
出店概要書

開 催 日：2020年7月4日（土）、5日（日）
両日ともに10：00～19：00（予定）

開催場所：三井アウトレットパーク 木更津
KISARAZU × HAWAII  LIFESTYLE MARKET 2020

in オーガニックシティきさらづ実行委員会
2020年2月10日
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開催概要
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■イベント名称 KISARAZU×HAWAII LIFESTYLE MARKET 2020 in オーガニックシティきさらづ
～みんなでTREASURE HUNT （宝探し）！君だけのストーリーを作ろう～

■開催日程 2020年7月4日（土）～7月5日（日） 両日ともに10：00～19：00（予定）

■開催場所 〒292-0009 千葉県木更津市金田東3-1-1
三井アウトレットパーク 木更津 ピアストリートステージ及び周辺

■入場料 入場無料

■主催 KISARAZU×HAWAII LIFESTYLE MARKET 2020 in オーガニックシティきさらづ実行委員会
（構成団体）ユーフォリア株式会社、有限会社レイランド・グロウ、一般社団法人かずさ青年会議所

■特別協賛 三井アウトレットパーク 木更津

■協賛（2019年） ・全国とれたて情報サイト「トレナビ」 ・協友建機株式会社 ・ワタナベ建設株式会社×オーガニックハウス
・株式会社サンエー

■協力（2019年） ハワイ応援キャラクターホヌッピー、木更津市マスコットキャラクターきさポン、千葉県マスコットキャラクターチーバくん

■後援（2019年） ・木更津市・木更津市教育委員会・木更津市観光協会・木更津商工会議所・千葉県観光物産協会
・ハワイ州観光局・株式会社千葉日報社・千葉テレビ放送・株式会社ジェイコム千葉 木更津局
・株式会社ベイエフエム ・かずさエフエム株式会社・ぐるっと千葉・びびなび （敬称略・順不同）

■お問い合わせ KISARAZU×HAWAII LIFESTYLE MARKET事務局
〒141-0032 東京都品川区大崎4丁目4-21
TEL:03-6712-7355 FAX:03-6712-7356



イベント企画趣旨

【イベントの目的】
KISARAZU×HAWAII LIFESTYLE MARKET 2020 in オーガニックシティきさらづ
～みんなでTREASURE HUNT （宝探し）！ 君だけのストーリーを作ろう～

木更津市が「オーガニックなまちづくり」を宣言し推進していくにあたり、オーガニック先進地であるハワイをテーマに
オーガニックシティきさらづとしての魅力を域内外に広く発信するため、
2016年に「LOVE HAWAII Collection 2016 inオーガニックシティ木更津」を実施いたしました。ハワイでも人気の
ファーマーズマーケットを同時開催し、木更津の「食」や「農」に対する消費者の理解の醸成や、木更津市のオーガニッ
クな まちづくりに関する意識の醸成をはじめ、新たな賑わいの創出や交流人口の増加、観光振興にも寄与し、続く昨年
2017年には、自然と共生するハワイのオーガニックライフスタイルを取り込みながら地元生産者及び地域企業、市民の
方々と共に「KISARAZU×HAWAII LIFESTYLE MARKET2017 in オーガニックシティきさらづ」としてタイトルも
新たに開催しこの事業を継続、昨年2018、2019は「木更津市が人と自然が調和した持続可能なまち」を継承すべく、
次世代を担う子供たちが楽しみながら多様な人材を育む機会となるような事業を行いました。

そして、本年第5回目となるオリンピックイヤーである2020年では、木更津市が「ナイジェリアのホストタウン」となっ
たことで選手団と市民とが交流する機会をつくり積極的に応援し取り組むことで多くの経験や学びが得られ、次代を担う
子供たちが「自分だけのストーリー」を作るお手伝いができるような事業も応援特別企画として展開いたします。
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東京オリンピック・パラリンピック２０２０応援特別企画（案）
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スポーツのみならず、ナイジェリアの文化、音楽などさまざまな分野で交流を深めることは
次代を担う子どもたちの財産になると確信いたします。

