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はこだて国際民俗芸術祭
World Music and Dance Festival

一般社団法人  ワールズ・ミート・ジャパン（WMJ）
Worlds Meet Japan General Incorporated Association
52-1 Jinkawa-cho, Hakodate-shi, Hokkaido 041-0833 JAPAN

●開催概要
　・事業名称：世界の料理や雑貨が大集合！もぐフェス 2016　 "Mogu Mogu" Festival
　・開催場所：函館市元町公園内　もぐフェス（アトラス・ブンダ・チャラ・デネブ）エリア
　・開催日：８/5（金）～ 11（木・祝日）16：00 ～ 21：45 （ステージイベント自体は 17：00 ～ 21：30 頃までを予定）

　　　※ただし８/6（土）・7（日）・11（木・祝日）は、14：00～21：45（ステージイベント自体は 16：00～21：30 頃までを予定）

　・出店条件 / 応募資格：別紙詳細をご覧ください。
　・主催：一般社団法人 ワールズ・ミート・ジャパン

●お申込み方法
　申込用紙に必要事項をご記入の上、お申込みください。（◎メール　◎郵送　○FAX）

●お申込み締切
　お申込み締切 5/25（水）18:00 

●お問合せ先
　芸術祭スタッフ（もぐフェス担当）　北村豪介、井藤淳哉
　TEL. 0138-51-5727 （ヒトココチ）、MAIL. mogufes@wmdf.org
　芸術祭・もぐフェスの詳しい内容につきましては、上記担当者にお問い合わせいただくか、別紙企画書または
　http://wmdf.org をご覧ください。

記

　拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は芸術祭およびもぐフェスの運営にご理解とご協

力を賜り誠にありがとうございます。

　さて、今年も元町公園にて、もぐフェス 2016 を開催いたします。おかげさまでこのイベントは、函館の夏の風物詩と

して定着しつつあり、毎年約 3 万人のお客様にご来場いただいております。はこだて国際民俗芸術祭と同時に開催するイ

ベントであり、世界の料理や雑貨などをお客様に提供いたします。

　今回は開催期間を８月５日（金）～１１日（木・祝日「山の日」）までとし、これまでの６日間より７日間に延長します。

北海道新幹線開業により東北地方とますます近くなり、さらに多くの方に足を運んでいただき楽しんでいただけるよう一

層力を入れてまいります。

　つきましては、下記のとおり出店者を募集いたしますので、ご応募を賜りますようお願いいたします。ワールドテイス

ト溢れる出店で、ともに盛り上げてくださる方を心よりお待ちいたしております。

　主催者一同、これからも地域の文化と経済の発展に尽くしてまいりますので、ご理解とご協力の程よろしくお願い申し

上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬　具



6. その他
　　＊ゴミについて … 調理や営業中に発生する店舗のゴミは、各出店者様に全て持ち帰っていただきます。
　　　　　　　　　　 （※料理などをお客様に提供した容器は除く。）きれいな会場と少しの工夫でゴミを少なくする活動に協力を！

　　＊駐車場について … 会場の周辺に駐車場を１店舗につき１台分用意する予定です。
　　　　　　　　　　　 （※許可証を発行します。許可証のない車の駐車は、レッカー移動する場合があります！）

　　＊金券について … 会場内で期間中利用することのできる、金券を販売予定です。（500 円・300 円・100 円・100 円・100 円
　　　　　　　　　　  の 5 枚綴り 前売り販売価格 1,000 円予定）主催側で、80% で換金させていただく予定です。

　　＊夜間の警備について … テント等の管理のため、警備員等を配置するなどして事故防止に努めますが、貴重品の管理やテン
　　　　　　　　　　　　　  トの風や雨やゴミ（カラス）の対策は各店の責任でお願いいたします。盗難などがおきた場合、主催
　　　　　　　　　　　　　  者は責任を負いかねます。

　　＊床面の養生について … 油や炭などを使用し、床面を汚す恐れのある場合は、防炎シート※などで床面を養生し、汚さないよ
　　　　　　　　　　　　　  うに配慮してください。床面を汚してしまった場合は速やかに清掃し、現状復帰していただきます。
　　　　　　　　　　　　　  又、清掃に係る費用は、各出店者様に負担していただきます。
                                         ※主催者において、有料でご用意もできます。（別紙 「資料 2- 出店形式（オプションレンタル一覧）」参照）

　　＊事前の出店者説明会ついて … 必ずご参加ください。（函館市内近郊の方）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 レンタル品の確認・本契約などを行ないます。６/6（月）に予定しています。

　　＊荒天時の開催の可否について … 当日開始３時間前に主催者で判断し、随時出店者様の携帯電話メールに送信します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　  （※荒天時による開催中止の場合、出店に伴う費用の返金は行ないません。）

