
日時:2019年8月31日～2019年9月1日
11:00～18:00 最終日のみ17:00まで

会場：吹上ホール　第１ファッション展示場
〒464-0856 愛知県名古屋市千種区吹上2-6-3

この度は、ネコ市ネコ座＠吹上ホールへ出店していただき誠にありがとうございま
す。開催に向けたご案内をお送りいたしました。ご確認の程よろしくお願いいたし
ます。本書を御精読いただき、スムーズな運営と本催事が成功しますようご協力を
お願いいたします。変更などがございましたらその都度メールでご連絡いたします。
必ず開催当日までメール確認をお願いいたします。
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展示について
・お渡しするブースは、壁面電源等の備品はございません。各種備品をご利用の場合は各自にてご用意くだ

ほ回今（。いさ とんどのブースに壁面はございません。詳しくは図面をご覧ください。） 
・お隣のブースにはみ出さないようにレイアウトしてください。
・設営作業は他の出店者の方への迷惑とならないようご配慮ください。
・イベント開催中、会場内の美化にご協力下さい。ブース内で出たゴミは、持ち帰るか指定したゴミ袋をご
購入ください。
・ブース内で制作を行う場合、必ず床や備品を汚さないようご注意ください。汚れがひどい場合は清掃料金
を別途請求させて頂く場合があります。
・お荷物の保管場所はございません。ブース内にて保管いただきますようお願いします。
・会場内の壁にあるコンセント 費営設、は合場な要必がトンセンコ（。いさ下意注ごでのんせま来出用使は
用2500円をご負担いただきます。本部にメールにてご連絡ください。
・天井、天幕は禁止とさせていただきます。
・ブースPRのためにハンドマイク、拡声器などを使用した案内・勧誘は禁止とさせていただきます。 
・風船を使用したディスプレイは禁止とさせていただきます。

出店者パスについて

注意事項・禁止事項

開催日のまでのお問合せ先

搬入について

搬入時間

搬出について

・会場備品の机や椅子は、そのまま置いてお帰り下さい。
・梱包資材等、ゴミは各自責任を持ってお持ち帰り下さい。会場内で処分することはできません。
・ゴミは出店者さんにてお持ち帰りをお願いしています。お持ち帰り出来ない場合は90L袋（ゴミ処
理処理手数料含む）　１枚1000円でご購入いただきます。事前に本部にお申し出ください。
・釘、画鋲等の危険物は必ず回収してください。

搬出時間

●31日（土）18:00 -19:00

●1日（日）　　17:00 -18:00

0582429104 　　(平日１１：００－１７：００）

info@nekoichinekoza.jp

公式HP

http://www.nekoichinekoza.jp/

@nekoichinekoza1

https://www.facebook.com/nekoichinekoza/

●搬入時間　出店当日の9:00-10:30

ギャラリーアーモ入り口から搬入してください。詳しくは最後のページに図面を掲載します。

・搬入時には、出店者パスを必ずご呈示下さい。当日パスを忘れてしまった場合は当日料金に

て購入の上、ご入場いただきます。

車での直接搬入はできません。
・無料駐車場はございません。各自、有料駐車場から台車などで手運びこみをお願いします。
　台車の貸出はありませんので、各自ご用意ください。

実行委員は30日より現地準備に入りますので、上記の連絡先は29日までの
連絡先となります。30日～１日の間のみ下記の緊急連絡先にご連絡くださ
い。30日以前、１日以降はこちらの番号は通じません。

　080-6178-9474（担当 西川）8月30日～9月1日限定

・搬入時、およびイベント開催中は出店者パスを必ずご呈示ください。当日出店者パスを忘れてしまった場合
や紛失した場合は、当日料金（手数料２００円）にてご購入の上ご入場ください。予めご了承くださいませ。
・搬入やディスプレイの手伝いのみで、一時的に入場される場合も出店者パスは必要となります。出店者パス
は再発行出来ません。紛失や破損した場合でも再購入いただきます。
・最終日に退場口で出店者パスの返却をお願いします。

