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今回で４回目を迎える
オリーブと消費者/ユーザーをつなぐ“マルシェ”型の複合イベント

オリーブジャパン2015

OLIVE JAPANは、“上質”“緑豊か”ー住んでみたい街として人気の『二子玉川』から、オリーブのあるライフスタイルを提
案します。世界からオリーブ、オリーブオイル商品が一堂に会するOLIVE JAPANは、オリーブ・オリーブオイル製品を生
産販売する皆様にとって、絶好の商品・ブランドを告知プロモートする機会です。
同じ会場のステージでは、トークショー、クッキングショー、無料テイスティングセミナー、音楽ライブなど週末をすごす来
場者を飽きさせません。昨年18万人を動員したマルシェは、商品やサービスの告知や販売促進効果抜群です。
オリーブマルシェは、商品販売を目的とされる方だけでなく、告知や宣伝としても有益です。また告知や販売する商品
はオリーブ関連製品には限りません。品質を追求し消費者とのコミットを求める法人の方なら、どなたでもご出展いただ
けます。ぜひ、OLIVE JAPAN 2015に出展しませんか？ みなさまのご参加をお待ちしております。

一般社団法人日本オリーブオイルソムリエ協会
代表理事　多田俊哉

イベント開催概要

名　称 ：　OLIVE JAPAN 2015
内　容 ：　オリーブと消費者/ユーザーをつなぐ“マルシェ”型の複合イベント OLIVE JAPAN 2015
日　時 ：　2015年4月18日（土）・19日（日） 10:00 AM – 7:00 PM
会　場 ：　二子玉川ライズショッピングセンター（東京都世田谷区）
主　催 ：　OLIVE JAPAN 実行委員会/一般社団法人日本オリーブオイルソムリエ協会
共　催 ：　二子玉川ライズ（東京急行電鉄）
後　援 ：　国内ならびにオリーブ生産各国の在外公館・自治体、団体等（調整中）
協　賛 ：　調整中
動員数：　200,000人　（見込み）

オリーブマルシェ　ブース出展料　

エリア ご出展料金 募集数 内容

Aエリア ￥108,000（税込）

1小間・2日間の料金

27小間予定
販売・展示向き

●ブース内にて、金銭授受が可能です。
●会場への事前納品（段ボール等）が 大10箱
　　まで行えます。
　※段ボールサイズは「520ｘ425ｘ480mm」まで
　※撤去は各自お願いいたします。
●その他の搬入時間が比較的遅めに設定されます。
　※車両搬入時　AM6:30前後

Bエリア ￥99,360（税込）

1小間・2日間の料金

40小間予定
販売・展示向き

●ブース内での、金銭授受が不可のため、「指定レジ
カウンター場所」にて金銭授受を行って頂きます。
●会場への事前納品（段ボール等）が 大5箱
　　まで行えます。
　※段ボールサイズは「520ｘ425ｘ480mm」まで
　※撤去は各自お願いいたします。
●その他の搬入時間が下記のよう設定されます。
　※車両搬入時　AM5:30前後

Cエリア ￥73,440（税込）

1小間・2日間の料金

3小間限定
販売・展示可能
ですが展示向き

●ブース内での、金銭授受が不可のため、「指定レジ
カウンター場所」にて金銭授受を行って頂きます。
●会場への事前納品は不可となります。
●駅より離れるため、集客が落ちる可能性が
　 ございます。
●搬入時間が早めに設定されます。
　※車両搬入時　AM5:00前後

※商品販売にあたり、主催者へのロイヤリティーは一切発生いたしません。
※大きなスペースで出展したい方には、スペース貸しのプログラム・料金もございます。お問い合わせください。
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出展申込書ご記入の上、実行委員会事務局宛ファックスください。受領後簡単な出展審査を行い承認された方に
は出展確認証をお送りいたします。下記お支払期日までに主催者指定銀行口座にお振込みをお願いいたします。
お振込みの完了をもって出展枠の確定といたします。（銀行振込手数料はご負担ください。）
※　お振込み後の出展取り消しはできません。なお、申込者のやむを得ない事情で出展をとりやめる場合には、
必ず文書にて主催者に届出をお願いいたします。（この場合でも出展料の返金はいたしません。）

お申込みの 終締切は2月20日（金）としていますが、締切間近にお申込みになりますと、満スペースで
ご出展いただけない場合がございます。なるべく早めにお申し込みいただきますようご案内申し上げます。

出展レイアウト

■ベースレイアウト　プラン
※当日の 終レイアウトではございません。また、事前に出展小間場所のご希望は承っておりません。
※ 終的に全出展者の希望小間総数により出展位置調整を行います。

