
 三重・愛知の物産展【丸広百貨店】 開催要綱 
 

１. 開催趣旨  豊かな自然美、歴史を有する三重県で育まれた特産品と新規で愛知

県を付加し、「見て」「触て」「食す」ことにより、埼玉県民の方々に広く

紹介する為、開催いたします。県内各地域の特色を生かした会場づく

で、お中元ギフトセンターとの併催催事として実施します。魅力あるご

自慢の商品の販路拡大を図る機会になると思いますので、積極的に

ご参画下さいますよう宜しくお願い申し上げます。 

２．名   称  第５回「三重・愛知物産展同時開催伊勢志摩パールフェア」 

         ※お中元ギフトセンターとの併催催事 

３．会   期   令和４年６月２９日（水）～７月４日（月） ６日間 
          ［営業時間］ 午前１０時～午後７時 （最終日は午後５時閉場）  

４．会   場   ㈱丸広百貨店 川越本店 本館５階催場 
            〒350-8511 埼玉県川越市新富町２－６－１ 

           TEL０４９－２２４－１１１１ 

５．主   催   協同組合三重県物産振興会   

６．後援予定   三重県 

７．協賛予定   公益社団法人三重県観光連盟 

 ８．売上予算  ２１，０００千円 （昨年実績 19,899千円）  

 ９．出展構成  ◇食品部門  即売・実演 

         ◇工芸部門  即売 

           ◇真珠部門  即売   ※２社展開＜１社指名１社抽選＞ 

１０．媒体計画  新聞折込チラシ(９．３万部)、友の会会報、店内告知 

ＬＩＮＥ配信、ホームページ 他 （予定） 

 

１１．手数料及び取引条件 

［１］ （協）三重県物産振興会  

（１）手数料   売上の４％（員外参加６％） 

    ※ガラポン抽選会の景品ご協賛をお願いします。 

 

［２］ 百貨店 

   （１）手数料   ・ 食品部門  （実演・茶屋） １５％ 

（即売） １７％ 

・ 工芸部門  （即売・実演）１８％ 

             ・ 真珠部門 （広告品） ２０％  （一般品）２５％  

   （２）交通費  取組先負担 

   （３）搬入費  取組先負担 

（４）返送費   百貨店負担（他店への転送不可）※ヤマト運輸のみ 

（５）人件費  取組先負担（各自、直接紹介所にお支払い願います。） 

         ※マネキン各自手配。斡旋はありません。 

（６）宿泊費  取組先負担(売上相殺希望の場合は事務手数料 500円) 