文化に触
れる

音楽に触
れる

スポーツ
に触れる

ピアストリートステージエリアでは、オリンピック選手団及び関係者のトークショーをはじめ、
ナイジェリア音楽、食、伝統文化の紹介を行い、市民が気軽に交流できる場をつくります。

食に
触れる



- 5 -

ステージ 実施コンテンツ（案）

一般参加型ショーステージ（フラ/Ukulele/ヒップホップ /アフロビート）

ゲストによるライブステージ案（Ukulele＆ダンス）

かのんぷ♪
オリンピックサーフィン会場にもなる千葉県
九十九里在住のぽかぽかウクレレ＆ピアノ
夫婦ユニット。小学校や幼稚園等でもライブ
を実施している。

木更津市民を中心にフラダンス・
タヒチアンダンスチーム、ウクレレチーム
を募集し、ステージにてパフォーマンスを
披露していただきます。

ピアストリートステージでは、オーガニックに関するトークショーや一般参加型のフラショーステージをメインに、
ハワイアンライブ＆バランスのとれたライフスタイル提案型のヨガ体験、を実施。

東京オリンピック・パラリンピック特別企画
トークゲスト案

トークセッション
渡辺市長 × ナイジェリア選手団（仮）× デビット・スミス

ご当地キャラクターによる
グリーティング＆キッズステージ

Kahua
ハワイアンミュージックは、
ケハウ・タムレに師事し、
ハワイの歴史や文化等を現
地で学び、その精神を日本
で伝え広めるシンガー＆ウ
クレリスト。

ホヌッピー
テーマソング「トレジャー
ハート」を軽快なダンスと
爽快なウクレレの音色で、
心の宝を引き出す「おまじ
ない」をかけちゃいます。

ナイジェリア選手団から日頃から
どのようなことに気を付けながら
トレーニングをしたり、日々のラ
イフスタイルについて伺い、オリ
ンピックに向けてエールを贈りま
す。

Sora
ウクレレ界期待の新⼈。
澄んだ歌声の弾き語りは

必⾒︕

Ukurena
8歳でウクレレを始め
2016年ハワイ国際ウク
レレコンテストで13歳以
下の部優勝。1st CD
「ukulele heart」発売。

SHINTARO (Beat Buddy Boi)
HipHopの中にPOPとWAVEなどのボ
ディーコントロールを多様した
NEWSCHOOL STYLEを持ち味として
いる。現在キッズチームのプロデュー
スや振付も行い30回以上の入賞成績を
残すなどコンテストに勝てる振付け師



木更津 ＆ Hawaiian Workshop
ピアストリート前 学び・ワークショップエリアは、
木更津とハワイを “見て”“聞いて”“触って” 体験できる様々な種類のワークショップを実施！
自然を感じ、自分の宝物を見つけるワークショップ、
ハワイアンカルチャーワークショップ等で楽しみながら、オーガニックライフスタイルを学ぶエリアです。

ピアストリート前 学び・ワークショップエリア 実施コンテンツ 案
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写真は過去開催時に実施したワークショップの写真です。



会場全体ＭＡＰ

三井アウトレットパーク ⽊更津内
ピアストリートステージ

ステージ前観覧エリア

ご協賛企業プロモーションブース
出展エリア

学び・ワークショップエリア

協賛

企業様



出店ブースご出展場所詳細（限定６ブース）

◎ご出展場所詳細
ピアストリート内

■場所 ピアストリート 内
■面積 約6㎡(W3.0m×D約2.5m) 
■床耐荷重 300kg/㎡
■使用時間 10：00～20：00 
■設営撤去 詳細は打合せにより決定
※設営については基本イベント当日の7：30～9：30のゲートOPENまでに搬入し、
10：00の施設店舗OPENまでに実施準備をしてください。
撤去に関しては原則20：00の閉店後となります。
使用可能設備
■使用用途：プロモーション、イベント