・ネコ市ネコ座では盗難・紛失・事故、ケガ、また、作品の売買トラブルや商談トラブル、商品の販売、紛失・破
損について一切の責任を負いかねます。
・ネコ市ネコ座は、作品並びに出店者個人に関する法律上の責任を負いかねます。
・天災、交通機関の麻痺、開催が不可能になった場合においても、出店料のご返金はできませんので予めご
了承ください。
・会場内での貴重品の管理は、各自にて責任をもって行って頂きますようお願い致します。
・飲食は可です。他人の迷惑になるような行為、危険物の持ち込みは禁止です。違反が判明した場合はご退場
いただきます。
・会場内、ペットの入場は可能ですが必ず自己管理でお願いいたします。ペットが原因で損害等が出た場合、
全責任を負っていただきます。入場の際に同意書にご署名をお願いいたします（ペットのトイレスペースなど
はございません。マナーパンツ等の着用、ゴミは必ずお持ち帰りください）
・会場内での火気の使用は厳禁です。危険物の持ち込み、火気の使用は固くお断りいたします。
・会場内は全面禁煙となっております。
・ブース内での飲食は可能ですが、会場を汚さないようご注意下さい。
・敷地内には会場駐車場のご用意はございません。公共交通機関でお越しいただくか、近隣有料駐車場へ駐
車してください。
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宅配便による搬入出について 伝票記入例

搬入札の記入例

遠方からご出店される方、お荷物が多い方などのために、搬入出に宅配便をご利用いただけます。
注意事項をご確認の上、必要な方はご利用くださいませ。

出荷伝票差出人の欄には、住所/氏名/電話番号を記入の上、「お荷物」及び「伝票品名欄」に必ず以
下の３項目をご記入下さい。

１）お申し込み代表者氏名/屋号/
２）出店日・ブース番号
３）お荷物の総個数の何箱目かわかるように記入（●/●）
お荷物には必ず１つずつ指定の「搬入札」を側面に貼付けてくださ
い。搬入札は出店ガイド最終ページにありますので、切り取ってお使
い下さい。複数個で足りない方はコピーしてお使い下さい。

宅配便配送指定日時：
14:00～16:00着

※配達会社の指定はございません。
※着払いでの受付は致しません。必ず元払いにて発送をしてください。
※配送遅延が頻発しています。必ず余裕を持って出荷し日時厳守でお願

いします。

●発送について

＜送付先＞

搬入札

・段ボールの側面に、剥がれないように貼付けてください。 
・用紙はこの冊子の一番最後にあります。

ネコ市ネコ座
出店日
ブース

屋号
出店者名
携帯番号

8月31日ー9月1日

-0

※こちらの宛先は荷物の受取先ですのでネコ市ネコ座に対するお問合せにはお答えできません。

８月　　30
屋号　出店場号　　出店日  

 ４  ６  ４ 

日

〒464-0856 愛知県名古屋市千種区吹上2-6-3
吹上ホール 第1ファッション展示場 　ネコ市ネコ座 　ネコ市ブース

愛知県名古屋市千種区
吹上2-6-3
吹上ホール 第1ファッション展示場 
ネコ市ネコ座 ネコ市ブース 

●搬入時の荷物の荷受けについて
両日とも、搬入は実行委員会で荷受けを行います。各ブース、または本部にて荷物を管理いたします。
出荷伝票控えを必ずお持ちください。宅配便の荷物量が増え遅延する可能性がありますので、必ず余裕
を持って出荷を行い、30日必着になるよう手配をお願い致します。

●搬出時の荷物の発送について
返送用の着払い伝票は出店者各自でご用意ください。
搬出時のお荷物の発送は、会場内の1箇所にてまとめて受付を行います。
ヤマト運輸、佐川急便着払いのみ受付が可能です。出荷の翌々日以降の到着となります。
宅配便の荷物量の増大で、配送遅延の可能性があります。ご了承ください。
ヤマト運輸　出荷可能サイズ、3辺が160ｃｍまで、ヤマト運輸は２日出荷扱い予定です。
佐川急便　出荷可能サイズ　３辺260cm、重さ50キロ未満まで、佐川急便は３日出荷扱いとなります。
それ以上の大きな荷物の配送が必要な場合は、ご自身で配送業者をご手配ください。
会場内での荷物受付は本部付近にて、16:00~17:00頃まで受付いたします。

090-9999-9999

 ０  8  5  6

個口数 ２/4　 (４個口で２箱目の場合）
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売上金の寄付について 搬入札

当日スケジュール

ネコ市ネコ座
出店日
ブース

屋号
出店者名
携帯番号

・段ボールの側面に、剥がれないように貼付けてください。

ネコ市ネコ座
出店日

ブース

屋号

出店者名
携帯番号

(コピー可)
(キリトリ）

(キリトリ）

（土）

   9：00　　

10：30　　

11：00　　

18：00　　

19：00　　

搬入開始

搬入締切

イベント開始

１日目イベント終了

寄付金回収

搬出終了 会場封鎖

売上金の報告については各日でご報告お願いいたします。
出店ガイドとお送りしている売上報告封筒に売上金の10％（100円未満切り捨て）を入れていただき
ネコ市本部にご持参ください。領収書を発行いたします。

