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出店
ご出店場所等の詳細決定
→現場にて搬入・設営

FAX到着確認後、事務局
担当者から連絡

CHIMERA MARKET
参加店舗募集のお知らせ
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■ コンセプト

CHIMERAでは、一般の皆さまにも広くストリートカルチャーやエクストリームシーンを楽しんでいただける

環境づくりを目指しています。「GAMES」というプロモーションイベントの中で、子供たちが見たものや

興味を持ったものを体験し、その日からすぐに始めることができる環境づくりのため、会場で気に入った

ジャンルのギアやツールをお求めやすい価格で購入できる見本市のようなCHIMERA MARKETを開設し

子供たちが各コンテンツをプレイする裾野を広げていきたいと考えます。

■ ご出店にあたっての注意事項

●強風対策のためテント設置の際はウエイト80kg以上(20kg×4個)を必ずご用意ください。

●ウエイトが無い場合は有償貸与のウエイトをお申し込みください。ウエイト設置のない

テントの設置はお断りさせていただきます。

●出店者車両は1出店につき1台とさせていただきます。

●スタッフパスは５枚までとなります。

【5枚以上必要な場合、有料（大人１DAY 2,500円）となります。】

●決定しました出店位置の変更や移動は行わないでください。

■ ご出店までの流れ

2018/7/20(金)までに
「P2:出店申込書」を

CHIMERA事務局にFAX

■申込期日、確認事項

① 申込締切は、2018年7月20日(金)となります。

ご出店の際は、必ずFAXもしくはPDFメールにて、「P2:出店申込書」を下記担当者までご送付いただき

ますよう、お願いいたします。

オプション備品が必要な場合は、オプション欄に数量をご記入してください。

宛先：CHIMERAプロジェクト実行委員会 担当：鎌田

Mail： jun@chimeragame.com FAX：06-6443-3017

② 設営日時に関しましては、出店位置など決まり次第ご連絡させていただきます。

③ 会場にご用意しているのはスペースのみとなりますので、テントや備品のご準備をお願いいたします。

イス・テーブル等の備品に関しましてはオプション欄をご確認ください。

※テントを設置の際は必ずウエイトを設置してください。

※テントレンタルをされる場合は杭打ちいたしますのでウエイトはレンタルいただくなくて結構です。

【販売禁止とする物】

● 盗品や法律で禁じられている物品・ポルノ・動物・化粧品・ 医薬品嗜好品(いわゆる危険ドラック)・

飲食物 ・その他、販売及び管理に対して本部が不適当と判断した物品。

● 会場指導によりガソリン等を燃料とする発電機の使用はできません。

● 天災や不可抗力により会期を変更、または開催を中止することがあります。

これにより生じた出店者及びその他の損害については補償いたしかねますので、予めご了承ください。
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【通常出店】
出店・備品申込書

1 30,000−

お申し込みご記入欄 ※締め切り2018年7月20日（金）

各項目にご記入の上、下記連絡先にFAXもしくはPDFをメールでお送りいただき確認後、事務局よりお申し込み完了のご連絡をさせていただきます。

※WEB等でのご紹介用にメイン商品の画像1点、御社（ブランド）ロゴの（イラストレータ）データ、紹介文１００文字以内、URLを
メールにてご送付をいただけますようお願いいたします。 送付先： jun@chimeragame.com

御社名 出店名称
（ブランド名）

ご住所 電話番号

ご担当者様 携帯番号
※イベント当日繋がる

メールアドレス ご希望小間数
※最大２コマ

小間

本番当日の2日間

〈スペースサイズ〉

スペース概要

幅 3.0m
x 

奥行 3.0m

3000mm

3000mm

※提供スペース幅で、看板など置きたい場合は前方1.5mまでに収めてください。
※商品を置く場合は、スペース内に収めてください。
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※テント設置の際は、強風対策のため必ずウエイトをご用意ください。