　　＊衛生管理の徹底 … 提供商品により、保健所の指導により手洗い設備などの設置の指導がある場合があります。簡易手洗い
　　　　　　　　　　　  器やアルコール消毒液や使い捨て衛生手袋などに関して出店者様でご準備をお願いいたします。

　　＊防火設備の徹底 … 火気を使用される場合、消火器の設置、届出が消防法施行令によって義務化されています。
　　　　　　　　　　　  各ブースごとに使用する対象火気器具等に適応できる業務用消火器（住宅用不可）※、防火ボード※

　　　　　　　　　　　  をご用意してください。
 　　　　　　　　　　　 ※主催者において、有料でご用意もできます。（別紙 「資料 2- 出店形式（オプションレンタル一覧）」参照）

　　　　　　　　　　　  ※開催前に消防署による直接指導が入ります。防火器具が不備の場合、出店が許可されない場合があります。

　　＊売上報告について … その日の売上を自己申告により販売結果報告シートにご記入いただき主催者本部にご提出ください。
                              　　 （※次年の資料および、次年の出店舗選考の参考として活用させていただきます。）

　　＊喫煙について … 会場内決められた場所以外の喫煙はできません。歩きタバコ、営業中のくわえタバコはご遠慮ください。

　　＊迷惑行為について … 過度の飲酒をはじめ、他の方（お客様・出演者・スタッフ・近隣住民）に迷惑をかけるような行為は厳
　　　　　　　　　　　　  禁です。改善が見られない場合、主催者の判断で営業停止とすることがあります。

　　＊販売広報 … ウェブページ・ポスター・チラシ・ガイドブック・新聞などで紹介予定です。

　　＊協賛募集 … 出店とあわせて協賛いただく店舗も募集しております。（１口 1 万円より、詳細は協賛募集要項をご覧ください。）

締 切　5／25（水）18：00 必着 申込用紙にご記入のうえ、お申込みください。
（◎メール　◎郵送　○FAX）

1. 応募資格

2. 出店条件

もぐフェスでは出店者の皆様を、出演者でありお客様であり仲間として考えています。
私たち主催者と一緒にイベントを盛り上げ、協力し、楽しみ、感動し、共に成長していくことを大切としています。

又、普段なかなか出来ない店舗間・世代・国籍の壁を
飛び越えて交流していただくことでの新発見を、お店や生活で活かしていただければ嬉しいです。
私たち主催者と一緒に最高の空間を創り上げてくれる出店者の皆様、ぜひ応募してください！

フード

フード

雑　貨

3. 出店に伴う費用

・ ビール類（発泡酒やビールテイスト飲料、ノンアルコールビールも含みます）と
  　　　　　　　　　　　　カクテルのモヒートとコールドソフトドリンクの販売は原則できません。
　 ※会場内では主催者サイドの WMDF BAR にてビール類とカクテル類とコールドソフトドリンクの販売をいたします。

・8/5 ～ 8/11 の連続 7 日間出店プラン、前半 3 日間出店プラン※、後半 4 日間出店プラン※ を用意
  しております。
　※出店エリアが限られております。詳細は、別紙「資料 2- 出店形式」をご覧ください。

・ 面白い企画内容の店舗も募集しています！

・ 主催者で内容・企画・テーマ性など総合的に判断し、厳正な審査のうえ決定いたします。
　本フェスティバルの趣旨にふさわしくない出店者、商品や出店内容の場合、受付を保留・拒否することがあります。

・出店者はスタッフを含め暴力団、暴力団員等もしくは暴力団関係者ではないものとします。

・出店者間など対人・対物のトラブル、食中毒などの損害について、主催者は責任を負いかねます。食中毒の食品衛生管理
　など、賠償責任保険の加入をしていただきます。

　スタッフ人数、出店形式、設備など各店舗によって状況は違いますが、保健所からの指導もありますので、4 品くらいを
　目安に考えてください。調理方法がほぼ同じでトッピングなどが違う場合などはヒアリングの上、判断させていただきます。

　出店者様ごとに費用（出店協力費・オプションレンタル料・店舗スタッフ用パスなど）が確定した後、指定期日（別紙 

　「資料 4- スケジュール」参照）までに前納でお支払いください。（金融機関にて振り込まれる場合、振込手数料は出店者様
　のご負担となります。）尚、指定期日までに納付されない場合、主催者はその申し込みを取り消す場合があるとともに、
　取り消しに係る費用弁償を求めます。