※頂戴したご寄附は保護猫カフェ運営費、及び保護猫活動に大切に使わせていただきます。

ネコ市ネコ座売上報告

売上金

寄付10%

出店者名

領収書
様

円

ネコ市ネコ座実行委員

売上金 45,500円
売上金10％

寄付金 4,500円 

4,550円 
100円未満切捨て

例えば、、、

個口数

個口数

   9：00

10：30

11：00

17：00

18:00

搬入開始
　　搬入締切

イベント開始

イベント終了

寄付金回収

搬出終了　会場閉鎖
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←宛名と金額をご自身
　でご記入ください。

8月31日(土)

9月1日(日)
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最後に、、

当日のお弁当について

当日、出店者の皆様は、なかなかお昼ごはんを購入する時間がないと思われますので、実行委員会にて
とりまとめてお弁当を発注することが可能です。

事前に、メールにてお弁当代金の決済をしていただけましたら、当日スタッフがブースまでお弁当を
お運びいたします。

お弁当手配ご希望の方は、ネコ市ネコ座実行委員会にメールにてご連絡ください。

お弁当申込締切は、8月11日を予定しております

お弁当＋お茶　　１個　
８5０円（税込）

ネコ市ネコ座にご出店いただき本当にありがとうございます。

ネコ市ネコ座は、ただの猫祭りではなく、主催者である、ネコリパブリックが掲げる

「２０２２年２月２２日までに、日本の行政による猫の殺処分ゼロ」
そしてその先の

「この世の全ての猫達にお腹いっぱいの幸せと安心して眠れる場所を与えたい」

というミッションを達成するためにとても大切なイベントだと考えています。

猫の殺処分問題や、野良猫問題はとても悲しい現実でもあり、目を覆いたくなるような、
心が痛くなるような現実があります。

しかしながら、多くの人達は、まだその現実すら知りません。

その現実を、何かしらのきっかけで知ることで、きっと心に爪痕が残り、一人ひとりが、ほんの少し
行動が変わっていき、一人ひとりが変わることで社会が変わっていくと信じております。

猫好きだけが、そして保護猫活動をしている人たちだけが、猫を救うために活動をしていては
なかなか広がっていかない。
猫は好きだけど、殺処分の問題、野良猫問題のことを知らない人はとても多くいます。

そんな猫好きさんが変わるきっかけに、、

あるいは、猫に興味がなかった人が、楽しそうなイベントだな、という理由でイベントにきていただき、
少しでも殺処分や野良猫問題、保護猫のことを知るきっかけになればという思いで、ネコ市ネコ座
を開催しています。

皆様に出店いただくことで、猫助けに繋がっております。
皆様のご出店で、イベントは成り立ち、多くの人達が楽しみながら猫助けをすることで必ず社会は
変わっていきます。
一緒に、社会を変えるきっかけつくりができることを心から嬉しく思います。
ぜひネコ市ネコ座をともに盛り上げ、成功させましょう！

当日皆様にお会いできることを心から楽しみにしております。

ネコ市ネコ座実行委員長
ネコリパブリック首相

河瀬麻花
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当日の販売やご協力いただくイベントについて

・釣り銭、両替金、レジ袋等はご自身で用意してください。
・お買い上げのお客様特典として出店者様に2点ご協力お願いいたします。

①お買い上げ金額に関わらず1回のお買い物でくじ引き抽選補助券1枚をお渡ししてください。
②お買い上げ金額税込3000円毎にビンゴカードを1枚お渡ししてください。
例:6000円お買い上げの場合、くじ引き抽選補助券1枚+ビンゴカード2枚＝合計3枚をお渡し

くじ引き抽選補助券3枚で1回抽選が出来ます。
くじ引き抽選会場は入り口横の本部で11:00～イベント終了まで行います。

ビンゴは
8月31日は17時15分から
9月1日は16時から
ステージにてに行います。（時間変更の可能性あり）
くじ引き抽選補助券、ビンゴカードは当日出店者様受付時に配布します。少なくなりましたら
スタッフまでお申し出ください。

ビンゴの景品や抽選会の景品のご協力をお願いしております。ご協力
頂ける場合は、当日の朝に本部まで商品をお持ちいただけると嬉しく
思います。