（７）什器リース費  百貨店負担  

※準備日以降の追加は取組先負担  

    （８）設営費  百貨店負担 

    （９）宣伝費  百貨店負担+タイアップ１社 10,000円（税別）※売上相殺 

   (１０)駐車場  ＮＰＣ東口立体駐車場（1日 24ｈ平日 500円 土日 700円） 

             納品口での駐車は積み降ろしのみとし、作業終了後ただちに指定 

駐車場に移動してください。（例年より変更） 

１２．搬入                

［１］ 荷物発送    

 《 事前納品 》   

   （１） 常温品（備品含む） 

    （運送会社） 指定なし 

    （送 付 日） 令和４年６月２８日（火）午前中必着 

    （送 り 先）〒350-8511 埼玉県川越市新富町２－６－１ 

   ㈱丸広百貨店 川越店 本館５階催場 「三重・愛知の物産展」気付+ 取組先名 

             ＴＥＬ０４９―２２４－１１１１（大代表） 

（２） クール品 

     上記常温品に同じ 

  《 会期中納品 》  

     （送 り 先） 上記事前納品に同じ 

   ［２］ 会場準備 

《陳列》   

   令和４年６月２８日（火）  午後１時～午後７時（時間厳守）     

   令和４年６月２９日（水）  午前６時～                裏面へつづく 



入店方法： 

保安室にて受付を行い、ネームバッヂを受け取り期間中左胸につける。 

従業員エレベーターを使用し５階催場にて準備。 

商品の搬入搬出に関しては貨物用エレベーターを使用し５階催場へ運ぶ 

１３．搬出               

     令和４年７月４日（月） 物産展会場閉場時（午後５時） ～  

     ※荷造り完了後、伝票貼付の上、１階集荷所まで運んでください。 

１４．売上管理 

    食品：ため銭方式 （釣り銭は各自用意） 

 非食品：ＰＯＳレジ対応 

１５.宿泊斡旋先  

①『スーパーホテル』 Ｓ１泊６，９８０円（素泊） シングル２名利用９，２８０円（素泊） 

  〒350-0043 埼玉県川越市新富町２－３１－５ ＴＥＬ０４９－２９０－９０００ 

   全室禁煙 

②『川越プリンスホテル』 １名７，２００円(素泊) １室２名１１，６００円（素泊） 

（部屋タイプがＤorＴのみの為アメニティ交換は宿泊奇数のみ）  

  〒埼玉県川越市新富町１－２２ ＴＥＬ０４９－２２７－１１１１ 

１６．精  算     （１）精算締切  令和４年７月末日（会期中の売上計上分） 

 （２）支払日   ・(協)三重県物産振興会の口座へ８月２２日入金 

・各社様の指定口座へ百貨店より入金後、７営業日以内を目処に入金 
 * 人件費及び宿泊費については、各自ご精算をお願い致します。 

精算事務の都合により入金日が前後する場合がございます。  

１７．出展条件及び留意事項 

［１］販売体制 

 ・ 出展業者は、販売責任者として社員を必ず１名以上派遣して下さい。できる限 

り責任者、自社で販売・生産に携わっている方に販売をお願いします。  

 ・ 真珠業者は、１社２名以上の販売対応をお願いいたします。（補助販売員含む） 

［２］出展業者の選定及び売場配置と小間割  

   （１）食品・工芸部門 

     ・ 取扱商品・実績・会場スペース等の兼ね合いにより、百貨店側において 

  出展業者の選定が行われます。  

 ・ 上記結果は、（協）三重県物産振興会より書類をもって通知いたします。 

・ 売場配置は、百貨店側において決定いたします。 

（２）真珠部門 

  ・ ２社以上の出展のお申込みをいただいた場合は、指名業者 1社を除き、 

       後日、抽選にて出展業者を決定いたします。    

     ・ 前回開催時の売上上位１社は、百貨店からの出展指名業者です。 

  ・ 売場配置は、百貨店より小間割図面をいただいた後、抽選にて決定いたし    

   ます。 

   

 ［３］食品衛生と品質表示 

・ 食中毒対策の徹底。手洗い、実演をする場合は手袋・帽子の着用を励行。 

・ 実演販売取組先は製造従事者の検便検査結果を提出。（コピー可） 

     ・ 商品の組成・原材料原産地・消費期限・アレルギー物質表示は適格に表示 

して下さい。（特定原材料 小麦、卵、乳、そば、落花生、えび、かに） 

販売商品には個々に値段を添付または表示（総額表示、１円未満切上表示）

し、法令に基づく表示を実施してください。 

・ 商品名や説明に原産地や特定の原材料が入る場合は、各種証明書（産地証 

明・納入証明等）の会期中持参をお願いいたします。また、米や米の加工品 

を取り扱う取組先は 米トレーサビリティ法に基づく資料も持参してください。 

 ［４］個人情報保護 

     ・ 個人情報保護法・関係法令等を遵守し、第三者への開示・漏洩を厳禁する。 

 ［５］マナー 

     ・ 店頭で接客・販売を行う全ての方は、百貨店のルール・マナーを遵守してく 

ださい。責任者の方は、これを監督してください。 

     ・ 言葉遣いとマナーに注意して、明るい親切丁寧なご対応をお願いします。 

 ［６］その他 

     ・ コンプライアンスとモラルを厳守してください。 

     ・ 出展決定後の出展辞退は認められません。 

・ 最終日の閉場時間まで責任ある販売応対をお願いいたします。終了時間前 

  からの店頭撤収作業は絶対禁止です。 

・ 本開催要綱に違反または第三者の損害が生じた場合、百貨店及び本組合の

指示に従い、遅滞なく、出展業者の責任と費用をもって解決にあたること。 

・ 個別ＤＭハガキによるご案内は積極的に配布してください。但し独自ＤＭは 

必ず百貨店担当者様の校正を受けてください。 

・ 個人情報の取扱いに関する差入書の提出厳守。 

・ スポットライトはＬＥＤの低電力タイプのみ使用可。 

 



１８．申込方法                     

  別紙「物産展出展申込書・出品リスト・買物袋確認書抽選会景品ご協力依頼」  

（４枚）に必要事項をご記入の上、ＦＡＸもしくはＥメールにてご送付下さい。 

≪送付期日≫ 令和４年３月３１日（木）まで （厳守にてお願いします） 

≪ 送付先 ≫ （協）三重県物産振興会 事務局 行 

            ＴＥＬ ０５９－２１３－０７００  ＦＡＸ ０５９－２１３－０７０３   

 
＊ 出展業者の選定の結果、ご出展をご遠慮いただく場合もございます。 

   予めご了承下さいますようお願いいたします。 

                                        （開催要綱第１６項［２］参照） 

＊ チラシの掲載内容、売場位置等については、スペースや百貨店の都合等により決定され 

 ご希望に添えない場合がありますので予めご了承の上、出展申込みいただきますようお 

 願い致します。決定後の異議申し立てはご遠慮願います。  

 

 

１９．補助販売員（マネキン）については下記参照の上、各自にてお手配ください。 

   

 ◎有限会社所沢マネキン紹介所 

   〒358-0021 埼玉県入間市高倉２-９-１３ 

  ＴＥＬ０４-２９６３-１８８６ ＦＡＸ０４-２９６８-４０９３ 

 ◎有限会社妃苑マネキン紹介所 

   〒356-0004 埼玉県ふじみ野市上福岡６－５－４ 

   ＴＥＬ０４９-２６１-６３６１ ＦＡＸ０４９-２６３-０５０５ 

 ◎パーソナル株式会社 

   〒151-0053 東京都渋谷区代々木 2-7-8東京南新宿ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 5F 

   ＴＥＬ０３-５３６５-１３７１ ＦＡＸ０３-５３６５-１３７２ 

 ◎クローバーマネキン紹介所 

   〒170-0005 東京都豊島区南大塚３-１-１２-１３０３号 

   ＴＥＬ０３-３９８６-２１１１ ＦＡＸ０３-３９８６-２１３０ 

  

◎株式会社プロシードスタッフ彩苑 

   〒333-0851 埼玉県川口市芝新町４－３２ 

   ＴＥＬ０４８-２６８-９８００ ＦＡＸ０４８-２６８-９７８０ 

 

◎有限会社渡辺マネキン紹介所 

   〒331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町２－６０１ 

   ＴＥＬ０４８-６６４-４４０４ ＦＡＸ０４８-６６４-４７０６ 

 

 

 ※アルバイト(簡単な接客等補助的業務のみ) 

  ◎東武キャリアサービス 

   〒171-0021東京都豊島区西池袋１－１４－４ 

   ＴＥＬ０３-５９６０-４５１０ ＦＡＸ０３-５９５０-４５０１ 


