
 

 

 

 

 

 

 

 

「とみや国際スイーツ博覧会 2018」出展者募集について 

 本市では、「スイーツのまち＝とみや」という新たなシティブランドの確立を目指

し、内外に発信するため「とみや国際スイーツ博覧会」を開催しております。3回目

を迎える今年度は、出展者を広く募集することといたしました。 

つきましては、下記のとおり出展者募集をいたしますので、趣旨・目的をご理解

のうえ、広く周知いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１．名  称 ｢とみや国際スイーツ博覧会 2018｣ 

２．開 催 日 平成 30 年 10 月 28 日（土）午前 10 時～午後 4 時 

            10 月 29 日（日）午前 10 時～午後 4 時 

３．開催場所 富谷市総合運動公園 

４．募集締切 平成 30 年 8 月 17 日（金）まで 

５．出展要項 別添資料参照（ブース出展要項、出展申込書①②） 

 ※なお、必要資料につきましては、市ＨＰにて掲載しております。 

  

【出展者募集ＵＲＬ】 

http://www.tomiya-

city.miyagi.jp/site/tomiya-sweets-

expo2018/sweets-expo201802.html 

 

 

富谷市記者会見資料⑨ 

平成３０年６月２７日 

経済産業部産業観光課 

担 当：菊地・廣江 

連絡先：３５８－０５２４ 

「住みたくなるまち日本一」を目指して  

 

 

出展者募集 ＵＲＬ 

ＱＲコード 

http://www.tomiya-city.miyagi.jp/site/tomiya-sweets-expo2018/sweets-expo201802.html
http://www.tomiya-city.miyagi.jp/site/tomiya-sweets-expo2018/sweets-expo201802.html
http://www.tomiya-city.miyagi.jp/site/tomiya-sweets-expo2018/sweets-expo201802.html


【ブース出展要項】

<主催>

富谷市・とみや国際スイーツ博覧会実行委員会

2018



国道４号線 西友富谷ショッピングセンター先の交差点を左折

■ イベント実施概要 P1

１．開催趣旨 市制施行を契機として、「スイーツのまち＝とみや」という新たなシティブラン

ドを確立し、内外に発信するために開催する。また、国内外のスイーツのみな

らず地域食材を使用した「とみやスイーツ」を販売することで、6次化を見据えた

新たな特産品の開発や地域自らが地域に根付いた産業の持続的な発展まで

つなぐことを目的のひとつとする。

２．主 催 富谷市・とみや国際スイーツ博覧会実行委員会

３．開催日時 平成３０年１０月２７日（土） 10：00～16：00

１０月２８日（日） 10：00～16：00

■実施形式 入場無料

■来場目標 ２日間で計５万人

４．会 場 富谷市総合運動公園

〒981-3355 富谷市一ノ関臑合山6-8

■スポーツセンター（屋内）、武道館（屋内）、総合運動公園敷地内（屋外）

至仙台市▼

至大和町▲

会場



■会場全体図（案）【昨年度開催実績より】 P2

屋外エリア（第1駐車場）

屋内エリア（スポーツセンター１Ｆ）

屋内エリア（武道館２Ｆ）

第１駐車場

スポーツセンタ－

武道館

至大和町▲

至仙台市▼

４
号線コンビニ

七十七
銀行

公園

公園



■会場レイアウト①（案）【昨年度開催実績より】 P3

出展エリア
（第１駐車場）

ブース出展位置は指定（変更）出来ませんので予めご了承下さい。
（主催者側に一任させていただきます。）

昨年度実績：21ブース



■会場レイアウト②（案）【昨年度開催実績より】 P4

出展エリア
（スポーツセンター1Ｆ）

出展エリア
（武道館2Ｆ）

ブース出展位置は指定（変更）出来ませんので予めご了承下さい。
（主催者側に一任させていただきます。）

昨年度実績：24ブース

昨年度実績：12ブース



【屋内販売ブース基本仕様・備品】（１小間当たり）
● ブース/（W3.0m×D3.0m×H2.4m）
● テーブル（W180cm×D60cm×H70cm） 2台
● イス 2脚
● 2口コンセント100V / 10A 1ヶ所
● 社名版（出展名） 1枚
● 白布 1枚
● 冷蔵ケースはオプション（出展申込書①参照）

■出展ブース基本仕様（出展形態に関して） P5

【屋外販売ブース基本仕様・備品】（１小間当たり）
● テント/2間×2間（3.6m×3.6m）
※2間×4間テント1張を2コマで使用
※テントは各コマごとにお客様と接する間口以外を横幕で
覆って設置します。

● テーブル（W180cm×D60cm×H70cm） 2台
● イス 2脚
● 2口コンセント100V / 10A 1ヶ所
● 社名版（出展名） 1枚
● 白布 1枚
● 冷蔵ケースはオプション（出展申込書①参照）