※ウエイトが無い場合は有償貸与のウエイトをお申し込みください。

ウェイト設置のないテントの設置はお断りさせていただきます。

※出店者パスは各出店ごとに5枚まで。5枚以上必要な場合、

有料（大人１DAY 2,500円）となります。

※提供スペース幅で、看板など置きたい場合は前方1.5mまでに収めて
ください。

※商品を置く場合は、スペース内に収めてください。

オプション備品一覧

(1)オプション備品が必要でない場合はご記入いただかなくて結構です。

(2)テントをレンタルされる際は、杭打ちとなりますのでウエイトはレンタルいただかなくて結構です。

(3)テント内照明をレンタルされる場合は、コンセントレンタルが必須となります。

(4)イベント当日のオプション備品の追加はできませんのでご了承ください。

(5)備品金額はすべて税別での価格となっております。

オプション備品（税別） ※締切 7月20日（金）

名 称 ・ 仕様 W D H 数量 単位 単価 数量

パイプテント 1間×1.5間 1800 2700 1 張 ￥16,000

テーブル 1800 450 1 台 ￥1,500

パイプイス 1 脚 ￥500

ハンガーラック（ハンガー10本付） 900 450 1800 1 台 ￥3,500

テント内照明 (蛍光灯1本) ※1 1 個 ￥3,500

テントウエイト（1セット4個 単20kg） 1 セット ￥2,000

コンセント 一口（100Ｖ15Ａ） 1 口 ￥15,000

下記、一覧の数量部分に必要な備品の数のご記入をお願いいたします。

(税別・2日間)

※1 テント内に照明は付いておりません。
照明をご希望の場合はオプションでお申し込みください。
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オプション備品に関しての注意事項

※備品は会場内の指定場所にて使用してください。
※使用後は、破損等の有無を確認の上、返却の際は事務局にご連絡をお願いいたします。
※備品の使用中、もしくは使用後において、故障又は破損等が発生したときは、すみやかに

CHIMERAプロジェクト事務局（070-1422-5588）（※本番当日のみ）までご連絡ください。

※備品を破損させた場合には、やむを得ない理由がある場合を除き、修理費等の費用を負担

していただく場合があります。
※借り受けた備品を他の団体等に転貸しないでください。
※商品の運搬中及び使用中のけがや事故等に関しては、使用者の責任とします。

出店規約

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-16-10＃404 株式会社ラ・クレ・ドゥ・ジョワ
TEL/FAX : 050-3658-9738  jun@chimeragame.com （担当：鎌田）
振込先：みずほ銀行 大阪中央支店 普通 2813562 株式会社ラ・クレ・ドゥ・ジョワ

CHIMERAプロジェクト実行員会

お申し込み連絡先 ※締め切り2018年7月20日（金）

３

1.出店について

(1)出店当日は出店者パス、車両証を必ずご提示して下さい。
(2)開催当日は原則として申込者(未成年の場合は保護者の承諾が必要)が参加することを条件
とします。尚、必要に応じて身分証明証の提示をお願いする場合があります。
(3)出店位置は、原則として事務局で決定します。但し出店位置の指定の無い場合は、搬入時
に主催がブースを指定し誘導します。 尚、複数ブースをお申込みの場合、連続した出店位置
となり、最大4小間までとなります。
(4)会場・運営の都合上、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。
(5)搬入時、会場内に車両を乗り入れての搬入の際は設営時間の厳守をお願いいたします。
また会場周辺道路に車両を駐停車しての搬入出も出来ません。必ず駐車場に駐車後、手運び
して下さい。
(6)搬入時間に遅れた場合、出店出来ない場合があります。
(7)出店者パスを５枚お渡しします。その他の入場は別途ご負担頂きます。
(8)高額と思われる物品や保証の無い家電品・精密機器などには、十分な説明を行い後日の連
絡先や領収証を発行して下さい。
(9)当日の気象状況が急変する場合の対策については、必要に応じて出店者で行って下さい。
(10)自身の出店場所及びその周辺は必ず清掃を行い、ゴミは自宅で処分して下さい。放置や
帰宅途中での投棄は厳禁です。
(11)主催の指示に従わず会場施設などを傷つけた場合、当事者の費用と負担に於いて原状回
復して頂きます。
(12)会場での物品・金銭のやり取り、事故などの対応は当事者間の責任に於いて行って下さ
い。また盗難や万引きなどの弁済責任を当事務局は負いませんので、物品・金銭の管理は出
店者の責任に於いて行って下さい。事務局では、特別な場合を除き、前記トラブルについて
関与しません。
(13)スタッフ、警備員の指示には従うようにして下さい。
(14)主催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。
その様な場合や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。
(15)出店者パスはイベント終了後、必ずインフォメーションにご返却ください。

2.禁止事項

(1)社会通念上不適当と思われるもの、及び法律・関係諸条例に抵触する物品の持ち込み、販
売、及び行為。
(2)偽ブランドや海賊版・コピー商品などの違法商品、盗品、危険物、生き物、飲食品全般
(主催が認めた場合を除く)、医薬品、嗜好品の場内への持ち込み、及び販売。また射幸心を
あおるくじ引き類や、掛け売り行為など。
(3)チラシ配布・アンケート回収・企業広告的な内容等での出店。(主催が認めた場合を除く)
(4)主催が不適当と判断したものの販売、行為。
(5)開催時間前の物品・金銭のやり取り。また会期中の場内で他の出店者から購入した物を自
分の出店場所で販売すること。
(6)ブースのはみ出し（主催者が認めた場合を除く）、及び強引な販売行為。