■電源なし
■水道：なし
※フードコートが21:00閉店の為SHOPの20:00閉店後もお客様の通行がございます。

展示物・商品等をピアストリートで保管される際には、
上にかぶせる布等をご用意下さい。
営業時間外の展示物・商品等の盗難等につきましては、
施設では責任を負いかねます。予めご了承ください。

■場所 ピアストリート内

◎ご出店内容
★イベント会期中
・イベント会期中のピアストリートスペースブースの
ご提供 3ｍ×約2ｍのスペース

★イベントメインステージからマイクでのブース紹介
1日3回以上

★イベント前、後
・イベントホームページでのブース紹介掲載
PRブースご出店費 230,000円（税別） 253,000円（税込）
販売ブースご出店費 150,000円（税別） 165,000円（税込）
ワークショップブースご出店費 80,000円（税別） 88,000円（税込）

★付帯備品 机２台、椅子２脚まではサービスとなります。（電源なし）
★追加備品（有料）
机3000円（税込）/台、椅子500円（税込）/脚 、電源1ｋｗ 5,000円（税込）
※電源には限りがありますので事務局までお問合せください。

申し込みフォーム備考欄に必要な場合には必要個数をご記入ください。
その他備品の手配が必要な場合にはお見積りいたしますのでお問合せください。



①ブースの利⽤はお申込みいただいたご出店者様のみに限らせていただきます。ブースの⼜貸し、お申込み書類に記載のない商品の販売は
出来ません。また、事務局にてイベントでの販売に不適切と判断した場合には販売・出店を中⽌して頂く場合がございますので予めご了承ください。

②会場オープン時間
⼀般来場者の会場オープンは両⽇ともに、10:00（予定）となっております。各店舗様とも時間までにご準備をお願いいたします。
イベント初⽇の出店者様の搬⼊開始時間は 7:30（予定）となります。9︓30までの搬⼊作業・10︓00までの開店準備をお願いいたします。
※準備時間がイベント当⽇の２時間では間に合わない場合は事務局にご相談ください。

③ブース間通路について
地震の影響で、関係各省庁より通路幅を多くとるように指⽰がきております。

この通路は、有事の際の⾮難動線にもなりますのでブーススペース外への展⽰物及び販売物の設置は絶対に⾏わないようお願いいたします。 ※出店スペース以外への空き箱を置く⾏為は禁⽌です︕
④拾得物・遺失物について
拾得物及び遺失物につきましては、全て受付にて⼀元管理をさせていただきます。 ブース付近で落とし物を⾒つけた⽅、会場内でモノを落とされた⽅はお⼿数ですが、受付までお申し付けください。

⑤迷⼦の対応について 迷⼦の対応につきましては下記のフローに従って対応ください。
１）迷⼦を⾒つけた場合
本⼈から“名前・誰ときたか︖”を聞いた上で周囲を検索 ↓
保護者が⾒つからない場合は、受付にて保護 事務局スタッフが会場インフォメーションにて対応してもらいます。

２）お⼦さんを探されているご家族がいる場合、全て会場インフォメーションをご案内ください。
⑥地震等の災害が起きた場合
地震が起きたら直ぐガラス等から離れ、⾝を守れる場所で揺れが収まるまで待機してください。⾮難指⽰につきましては、誘導スタッフより⾏います。スタッフの指⽰に従って⾮難してください。
出店者様におかれましては、⼀般来場者の誘導へご協⼒をお願いする場合があります。その際はご協⼒の程よろしくお願いいたします。 また揺れが収まるまでは絶対に会場外に出ないようお願いいたします。

⑨ゴミについて ブースで発⽣しましたゴミについては、原則的に出店者様にてお持ち帰りいただきますようお願いいたします。
⑩キャンセルについて
お客様都合によるキャンセルは⼀切受付いたしません。ご⼊⾦いただきました出店料もご返⾦は致しかねます。荒天中⽌、中断による、キャンセル・ご返⾦もできませんので、予めご了承ください。