【全体留意事項】
※基本仕様以外（小間装飾、その他備品など）については、 各出展者の費用負担となります。
※必要のない備品は事前にお知らせください。設置を控えさせていただきます。
※別途追加工事が必要な場合はご相談下さい。
※小間仕様につきましては、若干変更となる可能性がございます。

【ワークショップブース基本仕様・備品】（１小間当たり）
● テーブル（W180cm×D60cm×H70cm） 2台
● イス 2脚
● 社名版（出展名） 1枚
● 白布 1枚



■出展条件・注意事項① P6

【出展にあたっての注意事項】

◆搬出入について
搬入・搬出は、指定の時間内に行って頂きます。車両での搬出入が可能です。

※出店確定後に出店マニュアルにてご説明差し上げます。

◆駐車場に関して

事前に申請いただいた出展社のみ１台分の駐車場をご準備致します。

◆給排水設備について

各出店ブース内に給排水設備はありません。給排水は会場内の指定の水道をご利用いただきます。

◆電源に関して
各出店ブースに1.5Ｋｗの電源を供給致します。（電源容量が足りない場合はご相談に応じます。）
※小型の発電機の持ち込み・使用は禁止致します。

＜その他 各種注意事項＞

・ブース内でのBGM等の音の発生はご遠慮願います。

・主催者が準備した施設、設備、備品類が出展者様の故意または過失により、 万が一破損あるいは
紛失等の損害が生じた場合、その回復に要する一切の費用は出展者様の負担となります。

・販売に関する事故（例：食中毒など）、諸問題等が発生した場合は、主催者に対して、直ちにその旨

を連絡してください。

・10月26日（金）・27日（土）は夜間警備員が巡回しますが、各出展者様の搬入物の盗品等について、
主催者では責任を負えませんので会場退出時はブース内の物品整理にご注意ください。

・原則として、雨天の場合も開催します（荒天の場合は検討）。

開催中止、天候、販売状況ほかの理由により生じた損害に対し、主催者では一切の責任を
負えません。

※出展団体及び関係者に、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」

に規定する暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係が判明したときには、
出展を取りやめて頂きますので予めご了承願います。
（ブースを転売されたことが判明した場合も同様に出展は取りやめていただきます。）



■出展条件・注意事項② P7

ブースで販売される商品に関しましては保健所の認可がおりたものに
限らせていただきます。
保健所への申請は各出展者にて申請・手続きを行っていただきます。

◆保健所への許可申請に関して（各種申請・届出）

（1）各種申請・届出
・出展者は、取り扱う品目により関係法令に基づく保健所への営業許可申請が必要となりますので、

10月１２日（金）までに手続きを行ってください。

※年間で申請されている出展者の方は、追記で申請が必要になります。
※申請から許可まで約２週間かかります。

管轄保健所： ■仙台保健福祉事務所黒川支所
・住所：富谷市ひより台二丁目42番地2：
・電話：022-358-1111

（2）衛生管理
・出展者は、商品の温度管理、手洗いなど衛生管理を徹底し、飲食物の安全と衛生の確保に万全を期
することとします。

・状況に応じて、保健所担当者が会場内で確認させて頂き、申請が行われていない店舗、また申請さ
れた内容と異なる店舗は、その場で販売中止となる場合がありますので、ご注意下さい。