「ワールドテイスト」な商品
 世界各国の料理や雑貨はもちろん、和風のものを洋風にアレンジしたものなどでも可。

   「道南近郊でとれた食材」を使用した商品
 安心・安全・美味しい道南近郊の食材をぜひ取り入れてください。「○○産□□使用」と店頭に表示してもらいます。

●出店形式に伴った出店協力費（別紙 資料２参照）と店舗スタッフ人数分の
　パス（１枚 3000 円）を事前に購入し、お支払いいただきます。

●メニューの中に1品以上入れてください！！

●フードメニューは 1 店舗につき 4品くらいにしてください！！

5. 基本仕様
　　○出店ブースは、約 50 ブースを予定しております。

　　○会場内に水道が 2 箇所あります。

　　○保健所の許可申請・照明・テント・POP/ 値札・看板などの出店に必要な備品などは、原則として出店者様サイドにてご

　　　用意していただくものとしますが、主催者において、有料でレンタルできるものも用意しています。
　　　 ※別紙 「資料 2- 出店形式（オプションレンタル一覧）」参照 （破損した場合は規定の弁償費がかかります。）

　　　 ※持込テントの固定は、突風が吹いて倒壊しないよう、おもりやロープでしっかりと固定してください。

　　　 ※保健所の許可はフェスティバル開催前に確認します。

　　○発電機・プロパンガスの持込を安全管理上の問題、会場の立地上の問題から禁止させていただいております。主催者にお
　　　いて、一括して有料でご用意しています。（別紙 「資料 2- 出店形式（オプションレンタル一覧）」参照）

　　○長机・陳列台などの奥行き５０cm 以内に限りテント・ブレハブからのはみ出しを許可します。

7. お問い合わせ
　　一般社団法人ワールズ・ミート・ジャパン  〒041-0833 北海道函館市陣川町 52-1 ヒトココチ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        MAIL. mogufes@wmdf.org 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        TEL. 0138-51-5727  　FAX.0138-51-6465

                                                                                担当：北村豪介（ふですけ） 携帯 070-5289-3743、井藤淳哉　

世界の料理や雑貨が大集合！ もぐフェス 2016 “Mogu Mogu” Festival　資料 1- 出店募集要項

・出店申込者の都合による申し込みの取消しにつきましては、キャンセル料をお支払いいただきます。
　　6/30 以降～開催日 2 週間前（7/22）まで…出店協力費（オプションレンタル料も含む）の５０％
　　開催日 2 週間前（7/22）以降～開催日前日（8/4）まで…出店協力費（オプションレンタル料も含む）の全額

4. 出店舗の選考、エリア・ブースの割り当て

●各店舗の出店内容や会場レイアウトの条件・バランスなどを考慮
　し、主催者が決定し、出店者の皆様はこれに従うものとします。

　やむを得ず、主催者の判断でエリア・ブース・商品などが出店者様のご要望にそえないこともございますのでご了承
　ください。

いつまでも開催できるよう、お客様が安心して楽しめる空間づくりの
ため何卒ご協力お願いいたします。

私たちはこんな空間を目指しています。
五感が喜ぶ、遊び心がある楽しくて美味しい空間

※フードの場合、①・②はそれぞれの条件を 1 つずつ満たす 2 品でも可、すべての条件を満たす１品でも可。



フード

雑貨
物販
のみ

【正面図】【平面図】

●アトラスエリア

項目

プレハブ

サイン看板

長机

照明

電源

間口 5,400× 奥行 2,200

幅 5,400× 高さ 900（幅 2,700× 高さ 900 を 2 枚）

プレハブ内蛍光灯

コンセント 1 系統 1,000ｗまで ×2

仕様 出店ジャンル 出店協力費

1 棟

1 基

2 台

1 式

2 系統

冷蔵/冷凍庫用電源 500ｗまで ×1　※深夜も使用可1 口

ストックヤード

店員１名分出店パス 1 枚

数量

※炭など大量に煙が発生するものはステージ進行上、ご使用をご遠慮ください。
※サイン看板の照明ライトは、オプション（別途料金）で取り付ける事ができます。

1プレハブ（７日間）

179,000円　（消費税含む）

※机の配置は
　自由です。
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2
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0
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5
0
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5,400

【正面図】

※炭など大量に煙が発生するものはステージ進行上、ご使用をご遠慮ください。
※サイン看板の照明ライトは、オプション（別途料金）で取り付ける事ができます。

レンタル プレハブ出店
（基本設備 ( プレハブ・サイン看板・長机・照明・電源・冷蔵/冷凍庫用電源（深夜使用可）・ストックヤード ) 付きのコミコミプラン）

※机の配置は
　自由です。

長机 長机

サイン看板

3,600

長机

※基本設備
　（プレハブ・サイン看板・長机・照明・
　  電源・冷蔵/冷凍庫用電源(深夜使用可) ・
　  ストックヤード）含む

※基本設備
　（アルプステント(ウェイト・横幕付、設営込 )・
　  サイン看板・長机・照明・電源・
　  冷蔵/冷凍庫用電源(深夜使用可) ・
　  ストックヤード）含む

