
食の大宴会＠別府2017 
出店のご案内

主催： 食の大宴会＠別府 実行委員会



開催の目的

平成25年度より取り組みを行い、別府市への集客実績のある食のイベント
を今年も開催し、飲食業、宿泊業などを含めた地域振興へとつなげる。また本
年度もエンターテイメント部分の強化としてダンスフェスタ、千灯明との共同
開催を行いさらなる相乗効果をはかる。

○“食”を通じたイベントで、地域間のネットワークを活用し広域的な観光
振興を図る。

○大規模な集客を伴うイベントを実施することによる商業の活性化を見込む。
○秋の一大イベントとしての醸成をはかり、別府市内への観光客来訪のきっか
けとなる効果を見込む。

実施主体

実行委員会方式により実施・運営とする

【構成案】
別府市
別府商工会議所
別府市観光協会
別府市旅館ホテル組合連合会
別府飲食業協同組合
大分合同新聞社
テレビ大分
JTB九州大分支店

事務局 プランニング大分



食の大宴会＠別府2017

食の味力とおんせんの魅力を一度に楽しむならぜひ別府へ！

今年もダンスイベントBEPPUダンスフェスタと別府の夜を彩る千灯明を同時開催

開催日 平成29年11月4日(土)、5日(日)の２日間

4日 11：00～21：00

5日 10：00～17：00

会場 別府市大字別府野口原3018-1

別府公園

来場実績 昨年の来場実績：2日間 約60,000人(入場料無料)

※昨年よりBEPPUダンスフェスタ、千灯明と同時開催

今年度の目標来場者数：80,000人

主催 食の大宴会@別府実行委員会

事務局 食の大宴会実行委員会事務局

(株式会社プランニング大分 別府営業部 担当：利光 孝之)

〒874-0927

大分県別府市弓ヶ浜町5-20 大分合同新聞別府支社3F

TEL：0977-21-6161 MAIL：daienkai@planning-oita.jp

※今年からメールアドレス、担当者が変更になりました。

開催概要



開催場所

別府市
別府公園



開催場所及びゾーニング(案)

今年もBEPPUダンスフェスタおよび千灯明と同時開催により、4日のみ
21時までの営業となります。



当日イベントスケジュール案 １日目

当日イベントスケジュール案 2日目

上記は案の為、変更の可能性はあります。

時間 全体 メインステージ 竹林ブース
11:00 食の大宴会スタート 開会式
11:30 出店ブース紹介（店舗巡回）
12:00 出店ブース紹介（店舗巡回）
12:30 出店ブース紹介（店舗巡回）
13:00 ダンスフェスタスタート ダンスフェスタスタート 立ち飲みバー　音楽イベント
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00 ダンスフェスタ終了 ダンスフェスタ終了
16:30
17:00 千灯明スタート 千灯明スタート
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00 食の大宴会、千灯明終了 食の大宴会、千灯明終了 食の大宴会、千灯明終了

時間 全体 メインステージ 竹林ブース
10:00 食の大宴会2日目スタート 食の大宴会2日目スタート
10:30 イベント
11:00 イベント
11:30 出店ブース紹介（店舗巡回）
12:00 出店ブース紹介（店舗巡回）
12:30 観光PR
13:00 ダンスフェスタスタート ダンスフェスタスタート 立ち飲み、音楽イベント
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00 ダンスフェスタス終了 ダンスフェスタス終了
16:30
17:00 食の大宴会終了 食の大宴会終了 食の大宴会終了



ご出店の条件
■出店条件
(１)食の大宴会＠別府やBEPPUダンスフェスタ、千灯明の各イベント・事業にご協力いただける方。
(２)生産者、飲食店、食に関わる商品を取り扱う事業者、食を通じたまちおこしや地域活性化に関する活動を
行っている団体方。

(３)“食”の＜テイクアウト販売＞または＜特産品販売＞を行っていただける方。
(４)実行委員会が認めた出店団体。
(５)11/4（土）・5（日）の開催両日とも出店いただける団体。
(５)食材、食器のご用意は各自お願いいたします(米飯、発砲スチロールの器などの納入業者のご紹介は可能です)
(６)開催中に売り切った場合の閉店時間についてですが、15時以降に撤収可能です。初日の閉店時間についても、
翌日の在庫等と調整の上、お願いいたします。

■出店料
(１)出店料に関しては事務局までお問合せください。
(２)出店ブース内の基本設備以外にかかる電源容量の追加や設備また各種申請経費に関しては別途ご請求させて
いただきます。

(３)出店料に関しては事前に請求書をお送りいたしますので、お振込みをお願いいたします。
お振込みの確認できない場合は、出店を辞退していただく場合がございます。

(４)出店料の返金はいかなる場合でも対応できません（台風などで中止の場合も含みます）

■施設及び設備
※次ページにて

■保健所への対応について
(１)食品販売など臨時出店報告書につきましては、事務局で一括にて提出いたします。
(２)ブースでは基本的に食品販売等臨時出店の範囲で販売をお願いいたします。
※食品衛生、一時営業については別紙を確認してください。

