法は禁止します。必ずセンスの良いスマートなディスプレイを
心がけてください。
■ブース前、ブース周辺等のディスプレイは雰囲気の演出を意識したものでお願いします。



■テント POP 等の風対策のウエイトは必須です。ウエイト無しの設営は禁止します。
■資材搬入後速やかに車両移動してください。（要搬入許可証）
■資材搬入後は指定場所へ駐車してください。（要搬入許可証）
■営業中及び閉店後は在庫のダンボール、私物等がお客様及び外部から乱雑に見えないように見
た目がきれいな布、シート等で目隠ししてください。

■提供口付近バックヤード等はお客様から見えていることを常に意識した衛生管理を徹底してく
ださい。

【物販ベンダーレギュレーション】
■POP・値段表等は乱雑な掲示方法は禁止します。必ずセンスの良いスマートなディスプレイを
心がけてください。
■ブース前、ブース周辺等のディスプレイは雰囲気の演出を意識したものでお願いします。
■テント POP 等の風対策のウエイトは必須です。ウエイト無しの設営は禁止します。
■資材搬入後速やかに車両移動してください。（要搬入許可証）
■資材搬入後は指定場所へ駐車してください。（要搬入許可証）
■営業中及び閉店後は在庫のダンボール、私物等がお客様及び外部から乱雑に見えないように見
た目がきれいな布、シート等で目隠ししてください。

【協賛ブースレギュレーション】

■実行委員会との事前協議のうえ円滑な運営にご協力よろしくお願い申し上げます。