世界の料理や雑貨が大集合！ もぐフェス 2016 “Mogu Mogu” Festival　資料 2- 出店形式（アトラスエリア）

サイン看板

A

【平面図】
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フード
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●アトラスエリア

項目

アルプステント

サイン看板

長机

照明

電源

間口 3,600× 奥行 3,600

幅 2,700× 高さ 900

電球（100w）×2

コンセント 1 系統 1,000ｗまで ×2

仕様 出店ジャンル 出店協力費

1 棟

1 基

2 台

1 式

2 系統

冷蔵/冷凍庫用電源 500ｗまで ×1　※深夜も使用可1 口

ストックヤード

出店パス 店員１名分1 枚

数量

1テント（７日間）

135,000円　（消費税含む）

レンタル アルプステント出店
（基本設備 ( アルプステント・サイン看板・長机・照明・電源・冷蔵/冷凍庫用電源（深夜使用可）・ストックヤード ) 付きのコミコミプラン）

A ７日間

1.

2.

※写真はイメージです。



世界の料理や雑貨が大集合！ もぐフェス 2016 “Mogu Mogu” Festival　資料 2- 出店形式（ブンダエリア）

●ブンダエリア

フード

雑貨
物販
のみ

【平面図】

項目

区画（持込テント） 間口 2,400× 奥行 2,4001 区画

管理費 3,500 円（500 円 ×7 日間）1 式

電源
【フード】コンセント 1 系統 1,000ｗまで ×1

【雑貨物販】コンセント 1 系統 500ｗまで ×1
1 系統

出店パス 店員１名分1 枚

仕様 出店ジャンル 出店協力費数量

1区画（７日間）

60,000円　（消費税含む）

1区画（７日間）

55,000円　（消費税含む）

2,400

2
,4
0
0

5
0
0

5.76 ㎡

※炭の使用ゾーンは限られます。

※倒壊事故の責任を負いかねますので、テントをしっかり固定（おもりなど）してください。

※規定の間口と面積より大きくなる場合は、2,000 円／ 1 ㎡あたり、別途頂戴いたします。

※管理費・電源 含む

※管理費・電源 含む

B

フード

雑貨
物販
のみ

●ブンダエリア

項目

テント

サイン看板

長机

照明

電源

間口 3,600× 奥行 2,700

幅 2,700× 高さ 900

電球（100w）×2

コンセント 1 系統 1,000ｗまで ×2

仕様 出店ジャンル 出店協力費

1 棟

1 基

2 台

1 式

2 系統

ストックヤード

数量

1テント（７日間）

109,000円　（消費税含む）

（基本設備 ( テント・サイン看板・長机・照明・電源・ストックヤード ) 付きのコミコミプラン）

※基本設備
　（テント(ウェイト・横幕付、設営込 )・
　  サイン看板・長机・照明・電源・
　  ストックヤード）含む

B レンタル テント出店 ７日間

持込 テント出店 ７日間

3.

4.

・規定の間口と面積（2.4m×2.4m=5.76 ㎡）より大きくなる場合（※上限

　があります。）は、超過分2,000円／1㎡あたり、別途頂戴いたします。

　例）2.6ｍ×2.4ｍ＝6.24 ㎡のテントの場合、
　　　超過分が6.24 ㎡－5.76 ㎡＝0.48 ㎡となり、
　　　0.48 ㎡×2,000 円＝960円を別途頂戴いたします。

3,600

2
,7
0
0

5
0
0

【正面図】

※机の配置は
　自由です。

【平面図】

店員１名分出店パス 1 枚

※サイン看板の照明ライトは、オプション（別途料金）で取り付ける事ができます。

長机 長机

サイン看板

3,600※写真はイメージです。



世界の料理や雑貨が大集合！ もぐフェス 2016 “Mogu Mogu” Festival　資料 2- 出店形式（チャラエリア）

レンタル テント出店

●チャラエリアC 持込 テント出店

【平面図】

※炭の使用ゾーンは限られます。
※倒壊事故の責任を負いかねますので、テントをしっかり固定（おもりなど）
　してください。
※規定の間口と面積より大きくなる場合は、2,000 円／ 1 ㎡あたり、別途頂
　戴いたします。

2,400

2
,4
0
0

5
0
0

5.76 ㎡

・規定の間口と面積（2.4m×2.4m=5.76 ㎡）より

　大きくなる場合（※上限があります。）は、超過分

　2,000円／1㎡あたり、別途頂戴いたします。

　例）2.6ｍ×2.4ｍ＝6.24 ㎡のテントの場合、
　　　超過分が 6.24 ㎡－5.76 ㎡＝0.48 ㎡となり、
　　　0.48 ㎡×2,000 円＝960円を別途頂戴いた
　　　します。

前半３日間（8/5●・6●・7●）金 土 日 後半４日間（8/8●・9●・10●・11●）月 火 木水

5.