■ブース基本パッケージ

Ａ

Ｂ Ｃ

レジ予定
②

レジ予定
①

二
子
玉
川
駅
側

≪ブース基本パッケージ仕様≫

■パイプイスはブース基本パッケージには付属していません。オプションとなります。（税込650円/１台）　　
　　 ■電源はオプションとなります。（税込1口21,600円/1kwh）
　　 ■統一フラッグ付什器不要の場合は、申込書にご記入ください。（不要の場合でも出展料は変わりません）

　　■優先申込み（協会会員所属法人様/Riseテナント様）　　　⇒　　　　11月月1515日（日（木木）まで）まで
　　■一般申込み（上記以外の一般法人様）　　　　　⇒　　11月月1616日（日（金金）～）～22月月2020日（日（金金））までまで

①OLIVE JAPAN 2015 統一フラッグ付什器
※什器サイズ：（BOX部）1,800×800×750　（全高）1,800～2,100予定

※社名（orショップ名）ボード　900×200予定 ･ 主要商品の国旗掲示予定

②ブース前　養生
※サイズ：約1,800×900程度

※養生の上には、設置物は置けません。
　　※①の什器不要の場合でも養生施工します。
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出展お申込み期間/出展料のお支払

　　出展料のお支払期限　：　 優先申込み　⇒　 20152015年年11月月1616日（金）締切日（金）締切
　　 　 一般申込み ⇒　 20152015年年22月月2020日（金）締切日（金）締切

統一フラッグ付什器



オリーブマルシェ　ブース出展規約

【１】基本設備

下記の施設を１小間の基本設計としてご用意しています。追加ブースについては、申込書に
必要事項をご記入ください。また、電源はオプションとなります。（税込1口21,600円/1kwh）
※施設の屋外照明はございます。ブースで使用の電気機器がある場合はお申し込みください。

■ブース基本パッケージ（什器＋養生）
・OLIVE JAPAN 2015 統一フラッグ付什器
・社名（もしくは、ショップ名）ボード
・ブース前　養生
※什器不要の場合は、申込書にご記入ください。（この場合でも出展料は変わりません。）

■出展にあたってのガイドライン
以下のような事項については、イベントの趣旨と会場の使用規定上容認できませんのでご了承ください。

〈販売禁止品〉
・危険物や法律に触れるもの ・開催趣旨に不適切と思われる品
・飲食物　※あらかじめ主催者より許可したものは除く

・化粧品等、保健所/厚生労働省による規制対象品　※あらかじめ主催者より許可したものは除く

<禁止事項>
・法律/公序良俗に反する行為 ・火気の使用
・開催趣旨に反すると判断される行為 ・マイクまたは音楽等の大音量での使用
・会場への損傷を与える行為、設置物 ・会場の一般来場者の迷惑となる行為
・節度を超える勧誘行為

【２】販売商品メニューに関して

販売・展示内容検討の際、以下のガイドラインをご参照ください。なお、記入がなかったものに関しては　販売でき
ませんので、ご注意ください。
また、お申込みいただきましたメニューでも今後保健所との調整の中で、変更・調整をいただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。

■ごみ処理
・出展料にはごみ処理料が含まれております。
※但し1ブースあたり、毎日45㍑ごみ袋2袋まで。
分別をお願いします。

≪重要なご注意≫
輸入された食品の場合、「販売用」として商業的に「食品輸入届」が提出され輸入許可書が
交付された商品以外は販売出来ません。

サンプルとして輸入されたもの、及び出展者等が海外から携行品として日本に持ち込んだ
食品の販売は法令で禁止されていますのでご注意下さい。

会期中もしくはその前後で主催者が「輸入許可書」の確認を求めることがありますので
あらかじめご承知下さい。

≪会場内イメージ写真（設営前）≫
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【３】搬入出

■駐車 会場内にイベント専用の駐車場はございません。ライズの駐車場をご利用ください。
また、主催者事務局にて駐車割引券等の発行は致しません。

■搬入出許可証　（会場内車両乗り入れ搬入出にのみ有効：次項）
搬入出許可証は、車両情報をいただいた後に発行いたします。

■搬入時間 4月18日（土）5：00～7：00
※各日、10時には営業が開始できるようにご準備ください。
※上記時間帯のみ、車両をブース付近に駐車しての搬入出が可能です。
　 それ以外の時間帯は、駐車場所からの手持ちでの搬入出となります。
※各自のご判断により、ブースへの物品留置も可能です。（終夜警備がありますが、盗難等トラブル