● お申込はwebフォームより、概要をご覧いただき、
必要事項をご⼊⼒の上お申込ください。

●お申込みより1週間以内に概要に記載の事務局指定⼝座に
ご⼊⾦をお願いいたします。

ご⼊⾦確認後に事務局より申込み受付完了の連絡をいたします。
ブース位置は出店許可証送付時に送付させて頂きます。

ブース空き状況に関しましては事務局までお問い合せください。

出店申込み〜受付完了、出店許可証送付」までの流れ
1. Webより概要をよくお読みいただき、ご理解の上、お申し込みください。

2. 必要事項をご⼊⼒ください。

3. ⼊⼒項⽬をご確認上、送信してください。

4.事務局から確認のメールまたはお電話をさせていただきます。
お申込後、1週間以内に事務局指定⼝座へのご出店料のご⼊⾦をお願いいたします。
※ ご⼊⾦が確認されない場合、出店申込み完了となりませんのでお気をつけください。

※ご⼊⾦が遅れる場合は必ず事務局へご連絡ください。ご連絡のない場合、出店枠の確保はできませんので、ご注意ください。
事務局よりご⼊⾦の確認連絡をさせていただく場合がございます。

ご⼊⾦確認後に出店のお申し込みを完了とさせていただきます。

５. お振込確認が出来た順に事務局にてブース位置を決定させて頂きます。

６. 6⽉下旬頃に出店許可証・搬⼊出の詳細を郵送させて頂きます
（出店許可証は当⽇必ずご持参ください。）

ご出店に関するルール・注意事項



イベント当⽇の⼊場・搬⼊・搬出について

ルール＆マナー

搬⼊＆ 準備 7⽉4⽇(⼟)の開始時間は7︓30を予定しております。詳細は６⽉下旬頃送付予定の搬⼊出の書類をご確認ください。
現地受付にて出店受付証を提⽰して、出店場所を確認してください。駐⾞場をご利⽤の⽅は会場に近い駐⾞場をご案内いたします。
トラックでの搬⼊等がある場合には別途ご相談ください。
※出店ブースの場所は事務局で決めさせていただきますので、出店場所の指定は出来ません。

お客様駐⾞場の駐⾞スペースに駐⾞をして搬⼊作業を⾏ってください。
搬⼊開始前に事務局の出店者様受付にて受付をお済ませください。
※駐⾞場からの荷物搬⼊は台⾞（各⾃でご持参ください）などでお願いいたします。
※最終搬出について、撤去に関しては原則20︓00の閉店後となります。
※当⽇の事務局のアナウンスにしたがってください。アナウンスがあるまでは台⾞を利⽤したブース外での撤去作業は⼀切できません。

ルール & マナーを守り、誰もが楽しめるイベントに!!
●時間外の搬出⼊はご遠慮ください。
●搬⼊出時に使⽤する台⾞等の資材はございませんので、必要な⽅は各⾃でご準備ください。
●主催者の指定するブース内で出店してください。エリアをはみ出しての陳列及び販売⾏為はお⽌めください。
●出店ブース内及び周辺でのライブやラジカセなどを使⽤した⾳出しはご遠慮ください。
●販売商品について、お客様から苦情等の問題が⽣じた場合、誠実に対処し当事者同⼠で解決してください。
●出店及び販売に伴って出たゴミは必ずお持ち帰りください。
●駐⾞場を含む場内での事故・盗難について主催者は⼀切の責を負いません｡
●主催者の指⽰に従い、本概要及びルールを厳守してください。
また、ルールから逸脱した⾏為を発⾒した場合は退去していただきます。

お問い合わせ・申込み先

KISARAZU × HAWAII  LIFESTYLE MARKET 2020 in オーガニックシティきさらづ事務局
担当 : 江森 TEL︓03-6712-7355（有限会社レイランド・グロウ内）

［ホームページ］http://hawaii.jp/
［メールでのお問い合わせ］contact@leiland.jp

搬⼊・搬出の開始及び終了時間等の詳細に関しましては、6⽉下旬ごろ出店許可証と⼀緒にメールでお送りいたします。

搬入・搬出の流れ・注意事項