本規約と出店条件を確認し、ご了解の上ご参加頂ける方は、お申し込み欄にご記入ください。

3.中止について

(1)気象状況、会場の都合により開催が中止となる場合があります。開催・中止の判断は
諸処のデータに基づき、開催当日会場にて事務局が行います。
また開催決定後も気象状況の急変によりやむを得えず開催を中止する場合があります。
不明確な天候の場合は出来るだけご来場下さい。
(2)開催成立時間を設定しております。その成立時間以前に中止となった場合、後日返金
対応いたします。
(3)中止決定後に天候が回復した場合でも、開催は行いません。また開催途中での中止の
場合も同様です。
(4)当日の天候や運営の都合により開催時間が変動する場合があります。また、必要に応
じて待機頂く場合があります。
(5)悪天候等で順延となった場合、出店者パスなどの書類一式は順延日まで大切に保管し、
当日ご提示下さい。
(6)返金対応の場合、後日郵便為替の発送によるご返金を予定しております。
ただし、郵便為替発行手数料と事務局手数料を差し引いた金額となりますので、予めご
了承ください。

4.諸注意

(1)会場マップは変更になることがあります。
(2)出店及び開催が中止になったことにより生じた派生的・付随的・間接的損害(営業上の
利益の損失や損害を含む)について、事務局では一切責任を負いません。
(3)出店料のお支払い後及び、決済後のキャンセル・変更はできません。
(4)いかなる場合も、出店料の返金は出来ません。(*正当な理由による中止を除く)
(5)本規約に違反するなど、問題があった場合、事務局の判断で出店をお断りします。

5.出店誓約事項

(1)私は出店にあたり、出店場所・営業時間などを含めた一切について、事務局の指示に
従います。
(2)私は出店にあたり、いかなるときも周囲への安全に十分注意します。万が一、来場者
に怪我等をさせてしまった場合は、一切の責任を取ります。また、速やかに事務局に報
告します。
(3)私は、通行客や他の出店者に対し、不快を与えるような行為は行いません。
(4)私は、出店にあたり食品の取扱はいたしません。
(5)私は、ゴミの発生などをできるだけ少なくなるよう努力し、出店場所付近については
責任をもって整理・清掃します。
(6)私は、準備・片付けを近隣の出店者と協力して行います。
(7)私は、事務局に届けました事項に関しましては事実に間違いはなくこれらに変更が生
じた場合は速やかに事務局にに連絡します。
(8)上記の事柄以外の問題が発生した場合は、双方の話し合いによって問題解決にあたる
こととします。
※申込書をいただいた時点で、上記内容をご了承いただいたものとします。

マーケット出店規約



CHIMERA GAMES VOL.6について

■実施概要

日程

会場 CHIMERA GAMES お台場特設会場（江東区青海臨時駐車場NOP区画）

来場者数 ☆１日 7,000名 ☆全日程 (2日間) 14,000名～（予定）

配信（予定） ■CHIMERA Web TVでの配信

入場料金 ■CHIMERA入場アプリダウンロード、アプリ内経由での予約決済

1日券：大人 前売￥2,500・当日￥3,500 / 高校生：前売￥1,000・当日￥2,000

通し券：大人 前売￥4,000（前売のみ） / 高校生：前売￥1,500（前売のみ）

■一般PG：

1日券：大人 前売￥4,000・当日￥5,000 / 高校生まで：前売￥2,000・当日￥3,000

通し券：大人 前売￥7,000（前売のみ） / 高校生まで：前売￥3,500（前売のみ）

※全券種共、保護者の同伴に限り中学生以下無料（当日券は、受付にて学生証の提示必要）

■オプション券 FMX激感エリア 1人1,000円

協力 交渉中

主催 CHIMERA プロジェクト実行委員会

協賛 交渉中

後援 臨海副都心まちづくり協議会（予定）、江東区観光協会（予定）

■会場図面（仮）

※パークエリア・体験エリア近辺に、ご出店いただく予定
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2018年9月29日(土)、30日(日) ※雨天決行・荒天中止

設 営・・・9/28(金)予定／撤 去・・・10/1(月)