フード

雑貨物販

項目

区画（持込テント） 間口 2,400× 奥行 2,4001 区画

管理費 1,500 円（500 円 ×3 日間）1 式

電源
【フード】

コンセント 1 系統 1,000ｗまで ×1
【雑貨物販】

1 系統

出店パス 店員１名分1 枚

仕様

出店ジャンル 出店協力費

数量

1区画（前半３日間）

24,000円　（消費税含む）
※管理費・電源 含む

●チャラエリアC 持込 テント出店7.

フード

雑貨
物販
のみ

項目

区画（持込テント） 間口 2,400× 奥行 2,4001 区画

管理費 3,500 円（500 円 ×7 日間）1 式

電源
【フード】コンセント 1 系統 1,000ｗまで ×1

【雑貨物販】コンセント 1 系統 500ｗまで ×1
1 系統

出店パス 店員１名分1 枚

仕様

出店ジャンル 出店協力費

数量

1区画（７日間）

39,000円　（消費税含む）

1区画（７日間）

34,000円　

※管理費・電源 含む

（消費税含む）
※管理費・電源 含む

●チャラエリアC 持込 テント出店6.

フード

雑貨物販

項目

区画（持込テント） 間口 2,400× 奥行 2,4001 区画

管理費 2,000 円（500 円 ×4 日間）1 式

電源
【フード】

【雑貨物販】
1 系統

出店パス 店員１名分1 枚

仕様

出店ジャンル 出店協力費

数量

1区画（後半４日間）

29,000円　（消費税含む）
※管理費・電源 含む

７日間

●チャラエリアC8.

フード

雑貨
物販
のみ

項目

テント 間口 1,800× 奥行 2,7001/2 棟

電源
【フード】コンセント 1 系統 1,000ｗまで ×1

【雑貨物販】コンセント 1 系統 500ｗまで ×1
1 系統

出店パス 店員１名分1 枚

仕様

出店ジャンル 出店協力費

数量

1/2テント（７日間）

49,000円　

（消費税含む）

1/2テント（７日間）

44,000円　

（消費税含む）

※基本設備
　（テント(ウェイト・横幕付、
      設営込 )・電源）含む

※基本設備
　（テント(ウェイト・横幕付、
      設営込 )・電源）含む

７日間

3,600

1,8001,800

2
,7
0
0

5
0
0

1ブース：
間口 1,800×奥行2,700
※間口 3,600×奥行2,700間
　のテントを２店舗で使用

【平面図】

9.

フード

雑貨
物販
のみ

項目

テント 間口 3,600× 奥行 2,7001 棟

電源
【フード】コンセント 1 系統 1,000ｗまで ×1

【雑貨物販】コンセント 1 系統 500ｗまで ×1
1 系統

出店パス 店員１名分1 枚

仕様

出店ジャンル 出店協力費

数量

1テント（７日間）

75,000円　

（消費税含む）

1テント（７日間）

69,000円　

（消費税含む）

※基本設備
　（テント(ウェイト・横幕付、
      設営込 )・電源）含む

※基本設備
　（テント(ウェイト・横幕付、
      設営込 )・電源）含む

3,600

2
,7
0
0

5
0
0

【平面図】

※炭の使用ゾーンは限られます。 ※炭の使用ゾーンは限られます。

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

レンタル テント出店●チャラエリアC ７日間

又は 又は

コンセント 1 系統 1,000ｗまで ×1

※隣の店舗、および左右サイドの決定は主催者
　で行います。



世界の料理や雑貨が大集合！ もぐフェス 2016 “Mogu Mogu” Festival　資料 2- 出店形式（デネブエリア）

●デネブエリア
（基本設備 ( テント・サイン看板・電源 ) 付きのコミコミプラン）

D レンタル テント出店 ７日間

【平面図】 【正面図】

※オプションとして、テント（間口 3,600）の場合はプラス 7,000 円。

※サイン看板の照明ライトは、オプション（別途料金）で取り付ける事ができます。

1
,8
0
0

5
0
0

2,700 2,700

●デネブエリア
（基本設備 ( テント・サイン看板・電源 ) 付きのコミコミプラン）

D レンタル テント出店 前半３日間（8/5●・6●・7●）

サイン看板

金 土 日

●デネブエリア
（基本設備 ( テント・サイン看板・電源 ) 付きのコミコミプラン）

D レンタル テント出店 後半４日間（8/8●・9●・10●・11●）月 火 木水

10.