　　　　　　　　　　　 が発生した場合、主催者は一切の責任を負いかねます。）
※設営スケジュールの状況によっては、多少遅れる場合もございます。できるだけ時間に余裕を

もってご準備ください。

■搬出時間 4月19日（日）22：00～
※イベント終了時刻は19：00頃を予定しておりますが、会場内に車両を搬入できる時間は午後10時
　 以降となりますので、あらかじめご了承ください。
※車両の移動に関しては、現場の状況に合わせて順番にご案内いたします。
※夜間の作業となるため、周囲やご自身の安全には十分ご注意ください。

【４】夜間留置

初日終了後、各自のご判断でブース内に物品を留置することも可能ですが、留置した物品の事故・紛失に
関しては各自の責任となりますので、盗難防止に努めてください。
※終夜警備員を配置しますが、万一トラブルが発生した場合、主催者は一切の責任を負いかねます。

【５】天候対策

雨天・荒天時も開催いたします。会場内には施設の屋根はございますが、ブース位置により雨風の影響を受ける可能
性もございます。また晴天時は直射日光が差し込む場所もございます。雨風や直射日光から物品を保護するための
シート、防水カバー等のご用意をお勧めいたします。
簡易テント等をお考えの場合、地面はアスファルトとなるため、ペグ打ちはできません。（ウェイト等をご準備ください。）
強風等で設営物が危険と判断した場合は撤去となります。
また、天災、その他不可抗力が原因による会期変更・中止をした場合、主催者はこれによって生じた出展者および関
係者の損害は補償いたしません。あらかじめご了承ください。

【６】出展位置（ブース位置）

・出展位置に関しては、後日主催者事務局よりご連絡いたします。（出展位置に関するご希望は一切お受けできませ
ん。）
・各エリアが申込み多数の場合は、申込後お振込み確定日時順とさせていただきます。
・申し込み多数でエリアの変更が生じる場合、主催者事務局よりご連絡させていただきます。

【7】出展料

・出展料金は、本規約【１】項記載の一小間二日間の会期単位にて各出展エリア別に以下のとおり規定します。なお、
一日間のみの出展は受け付けません。
　　　・　A エリア　　108,000円（税込）
　　　・　B エリア　　 99,360円（税込）
　　　・　C エリア　　 73,440円（税込）
いずれのエリアも、物販ならびに物販を行わない展示ともに可能ですが、集客及び現金の授受等において各エリアごと
の制約事項がございます。
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【８】注意事項

■出展申込みについて
・出展申し込みには、協会会員所属法人様/Riseテナント様向けの『優先申込み』と、一般法人様の出展者の『一般
　申込み』がございます。（なお、出展は原則として法人のみとし、任意団体及び個人は不可としています。）
・出展申込書は、『優先申込み　1月15日（木）まで』、『一般申込み　1月16日（金）以降2月20日（金）まで』に
　提出をお願いいたします。（※協会会員様/Riseテナント様の方は優先申込み期間以降もお申込できます。）
・2月20日の 終お申込み締切日以降でも出展枠に空きがある場合には出展お申し込みを受け付けますが、公式プ
　ログラム等に出展社名の掲示が出来ない場合がございます。
・主催者側から提出を求められた書類は遅滞なくご提出ください。なお、出展に当たって簡単な書類審査があります。
・原則として一度申し込まれた出展申込みはキャンセルできませんのでご注意下さい。また出展料お支払後の出展取
　り消し（出展者側もしくは主催者側の事由による）の場合でも出展料の返却はいたしません。

■出展料のお支払いについて
・出展料は、必ず期日までに主催者が別途指定する銀行口座あてに振込にてお支払下さい。なお振込手数料は出展
　申込者にてご負担ください。
・出展料のお支払期日は、優先申込みの方は2015年1月16日（金）まで、一般申込みの方は2015年2月20日（金）
　までとなります。期日までにお支払いただけない場合、実際に支払があった日までの期間につき年利14.6%相当の遅
　延損害金を申し受けます。

■販売・展示内容について
・出展申込時の提出商品メニュー以外の商品販売はできません。酒類販売は事前に所轄税務署の許可が必要です。
・保健所の指導に反する食品の販売（生もの等）は一切できません。
・衛生面への配慮から、オリーブオイルの試食は小皿ではなく、都度使い捨てプラスチックカップで行ってください。

■他の出展者との共用利用施設について
・他ブースへのはみだし行為、通路でのビラまき行為などは一切できません。また、出展ブース以外での移動販売、呼
　び込み行為は一切できません。主催者の注意に従わない場合には別途スペース貸し料金を適用請求いたします。
・バックヤード等、販売資材の保管などは隣接する出展者と相談の上、効率よくスペースを使用してください。・

■衛生面について
・衛生面に 大限配慮し、事故・苦情が発生しないようにご注意ください。
・必ず床面を養生し終了時に原状復帰してください。床面を汚した場合、後日清掃料を請求する場合があります。

