
平成 29年 7 月 21日 

らくさいマルシェ実行委員会 

「らくさいマルシェ」出店応募要項 

【概要】 

◆開催日：毎月最終土曜日（雨天決行。但し、警報や注意報が出るような悪天候の際は中止の場合あ

り。中止の場合、前日の 16時までにらくさいマルシェ HP、Facebookにて告知いたします） 

◆開催時間：10時～16時 

◆開催場所：ラクセーヌ広場（洛西バスターミナル前広場） 

◆アクセス：京都市バス・京阪バス「洛西バスターミナル」、「境谷大橋」、「福西遺跡公園前」バス停

下車すぐ 

 

【出店方法】 

◆申込方法：往復ハガキ、またはメール 

◆締め切り：開催月の 10 日（例：11 月 28 日開催分→11 月 10 日締め切り） 

※往復ハガキは 10日の消印有効 

◆1 ブース：2.5ｍ×2.5ｍ 

◆出店参加料：1 ブース／3,000 円 

◆駐車券サービス(１日 500円)、備品レンタル（長机 1,000 円／１台、イス 300円／1脚） 

※駐車券サービスを利用される場合は、当日の搬入時に、洛西中央通りの交番付近の荷卸し場所に 

いるスタッフまでお申し出ください。備品をレンタルされる方は、本部までお越しください。 

 

◆往復ハガキの宛先 

〒６１０－１１４３ 

京都市西京区大原野東境谷町２丁目５－９ 三階 らくさいマルシェ実行委員会事務局 

◆メールアドレス 

rakusaimarche01@gmail.com 

※メールへのご返信は、毎月 10日前後になります。ご了承ください。 

mailto:rakusaimarche01@gmail.com


◆記入事項 

出店月、屋号、出店品目、ブース数、火気使用について（例：プロパン５キロ） 

代表者氏名、住所、電話番号（当日連絡のつく携帯電話）、ＦＡＸ（任意）、メールアドレス（任意） 

※ 火気使用の場合は、消火器を必ずご用意ください。  

※ 電源はありません。必要な場合はご自身でご用意ください。 

◆２回目以降の出店について 

出店月、屋号、希望ブース数、代表者名、変更点の記入のみで結構です。 

◆注意事項 

・出店の許可・不許可の返信は、開催日の 10日前を目途にご連絡いたします。 

・会場の許容量に限りがありますので、応募多数の場合、抽選・選考といたします。 

・お申し込み後のキャンセルに関しては、メールアドレスまでご連絡ください。 

・不正応募が確認された場合、今後の受付応募自体を拒否いたします。  

・万が一、出店者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴ

ロ、知能暴力集団など）に該当・関与することが疑われる場合、各種法令に反していると判断され

る場合、出店はお断りさせていただきます。ご了承ください。 

・出店当日、当実行委員会が不適当と見なす販売行為があった場合や、公序良俗に反する行為があっ

た場合、即時退去および今後の出店をお断りさせていただく場合があります。 

【出店料のお支払い】 

開催日当日午前 8 時 30 分から午前 9 時 30 分までに 

「らくさいマルシェ実行委員会本部」にて、出店料、 

駐車サービス利用料、備品レンタル料を頂戴します。 

 

【車両での搬入の注意事項】 

・会場内への車両の搬入はできません。（キッチンカーをのぞきます） 

・道路（洛西中央通りの荷卸し場所）に停車して荷卸しを行なう場合は、 

荷卸し後、速やかに車両を移動させてください。 

※らくさいマルシェ会場横の洛西中央通りは、駐車禁止です。 
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【１日駐車券での駐車】 

搬入時に洛西中央通りの荷卸し場所で、スタッフに 

「駐車サービス券」を伝えて受け取り、立体駐車場の 

屋上に駐車してください。 

 

【出店当日】 

・準備は当日午前８時から可能です。（前日準備はできません） 

・「らくさいマルシェ実行委員会本部」は、午前 8時 30分より受付いたします。 

・受付にて出店料、駐車サービス利用料、備品レンタル料のお支払をお願いします。その際に出店確

認のため、「返信ハガキ」または「返信メール」を提示してください。 

・商品が完売した場合は、順次閉店も可ですが、午後 3 時までは撤去作業は行なわないでくださ

い。原則、午後 4 時から午後 6 時での搬出でお願いします。  

 ※食品で早期売切れの場合は、実行委員会へご相談をお願いします  

 

【当日の出店場所】 

各出店者の出店場所は、実行委員会で指定させていただきます。 

物販、食品、飲食等、ある程度ブースを固めて配置します。毎回同じ場所とは限りません。 

また原則、ご希望はお受けしておりません。ご了承ください。 

 

【出店品目】 

手づくり品に限定 

※リサイクル品（古着・古本・ハギレ・仕入品・不要な家庭用品・骨董など）は出店できません。  

※フリーマーケットやバザーとは異なりますので、出店される作品には原価や労力を含め、適正な価

格を考慮いただきますよう、お願いします。 

 

【食品の出店】 

別紙「食品の出店について」にて確認をお願いします。  
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【火気使用】  

火気を扱われるブースは、事前に消防署への届出が必要です。ご応募の際に火気使用の旨を 

ご記入いただき、使用機材（例：プロパン 5キロ×２個）、使用用途をご記入ください。 

※火気使用の場合、1 ブースに付き消火器 1 台の設置が必要です。 

 