1 1 .

12.

※写真はイメージです。

フード

雑貨
物販
のみ

項目

テント 間口 2,700× 奥行 1,8001 棟

サイン看板 幅 2,000× 高さ 1,0001 基

電源
【フード】コンセント 1 系統 1,000ｗまで ×1

【雑貨物販】コンセント 1 系統 500ｗまで ×1
1 系統

出店パス 店員１名分1 枚

仕様 出店ジャンル 出店協力費数量

1テント（７日間）
58,000円　（消費税含む）

1テント（７日間）
52,000円　（消費税含む）

※基本設備 ( テント（ウェイト・横幕付、設営込）・サイン看板・電源）含む

※基本設備 ( テント（ウェイト・横幕付、設営込）・サイン看板・電源）含む

フード

雑貨物販

項目

テント 間口 2,700× 奥行 1,8001 棟

サイン看板 幅 2,000× 高さ 1,0001 基

電源
【フード】

【雑貨物販】
コンセント 1 系統 1,000ｗまで ×11 系統

出店パス 店員１名分1 枚

仕様 出店ジャンル 出店協力費数量

1テント（前半３日間）

35,000円　（消費税含む）又は

※基本設備
　（テント(ウェイト・横幕付、設営込 )・サイン看板・
　  電源）含む

フード

雑貨物販

項目

テント 間口 2,700× 奥行 1,8001 棟

サイン看板 幅 2,000× 高さ 1,0001 基

電源
【フード】

【雑貨物販】
コンセント 1 系統 1,000ｗまで ×11 系統

出店パス 店員１名分1 枚

仕様 出店ジャンル 出店協力費数量

1テント（後半４日間）

42,000円　（消費税含む）又は

※基本設備
　（テント(ウェイト・横幕付、設営込 )・サイン看板・
　  電源）含む



世界の料理や雑貨が大集合！ もぐフェス 2016 “Mogu Mogu” Festival　資料 2- 出店形式（オプションレンタル一覧）

レンタル料（1個）：600円　/7日間 

照明クリップライト（はだか電球（100ｗ））

※外で使用する際、
　雨の中では使わ
　ないでください。
　電球内の熱が雨
　粒で急激に冷や
　され、破損する
　恐れがあります。

レンタル料（1台）：1,800円　/7日間 

※函館市内近郊の出店者以外

レンタル料（1脚）：600円　/7日間 

パイプイス

コンセント２系統
（1,000ｗ×2まで）

※会場内数カ所に集合電源ボックスを用意し、そこから各店持参の延長コード
　で各店に電気を引き込みます。

※持込される電化製品のワット数も確認させていただきます。

※安全のため容量以上の電気をお使いになられた場合、ブレーカーが落ちます。

※オプションレンタル申込後に電気容量の追加はできません。

※夜間の通電エリアが限られているた
　め、決められた場所での保管になり
　ます。
　各店で毎日移動をお願いいたします。

長机（横幅 1,800× 奥行 500）

※写真はイメージです。

※短期出店の際、日割り料金でのレンタルはできません。　※写真はイメージです。

アトラスエリア出店者のみ

夜間電気使用料（1台分）：5,000円　/7日間 

持込冷蔵 / 冷凍庫 夜間預かり

販売（1枚）：2,000円　 販売（1枚）：500円　

防火ボード床面養生用防炎シート

電気使用料：10,000円　/7日間 

コンセント 1 系統
（1,000ｗまで）
電気使用料：5,000円　/7日間 

電　気

※通電時間　〇平日 13 時頃～ 22 時頃　
　　　　　　〇土・日曜日・祝日 11 時頃～ 22 時頃

プロパンガス 10kg ボンベ※ブース内でガス器具を使用される場合は、配管工事が必要です。会場管理者
　が一括して工事を行います。尚、出店者によるプロパンガスの持ち込みは禁
　止とさせていただきます。