■ごみの処理方法について
・主催者事務局指定分別方法にて、現地で捨てることが可能です。（1ブースにつき毎日45㍑ごみ袋2袋まで）
・集積所への運搬は各自行っていただきます。その際、オイル等が漏れないように袋を二重にするなどご協力ください。
・オイルの廃棄は、各自ペットボトルをご用意いただき、移し替えてから廃棄してください。
※分別の詳細に関しては、後日ご連絡いたします。会場内設置の来場者用のごみ箱には、絶対に捨てないでください。

■チラシの設置について
・チラシ等、配布物はブース内に設置し、関心のある方のみにお渡しするようにしてください。
・手配りチラシは禁止です。チラシは会場内でごみとして捨てられることが多々あります。無用なごみの発生、混乱をさ
　けるためにもご協力ください。

■装飾について
・周囲に対し美観を損ねたり、風紀を乱す行為はお断りいたします。看板等をブースの外に置くことはできません。
・ラジカセを含む音出し行為は一切できません。

■整理要員の配置について
・混雑時には、お客さまの整理・誘導、および、導線確保をお願いいたします。

■その他
・主催者、および、所轄の消防署・保健所より指示があった場合、速やかに指示に従っていただきます。
・本イベントの運営に支障をきたすと主催者事務局が判断する行為は中止指示致します。
・飲食物を販売する出展者は出展、および、食品販売行為に関して発生した事故・苦情に対して、すべての賠償責任
　を負うものとし、主催者側はこれら賠償責任について一切免責とします。
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ＯＬＩＶＥ　ＪＡＰＡＮ　2015　出展申込書　（1）　 　　　　FAX提出

FAX　03-3272-8755
【提出先】

OLIVE JAPAN 実行委員会　殿
（一般社団法人日本オリーブオイルソムリエ協会内）
〒104-0031　東京都中央区京橋3-4-1 高井ビル
FAX. 03-3272-8755　　　info@olivejapan.com

優先申込　1月15日（木）まで
一般申込　1月16日（金）～2月20日（金）まで

会社名

出店店舗名

ブースの表記
※○をつけてください

会社名　　　　・　　　　店舗名　　　　・　　　　両方

代表者名 印　

担当者名/協会会員名・会員＃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　/ （協会会員名・会員番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　※協会会員所属法人様による優先枠お申し込みには協会会員名・会員番号が必須です。

住所

連絡先
TEL FAX 携帯電話

E-MAILアドレス/ホームページ 　　　　　　 　　　@                                (http://                                             )

オリーブオイルコンテストへの応募有無
「あり」に○をつければマルシェ当日彰状授与します。

　　　あり　　・　　なし　　　　（いずれかに○：　ありの場合　⇒　　合計　　　　　　品応募）　
※　コンテストへのエントリーは別途お申し込みが必要です。　　

OLIVE JAPAN WEBサイトに
掲載する、ブース紹介文を
100文字以内でご記入ください。

■出展者情報

■出店申込小間数

希望
小間数

Ａエリア・Ｂエリア・Ｃエリア
※○をつけてください

合計　　　　　　　　　　　　　　　　小間

追加
備品

電源　　　　　　　　　　　　　　　　　口

パイプイス　　　　　　　　　　　　　　脚

統一フラッグ付什器（　要　・　不要　）
※不要の場合は不要に〇印・無記入は「要」とみなします。

201　　年　　　　　月　　　　　日　（　　）
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私（当社）は、OLIVE JAPAN 2015オリーブマルシェブース出展規約を熟読し、これを承認し遵守することを誓約した上で下記の通
り出展の申込みを行います。出展に際しては、主催者事務局の指示に従いOLIVE JAPANの趣旨にあった活動に協力します。

※本申込書は、FAX後必ず上記提出先宛郵送下さい。



ＯＬＩＶＥ　ＪＡＰＡＮ　2015　出展申込書　（2）　　　　　　　FAX提出

201　　年　　　　　月　　　　　日　（　　）

■販売予定商品リスト
※販売予定の商品を下記に詳しくご記入ください。記入のない物に関しては販売できませんので、
　　ご注意ください。　　　(修正のある場合の 終提出期限は、2015年3月7日となります）
※原産国名もご記入ください。ブースに掲示する国旗データに反映します。

（原産国名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （原産国名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（原産国名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （原産国名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（原産国名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （原産国名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（原産国名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （原産国名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（原産国名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （原産国名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（原産国名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （原産国名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（原産国名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （原産国名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（原産国名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （原産国名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（原産国名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （原産国名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（原産国名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （原産国名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※項目が足りない場合、本用紙をコピーしてご記入ください。
7
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