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おけるイメージ参照用として引用させていただいております
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「北海道まるごとフェア in サンシャインシティ」での出店店舗については、各地商工会
議所・関係団体の会員や、北海道最大の食の祭典「さっぽろオータムフェスト」での出
店実績のある飲食・物販店舗による出店構成を中心とし、北海道の食について積極的な
ＰＲを志向する店舗の誘致もあわせて行いながら、北海道の食の「魅力・クォリティ
＋ 安全・安心」を柱として、北海道ブランドの発信に結び付けていきます。

1869年（明治２年）、それまで「蝦夷地」と呼ばれていた
北の大地は、明治政府によって「北海道」と命名されました。
北海道は2018年、命名から150年の節目の年を迎えます。

これを踏まえて、北海道文化の発信や観光振興に向けた多様な
取り組みが予定されており、「北海道まるごとフェア in サン
シャインシティ」もその一つとして実施されます。

当フェアは、北海道が国内外に誇りうるコンテンツ「食」に
フォーカスし、北海道の食のポテンシャルと魅力を、東京・
池袋のランドマーク施設であるサンシャインシティを発信地
としてアピールしていく取り組みです。

実施に向けては、北海道商工会議所連合会と札幌商工会議所を
中心とした実行委員会を組織し、相互連携のもとで準備・運営
を進めていきます。

オータムフェスト出店等の実績を持つ店舗を揃えて北海道をＰＲ

１：企画趣旨
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【開催日程】 2018年10月12日（金）～10月14日（日） 計３日間

【主 催】 北海道まるごとフェア 実行委員会
＜構成団体＞

（一社）北海道商工会議所連合会、道内42商工会議所、北海道経済連合会、
北海道商工会連合会、北海道農業協同組合中央会、ホクレン農業協同組合連合会、
北海道漁業協同組合連合会、北海道木材産業協同組合連合、
（公社）北海道観光振興機構、（一社）札幌観光協会、㈱北洋銀行、
㈱北海道銀行、㈱北海道新聞社、㈱サンシャインシティ、

協力：北海道経済産業局、北海道、札幌市

【後 援】 東京都豊島区

【開催場所】 サンシャインシティ展示ホールＡ-１
（東京都豊島区池袋３-１-３ ワールドインポートマートビル４Ｆ）

【開催時間】 10:00～20:00（ラストオーダー19:30）
※開催初日の10月12日のみ11:00開始

２：開催概要

美味しい北海道がやってきた！
北海道まるごとフェア in サンシャインシティ
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３：屋内会場出展概要

各地商工会議所・関係団体の会
員や、北海道最大の食の祭典・
さっぽろオータムフェストでの
出店実績のある店舗、北海道の
食のＰＲに取り組みたい飲食店
舗などを中心として北海道の味
覚を提供します。

各地商工会議所・関係団体の会
員や、さっぽろオータムフェス
トに出店実績のある北海道内の
自治体を中心として、北海道内
各地の特産品や名産品等を物販
していきます。

◆１：飲食提供コーナー

１-１ イートイン（肉、海鮮、ラーメン、スープカレー、各コーナー）

◆２：物販コーナー

２-１ 市町村セレクション

北海道の新鮮な牛乳でつくられ
た北海道各地のチーズをはじめ、
おいしさに定評のある乳製品の
販売を行っていきます。

２-２ 北海道チーズマルシェコーナー
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全国的にも人気の高い北海道の
スイーツ！ 特に「さっぽろス
イーツ・コンペティション」で
注目の集まる札幌のスイーツを
中心に、各種のスイーツを販売
します。

２-３ さっぽろスイーツマルシェ

北海道の大地が生んだ各地ご自
慢の銘菓の数々を出品し、販売
していきます。

２-４ 北海道銘菓フェア



5北海道まるごとフェア in サンシャインシティ ご出店のご案内

４：屋内会場・会場構成

サンシャインシティ展示ホールＡ-１を広く使用し、各テーマゾーンを設けて会場
構成をしていきます。

※当会場図は現時点での想定のものとなります。構成は変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

飲食提供コーナー 物販コーナー

さっぽろオータムフェスト
セレクション

イートイン
海鮮メニューコーナー

さっぽろオータムフェスト
セレクション

イートイン
肉メニューコーナー

さっぽろオータムフェスト
セレクション

イートイン
ラーメンコーナー

北海道スイーツマルシェ

物販
スイーツ販売コーナー

物販
銘菓販売コーナー

北海道銘菓フェア

物販
お土産物品
販売コーナー

さっぽろオータムフェスト
市町村セレクション

物販
チーズ・乳製品
販売コーナー

北海道チーズマルシェ

イートイン
スープカレーコーナー

さっぽろオータムフェスト
セレクション
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５：屋内会場出店概要

◆１：飲食提供コーナー 出店概要

１-１ イートイン（肉、海鮮、ラーメン、スープカレー、各コーナー）

各地商工会議所・関係団体の会員や、北海道最大の食の祭
典・さっぽろオータムフェストでの出店実績のある店舗、
「北海道の食のＰＲに取り組みたい」という飲食店舗など
を中心として、北海道の味覚を提供します。