※プロパンガスの設置・取替は開催期間中、会場内に専門の業者スタッフが在
　中・巡回し、行います。

※プロパンガスを使用の調理器具・ブース内の配置も確認させていただきます。

※プロパンガスは営業最終日に使用した本数を集計し、現金でのお支払いです。

使用料（1本）：5,400円　

ゴム管（1m バンド付）
使用料：648円　 

2口ガス栓・調整器・配管
使用料：1,080円　/1日間 

プロパンガス（10kg）

レンタル料（1個）：1,000円　/7日間 レンタル料（1台）：2,000円　/7日間 

消火器（業務用）テント固定用ウェイト（20kg）

1,800×3,600mm 約 450×900mm

・給排水設備取付（シンク付）

・サイン看板用アームライトレンタル
・冷凍ストッカー（100L）レンタル
・ゴミ回収処理
・保健所許可代行
・宿泊 +フェリー（青森～函館往復）

下記オプションメニュー詳細については出店舗内定後ご案内します。

アトラスエリア・デネブエリア・ブンダエリア（レンタルテント）出店者のみ

遠方出店者のみ

（消費税含む）（消費税含む）

（消費税含む）（消費税含む）

（消費税含む）

（消費税含む）

（消費税含む）

（消費税含む） （消費税含む） （消費税含む）

（消費税含む）

（消費税含む）

（消費税含む）

（消費税含む）※ガス栓１カ所追加（配管別途）4,860円



ペリー提督来航記念碑

××××
×××

出口
Exit 出口

Exit

出口のみ Exit only

立入禁止区域 
Off Limits

立入禁止区域
Off Limits : Artist Backstage Communal Area

トイレ
W.C.

トイレ
W.C.

インフォメーション
センター
Information Center

救護
First Aid

B UNDA S tageブンダ  ステージ    

客席（階段）  Seating (stairs)

ダンスゾーン   Dance Zone

函館市写真歴史館
（旧北海道庁函館支庁庁舎、

函館市元町観光案内所）

旧開拓使

函館支庁

書籍庫

客席
（テーブル・イス）

Seating
 (tables & chairs)

WMDF  BAR
（ビール・ソフトドリンク）i

駐輪場
Bicycle Parking

客席（ベンチ）
Seating (benches)

WMDF TREE
Glass art

ごみごみプロジェクト
 Gomi Project

ごみごみプロジェクト
 Gomi Project WMDF  BAR

（ビール・ソフトドリンク）

立入禁止
区域

Off Limits

車椅子優先スペース
Wheelchair Special Space

喫煙スペース
Smoking Space

ごみごみプロジェクト
 Gomi Project

旧函館区公会堂

出入口
Exit and entrance

EUDORA
Stage

ユードラステージ

ATLAS
Stage

アトラスステージ

BUNDA
Area

ブンダエリア

CHARA
Area

チャラエリア

DENEB
Area

デネブエリア

EUDORA
Area

ユードラエリア

客席（ベンチ）Seating (benches)

客席（木樽・イス）
Seating (barrels & chairs)

客席（カウンター）
Seating (counter)

Flag art

ATLAS
Area

アトラスエリア

出口のみ
Exit only

出口のみ
Exit only

Main gateメインゲート

喫煙スペース
Smoking Space

Sub gateサブゲート

出口
のみ

Exit only

アーティストサイン
コーナー
Autograph sessions

パスセンター
Pass Center

体験 & キッズゾーン
Drop-in Workshops & Kids Zone

入口
Entrance

CHARA
Stage

チャラステージ

客席（階段）

Seating (stairs)

トイレ
W.C.

立入禁止
区域 

Off Limits

山側

谷側

WMDF  SHOP
（オリジナルグッズ・アーティストCD）

出口
Exit

入口
Entrance

函館市旧イギリス領事館

テーブル
low tables

FLARE
Area

フレアエリア

水道
Tap

水道
Tap

※名称・位置など変更する場合がありますのでご了承ください。

世界の料理や雑貨が大集合！ もぐフェス 2016 “Mogu Mogu” Festival　資料 3- 会場レイアウト案

JR函館駅

JR五稜郭駅

競馬場
競輪場

産
業
道
路

国
道
５
号

漁火通り
湯の川

函館山

五稜郭公園

ロープウェイ

函館市内全体図 Hakodate City

函館山ロープウェイ

FMいるか

金森
赤レンガ
倉庫

宝来町電停

十字街電停

末広町電停

FS

地域交流
まちづくり
センター

アトラス・ブンダ・チャラステージ、
もぐもぐフェスティバル
Atlas, Bunda and Chara Stages, 
Mogu Mogu Festival

わくわくフェスティバル
Waku Waku Festival

ペリー広場
Perry Hiroba

元町公園
Motomachi Park

旧函館区公会堂
ユードラステージ
Eudora Stage

“Koukaido” Old Public Hall Entrance

末広町電停より徒歩５分

         　　元町公園 〒040-0054  函館市元町１２番１８号（旧函館区公会堂となり）

「元町ベイエリア周遊号」元町公園前バス停より徒歩１分

2016.5.12 現在



SHOP

発行

(a) (c)

(b)