・保健所の発行する許可書をブース内の見えやすい場所に掲示して下さい。当日、運営本部で確認さ
せていただきます。

・食品の搬入は、販売当日に行ってください。

・アレルギー、原材料情報の表記を各出展ブースにてお願い致します。



とみや国際スイーツ博覧会における

スイーツの衛生管理の徹底について
塩釜保健所黒川支所 食品薬事

班 このリーフレットは、屋外で生菓子の販売を行なうという本イベントの特性から、衛生上特に注意す

べき事項をまとめたものです。

１． つくるとき

１）検便を実施してください（過去 1年以内に 1回以上）

２）製品の自主検査※を行ない、結果を保存してください。

３）使用する原材料のロット、販売する製品のロットについて管理し、記録してください。

２． 運ぶとき

１）製品は洗浄・消毒した容器（番重等）に入れてください。

２）未包装の製品を入れる容器は、輸送中のほこり等からの汚染を防止できるものにしてください。

３）運搬車両の収納部は清潔にし、ほこり等が入らないようにしてください。

４）運搬中の保存条件（10℃以下）を守るため、冷蔵・保冷装置が設けられた車両で運ぶか、保冷機

能のついた運搬容器を使用してください。

５）運搬中の温度が保存条件を守れているか、温度計を使用して確認し記録してください。

３． 販売するとき

１）昆虫等の侵入や、ほこり等による外部からの汚染を防止してください。

２）販売する場所での加工（トッピング等）は絶対に行なわないでください。

３）製品を入れた容器を直接地面に置かないようにしてください。

４）手指および器具消毒用のアルコールスプレー等を備えてください。

５）トングや使い捨て手袋等を使用し、製品に直接手を触れないようにしてください。

６）使用するトングや手袋は、適切に消毒・交換してください。

７）冷蔵ショーケースの温度（10℃以下）を一日に３回以上（販売開始前、昼頃、販売終了時等）確

認し記録してください。

８）製造者・保存方法・消費期限を包装等に明示してください。

９）アレルゲン※※や原材料について、正確に説明できるようにしてください。

４． その他

１）製品の種類毎に、製造数と販売数を記録してください。

２）有症苦情等があった場合には、すみやかに管轄の保健所に連絡してください。

※ 自主検査について

「洋生菓子の衛生規範」（昭和５８年３月３１日環食第５４号）

！基準を超えた場合は、すぐに管轄の保健所に連絡してください！

※※ アレルゲンについて

７品目の特定原材料（小麦、乳、卵、ピーナッツ、そば、えび、かに）については必ず使用の

有無を 答えられるようにしてください。

P7

検査項目 判断基準

細菌数 10 万／ｇ以下であること

大腸菌群 陰性であること

黄色ブドウ球菌 陰性であること

■出展条件・注意事項② P8



P7■今後のスケジュールについて

出
展
申
込
①
②
締
切
17
日

出
展
者
決
定

７月 ８月 ９月 １０月

27日（土）
28日（日）

各出展者情報提供
■販売商品ＰＲ原稿
■店舗ＰＲ掲載原稿
■販売スイーツ画像

全
体
計
画

企
画

８月１７日（金） 出展申込締切

８月下旬～９月上旬 出展者決定
出店可否の通知及び出店書類をご郵送致します。

出展者決定～１０月１２日（金） 出展者情報提供

１０月中旬 出展者説明

出展者情報ＰＲ
（ＨＰ，Facebook、印刷物等）

出
展
者
説
明

出展申込書①②提出（ＦＡＸ）

出展者情報提供①提出（提出は任意）

出展マニュアル配布

開催

P9





主催

富谷市・とみや国際スイーツ博覧会実行委員会
（富谷市経済産業部産業観光課内）
〒981-3392 富谷市富谷坂松田30

ＴＥＬ 022-358-0524
ＦＡＸ 022-358-2359

メール sangyoukankou@tomiya-city.miyagi.jp



希望される出展内容について教えて下さい。□の中にレ印を入れて下さい。
※開催趣旨や目的に応じて、主催者側で出展エリアを調整する場合がございますのでご了承下さい。

希望するエリア 出展料
冷蔵ショーケース

希望の有無

□屋内（スイーツ店） 30,000円
□有 (30,000円）

□無し

□屋外（スイーツ店、フード系） 20,000円
□有 (30,000円）

□無し

□ワークショップ 10,000円 無し

合計金額 ￥

企業名

ふりがな

出展名

ふりがな

※看板・広告に表示

ご担当者名

ふりがな

連絡先

電話番号（ ） -

ＦＡＸ （ ） -

ｍaill

ご住所

〒

ＨＰ
アドレス

とみやスイーツ基金へご寄付いただける場合は、□の中にレ印を入れて下さい。

□寄付する

寄付の方法について

□売上の5％寄付 □1万円寄付

下記を記入の上FAXによりお申し込みください。
ＦＡＸ022-358-2359 ※８月１７日（金）必着

※申し込み多数の場合は、主催者において調整のうえ、選定させていただきますので、ご了承下さい。

出展申込書①

｢とみやスイーツ基金｣とは？ （詳しくは市ＨＰ等をご参照下さい。）

｢とみやスイーツ｣を通じた子どもたちへの継続的な教育活動や地域活動への取り組みを
支援し、子どもを社会とつなぎ、さらに子どもと未来をつなぐ学びの場を積極的にて提供
することで、｢スイーツのまち＝とみや｣のブランド力強化を目指す基金です。この基金を
通して、「食育（地場産品）」「キャリア教育」「震災復興支援」など、様々な観点から子ども
達の教育に寄与する取り組みを実施しています。

※上記は印刷物などに記載しますので、お間違えのないようご記入下さい。

とみやスイーツ基金
QRコード



商品名 価格
原材料 該当する物に〇印
をつけて下さい

備考

１
小麦・乳・ピーナッツ 卵・そば
エビ・カニ

２
小麦・乳・ピーナッツ 卵・そば
エビ・カニ

３
小麦・乳・ピーナッツ 卵・そば
エビ・カニ

４
小麦・乳・ピーナッツ 卵・そば
エビ・カニ

５
小麦・乳・ピーナッツ 卵・そば
エビ・カニ

６
小麦・乳・ピーナッツ 卵・そば
エビ・カニ

７
小麦・乳・ピーナッツ 卵・そば
エビ・カニ

８
小麦・乳・ピーナッツ 卵・そば
エビ・カニ

９
小麦・乳・ピーナッツ 卵・そば
エビ・カニ

１０
小麦・乳・ピーナッツ 卵・そば
エビ・カニ

出展申込書②

下記を記入の上FAXによりお申し込みください。
ＦＡＸ022-358-2359 ※８月１７日（金）必着

販売物品目・商品予定価格について教えてご記入下さい。

出展者 ＴＥＬ
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