■ゴミの処理について
別府公園内にゴミコンテナをご用意しております。
可燃物、不燃物、資源物をしっかりと分別し処理をお願いいたします。(牡蠣の殻などは可燃物となります。)

■養生
グルメ販売では芝・地面の汚れや焦げ付き、油汚れ等防止の為、完全な養生をお願いします。

■注意事項
(１)会場及び隣接施設内は禁煙です。所定の喫煙スペースにてお願いいたします。
(２)出店場所は、会場全体のレイアウトの調整を行う為、事務局にご一任ください。
(３)ブース内の衛生、スタッフの健康、接客については出店者で責任を持ってご対応ください。
(４)事務局が不適切と判断した行為があった場合は、出店を中止させていただく場合がございます。また、不適切な行為に
よって生じた出店者様または来場者様への損害について、当実行委員会は一切の責任を負いません。

(５)出店者様の行為により、事故等が発生した場合は当該出店者様の責任において解決いただくものとし、当実行委員会は
一切の責任を負いません。

(６)保険（生産物賠償責任保険等）は出店者各自でご加入ください。
(７)ブース以外での販売を禁止いたします、売り子を出してのブース以外での販売はおやめください。
(８)アルコールを含め、飲料の販売はできません。(どぶろくなどオリジナルなものは除きます)

■お申込み・お問合せ
(１)お申込み期限
平成29年9月29日（金）

(２)お申込み方法
「食の大宴会＠別府2017 出店申込み書」に必要事項を記載の上、メールまたはFAXにて事務局までお送りください。

(３)お申込み・お問合せ先

食の大宴会＠別府実行委員会事務局
(株式会社プランニング大分 別府営業部 担当：利光)
〒874-0927
大分県別府市弓ヶ浜町5-20 大分合同新聞別府支社3F
TEL：0977-21-6161 FAX：0977-21-6162 MAIL：daienkai@planning-oita.jp
※今年からメールアドレスが変更になりました。
トラブル防止の為、極力メールにてお申し込みください。



施設及び設備
■会場写真及びブースレイアウト(別府公園)

※出店場所につきましては事務局へご一任ください

※会場図及びブースレイ
アウトは若干変更する可
能性がございます。

■設備について

長机２台 イス２脚 電源1,500ｗ１口夜間簡易照明
※上記以外は別途費用がかかります。

【炊飯について】
株式会社パールライス大分経済連 炊飯部(担当：大久保様) TEL：097-586-2098

大分産ひのひかり 350円／１キロ ※ご注文は10キロ単位でお願いいたします。
※ご注文に際して、在庫の関係上、2週間前にはお問い合わせください。

【丼などのパッケージについて】
株式会社都留紙器工業所 TEL：0977-24-0720

※ご注文に際して、在庫の関係上、2週間前にはお問い合わせください。

【プロパンガスの貸し出しについて】
別大プロパン(担当：井上様) TEL：090-8913-3160

※ご注文に際して、在庫の関係上、2週間前にはお問い合わせください。

【人材派遣について】
株式会社スープル 担当：芳野 TEL：097₋537-7121

※派遣のご依頼は、なるべくお早めに、1ヶ月前迄にはお問い合わせください。

ご出店の際に、より詳細な出店概要をお送りいたします。

■別府市でのご宿泊について
別府市旅館ホテル組合連合会

TEL：0977-22-0401
上記へお問い合わせください。

電源の増設、冷蔵ストッカーなどのレンタル
は別途事務局へお問合せください。
また、事務局にて前日食材搬入および

当日食材保存用に大型冷蔵車を準備いた
します。

(共同での利用となりますので、食材の取
り扱いについては、包装に差別化をはかる
など、他社と取り違えのないように細心のご
注意をお願いいたします。事務局では責任
を負いません。)

販売ブース



昨年度出店一覧



昨年度出店一覧



食の大宴会＠別府 出店申込み書

実施主体

住所

社名または氏名

電話番号

代表者 当日の責任者

代表者連絡先 責任者連絡先

ブース看板名

(正確に記載)

PR文

(100字程度)

販売品目

販売品目 販売数 価格

電源容量の追加 (1,500ｗ１口はご準備しております、追加
の場合に記載ください。※追加1,500ｗ１
口2,000円)

共同ストッカー

(冷凍及び冷蔵車)

の使用

□あり

□冷蔵

□冷凍

□なし

レンタル希望品

持ち込み機材

備考

ご出店いただける場合は、9/18 (月) 17：00までにメールまたはFAXにて
ご誓約書とともにお申込書をご送付ください。

募集定員に達した場合は、その時点で申し込みを締め切りますので、ご了承ください。

また、出店に関しては必要書類を提出後、事前審査を行い、出店依頼をさせていただきます。

送付先 食の大宴会実行委員会事務局

(株式会社プランニング大分 別府営業部 担当：利光孝之)

〒874-0927

大分県別府市弓ヶ浜町5-20 大分合同新聞別府支社3F

TEL：0977-21-6161 FAX：0977-21-6162

MAIL：daienkai@planning-oita.jp

印

※貴社控えとして必ずコピーをお取りください ※ご記入いただいた個人情報は当イベント以外では使用いたしません。