サンプル

6 月中旬　必要書類提出（期限までにご提出ください。）

　【同封書類】契約書
　【同封書類】オプションレンタル申込表
　【同封書類】保健所申請書類 ※フードでお申込の方

会場到着時
　保険所営業許可証 ※フードでお申込の方

　パス（スタッフ人数分）
　関係者駐車場 駐車証

 出店に伴う費用　請求書発行

 出店申込 （WEB から用紙をダウンロードし、必要書類に記入しメール又は、郵送、FAX で事務局に送付）

出店に伴う費用　お振込（期限までにお振込ください。）

８/５（金）～８/11（木・祝日）　出店期間当日

5/25（水）出店申込締切 （出店規定数に達していたら（社）WMJ 本部で内容・企画・テーマ性など総合的に、厳正な審査のうえ決定いたします。）

 5/31（火）出店舗内定 （随時内定通知・必要書類を送付いたします。）

函館市内近郊 出店店舗 遠方 出店店舗

6/6（月）　出店者説明会・本契約 （必ずご出席ください。）

※裏面に店名が記載されます。

必要書類提出
　契約書
　オプションレンタル申込表

領収書　発行

出店に伴う費用　お支払い

パス（スタッフ人数分）
関係者駐車場 駐車証

保険所営業許可証の確認

010 回はこだて国際民俗芸術祭・もぐフェス 2017 に向けて　アンケート・聞き取り調査

(a) 保険所営業許可証 ※フードでお申込の方 → 出店店内に提示
(b) 出店パス → 出店スタッフは営業中、必ず携帯すること
(c) 関係者駐車場 駐車証 → 駐車車両のダッシュボードに提示

※裏面に店名が記載されます。

一般社団法人WMJ
WMJ General Incorporated Association
52-1 Jinkawa-cho, Hakodate-shi, Hokkaido 041-0833 JAPAN

芸術祭関係車両

この車両は、第009回はこだて国際民俗芸術祭・
もぐフェス2016関係車両です。

駐車スペース

期間

メ
ー
カ
ー

車
種
名

色

名
　
前 ( 連絡　　　　　　                )

サンプル

サンプル

発行

出店区画の確認・販売結果報告シート受取・会場設営

期間中毎日 販売結果報告シート記入 / 提出・会場撤収

世界の料理や雑貨が大集合！ もぐフェス 2016 “Mogu Mogu” Festival　資料 4- スケジュール

世界の料理や雑貨が大集合！ もぐフェス 2016 “Mogu Mogu” Festival　資料 5

（出店協力費・オプションレンタル料・店舗スタッフ用パスなど）

（出店協力費・オプションレンタル料・店舗スタッフ用パスなど）

過去の開催では、
あまり見かけないけど

あったら楽しそうだな～と思うこんな商品！
アジア地方～パットタイ（タイ風焼そば）　　韓国～プルコギ、韓国焼肉　　

中国～目の前で焼いた焼きたて餃子、小籠包、春巻き　　台湾～胡椒餅（胡椒を効かせた肉餡とねぎをたっぷり入れ炭火竃で焼き上げる）

モンゴル～羊料理　　ベトナム～空心菜のニンニク炒め、バインセオ（ベトナム風お好み焼き）　　シンガポール～チリクラブ　　

マレーシア～大根餅のソイソース炒め（大根と米粉を混ぜて蒸したものの炒め物）、プラナカンタイル（装飾タイル）、ケバヤ（ブラウスとワンピースを組み合わせた衣料）

ネパール～モモ（ネパール風餃子）　　アメリカ～ホットドッグ、チキンオーバーライス　　ハワイ～ポークチョップ、アロハシャツ

コロンビア～バタコン（揚げバナナ）、エンパナーダ、トルティーヤ　　ジャマイカ～ジャークチキン　　モルディヴ～マスフニ、クリボーキバー

ベネズエラ～アレパ　　ペルー～アンティクーチョ（牛ハツ焼き）、アルパカグッズ、マウンテンブーツ（手作りカラフルな）

イギリス～パスティー （牛肉・薄切りじゃがいも・玉ねぎなどが具のペイストリー）、ベーグル

フランス～ラ・ガロ（クレープ）、チエル（タコをトマトソースで煮込んだパイ）、タラのフリッター、マカロン　　デンマーク～フレスケタイ

ドイツ～ソーセージ、ジャーマンポテト　　スイス～チーズフォンデュ　　ベルギー～ムール貝のワイン蒸し　　ポーランド～ピエロギ、ゴロンカ

スペイン～ポンパ（爆弾という名のポテトコロッケ、中心にミンチが入っていて、タバスコで味付けされたケチャップマヨネーズソースがかかっている）

ポルトガル～エッグタルト、ポルコ・ア・アレンテジャーナ（豚肉とアサリのガーリック炒め）、バカリャウのコロッケ、ジンジャ（さくらんぼのお酒）

パイキング地方～ニシン酢漬け、ミートボール、オープンサンドイツチ、オムレツ

グルジア～ヒンカリ　　イラン～アーブグシュト

世界各地の缶詰を販売する店舗　などなど

選考する私たちも「ワクワク」する商品や企画を
お待ちしています！