【その他注意事項】  

◆ゴミは必ず各出店者で責任をもってお持ち帰りください。 

◆テント等の雨・暑さ・寒さ対策は、各出店者でお願いします。天候により突風対策が必要です。 

重石やロープなどの風対策を各自でお願いします。 

◆釣り銭などは各出店者がご用意ください。 

◆商品のトラブル、盗難及び破損に関して、当方では一切の責任を負いかねます。 

◆出店者同士やお客様とのトラブルなどに関して、当方では一切の責任を負いかねます。  

◆会場に電源はありません。出店品により電源が必要な場合は、発電機をご用意ください。 

◆手洗いとトイレは、センタービル 1 階トイレをご利用ください。 

◆万が一、出店者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴ

ロ、知能暴力集団など）に該当・関与することが疑われる場合、各種法令に反していると判断され

る場合、出店はお断りさせていただきます。ご了承ください。 

◆出店当日、当実行委員会が不適当と見なす販売行為があった場合や、公序良俗に反する行為があっ

た場合、即時退去および今後の出店をお断りさせていただく場合があります。 

◆当マルシェへのご応募を持ちまして、当出店要項の内容に同意いただいていることとみなします。 

 

 

 

 

 

 

 



【お問合せ先】 

らくさいマルシェ 実行委員会  

（洛西タカシマヤ、ラクセーヌ商店会、京都市住宅供給公社洛西事業部、西京区役所洛西支所、 

NPO 法人らくさいライフスタイル、ホテル京都エミナース）  

〒610-1143 

京都市西京区大原野東境谷町２丁目５－９ 三階 らくさいマルシェ実行委員会事務局 

・メールアドレス：rakusaimarche01@gmail.com 

・ホームページ：www.rakusai-marche.com  

・Facebook： https://www.facebook.com/rakusai.marche/ 

※メールへのご連絡やお問い合わせに対して、数日のお時間を頂戴しております。ご了承ください。 

※らくさいマルシェに関するお問い合わせやご相談などは、らくさいマルシェ実行委員会宛にご連絡

ください。各構成団体に個別にご連絡いただいても、対応はできかねます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rakusai/
http://www.rakusai/
http://www.rakusai-marche.com/
http://www.rakusai-marche.com/
https://www.facebook.com/rakusai.marche/


【らくさいマルシェ出店当日の流れ】 
 

＜Q１＞車の場合、どこで荷物をおろすの？  
洛西中央通りの交番付近に停車し、荷卸しをしてください。 

※らくさいマルシェ会場横の洛西中央通りは、駐車禁止です。 

※会場内への車両の搬入はできません。（キッチンカーをのぞきます） 

 

 

 

＜Q２＞駐車サービス券はどこでもらえるの？ 

駐車場はどこ？  
 

▼洛西中央通りの交番前で、プラカードを持っているスタッフから 

「駐車サービス券」を受け取ってください。 

※駐車サービス券の配布は、当日の朝８時以降です。 

▼その際、出店証明のため「返信ハガキ」または「返信メール」を 

  提示し、机等の備品レンタルがあればチェックをお願いします。 

 

 

▼信号を左折した先にある立体駐車場の屋上に駐車してください。 

※サービス券を[定期券]の差込口に入れます。すぐに出てくるので、 

受け取ってください。朝 9時以降の入庫では[駐車券]から券が出て 

きますが、受け取らないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜Q３＞どこで出店料を支払ったらいいの？ 

当日朝 8時半～9時半までに「らくさいマルシェ実行委員会本部」で、 

出店料、駐車サービス利用料、備品レンタル料をお支払いください。 

出店許可証（「返信ハガキ」または「返信メール」）をお見せください。 

 

  

 
※当日たけにょんはいません。 

 

 

 

 

   

※駐車場に入り、「定期券」にサービス券を差し込みます。「駐車券」から券が出てきても受け取らず、サービス

券のみ受け取ってください。当日たけにょんはいません。 



＜Q４＞どこにどうやって設営するの？ 
設営は当日午前８時から可能です。前日準備はできません。 

地面に貼られている番号のところで、枠内に設営をお願いします。 

 

※各店舗の出店場所が記載された MAP は、開催月の 15 日前後に 

HP、facebook にて公開しています。 

・ホームページ： www.rakusai-marche.com  

・Facebook： https://www.facebook.com/rakusai.marche/ 

 

※テント等の雨・暑さ・寒さ対策、釣り銭などは、各出店者でご用意をお願いします。 

天候により、重石やロープなどでの突風対策が必要です。 

※会場に電源はありません。出店品により電源が必要な場合は、発電機をご用意ください。 

※キッチンカーの出入りの際は、らくさいマルシェ実行委員で誘導させていただきます。 

 

 

＜Q５＞何時から撤収できるの？ 
原則、16時から 18時での搬出でお願いします。地面に貼られた 

ブース番号は外して処分してください。搬出場所は、搬入場所と 

同じです。ゴミは必ず各出店者でお持ち帰りください。 

※商品が完売した場合でも 15時までは撤去しないようお願いします。 

※食品で早期売切れの場合は、実行委員会へご相談をお願いします。 

※商品のトラブル、盗難及び破損に関して、当方で一切の責任を負いかねます。 

 

 

 

 

【お問合せ先】 
らくさいマルシェ 実行委員会  

洛西タカシマヤ、ラクセーヌ商店会 

京都市住宅供給公社洛西事業部 

西京区役所洛西支所 

NPO 法人らくさいライフスタイル 

ホテル京都エミナース 

 

〒６１０－１１４３ 

京都市西京区大原野東境谷町２丁目５－９ 三階 

京都市住宅供給公社 らくさいマルシェ事務局  

・メールアドレス：rakusaimarche01@gmail.com 

・ホームページ： www.rakusai-marche.com  

・Facebook： https://www.facebook.com/rakusai.marche/ 

※メールへのご連絡やお問い合わせに対して、数日のお時間を頂戴しております。ご了承ください。 
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