出店期間 営業時間 仕 様 基本設備 出店内容

2018年
10月12日（金）
～10月14日（日）
３日間・

10:00～20:00
※12日は11:00～
※ラストオーダー
19:30

システムパネル
三方囲み

間口２m×奥行３m

直結給排水２槽シンク １台
（ただしブロック単位の付設）
２口コンセント(100ｖ1000ｗ)×1
店舗サイン（W1,800×H900）×１

道産食材を使用した
メニューを
提供いただきます。

【 ブース仕様 】
平面図（概略図）

電気
使用料

100V 1,000円 / 1日1.0kWまで（1小間あたり）(税別)

200V 1,500円 / 1日1.5kWまで（1小間あたり）(税別)

販売売上げのロイヤリティ15％を徴収いたします。

【 出店料金について 】

■ブース装飾には規定がございます。事前に内容をご相談ください。
■搬入・搬出には時間に制限がございますので、所定の時間内にお願い申し上げます。
■会場には出店者様の駐車場はございません。路上駐車も禁止されていますので、厳守願います。
■出店者様が出されたゴミは必ずお持ち帰り頂きますようお願い申し上げます。
※会場内にてゴミ処理を依頼される場合は、イベント会場ゴミ処理手数料シールのご購入が必要となります。
■その他、実行委員会、会場管理者の取り決めにより他イベントと異なる禁止事項もございますので、実施内容に関しましては事前に
ご相談下さい。

【 別途必要となる経費 】

【 注意事項 】

○給排水が必要な出店者様は別途ご相談ください。
○盗難・火災・食中毒等による損害賠償責任保険は
出店者様にてご加入願います。

会場内は屋内施設のため、調理行為は全て電気での調理となります。ガスは取り扱いできませんので
ご了承ください。

【 電気容量増設の場合 】
○電気増設工事費 100ｖ1.0kw コンセント含

１口：12,000円（税別）

３ｍ

２ｍ
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２ｍ

２ｍ

◆２：物販コーナー 出店概要

２-１ 市町村セレクション

各地商工会議所・関係団体の会員や、さっぽろオータム
フェストに出店実績のある北海道内の自治体を中心として、
北海道内各地の特産品や名産品等を物販していきます。

出店期間 営業時間 仕 様 基本設備 出店内容

2018年
10月12日（金）
～10月14日（日）
３日間・

10:00～20:00
※12日は11:00～
※ラストオーダー
19:30

システムパネル
三方囲み

間口２m×奥行２m

２口コンセント(100ｖ1000ｗ)×１

店舗サイン（W1,800×H900）×１

北海道内各市町村の
特産品や名産品を
ＰＲ・販売して
いただきます。

【 ブース仕様 】
平面図（概略図）

電気
使用料

100V 1,000円 / 1日1.0kWまで（1小間あたり）(税別)

200V 1,500円 / 1日1.5kWまで（1小間あたり）(税別)

販売売上げのロイヤリティ15％を徴収いたします。

【 出店料金について 】

【 別途必要となる経費 】

【 注意事項 】

○盗難・火災・食中毒等による損害賠償責任保険は
出店者様にてご加入願います。

■当ブースでは、調理販売はできません。
■手洗いシンクは共用設備をご利用ください。
■ブース装飾には規定がございます。事前に内容をご相談ください。
■搬入・搬出には時間に制限がございますので、所定の時間内にお願い申し上げます。
■会場には出店者様の駐車場はございません。路上駐車も禁止されていますので、厳守願います。
■出店者様が出されたゴミは必ずお持ち帰り頂きますようお願い申し上げます。
※会場内にてゴミ処理を依頼される場合は、イベント会場ゴミ処理手数料シールのご購入が必要となります。
■その他、実行委員会、会場管理者の取り決めにより他イベントと異なる禁止事項もございますので、実施内容に関しましては
事前にご相談下さい。

【 電気容量増設の場合 】
○電気増設工事費 100ｖ1.0kw コンセント含

１口：12,000円（税別）
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２ｍ

２ｍ

２-２ 北海道チーズマルシェ コーナー

北海道の新鮮な牛乳でつくられた北海道各地のチーズを
はじめ、おいしさに定評のある乳製品等の販売を行って
いきます。

出店期間 営業時間 仕 様 基本設備 出店内容

2018年
10月12日（金）
～10月14日（日）
３日間・

10:00～20:00
※12日は11:00～
※ラストオーダー
19:30

システムパネル
三方囲み

間口２m×奥行２m

２口コンセント(100ｖ1000ｗ)×１

店舗サイン（W1,800×H900）×１

北海道内各地の
チーズや乳製品を
ＰＲ・販売して
いただきます。

【 ブース仕様 】
平面図（概略図）

電気
使用料

100V 1,000円 / 1日1.0kWまで（1小間あたり）(税別)

200V 1,500円 / 1日1.5kWまで（1小間あたり）(税別)

販売売上げのロイヤリティ15％を徴収いたします。

【 出店料金について 】

【 別途必要となる経費 】

【 注意事項 】

○盗難・火災・食中毒等による損害賠償責任保険は
出店者様にてご加入願います。

■当ブースでは、調理販売はできません。
■手洗いシンクは共用設備をご利用ください。
■ブース装飾には規定がございます。事前に内容をご相談ください。
■搬入・搬出には時間に制限がございますので、所定の時間内にお願い申し上げます。
■会場には出店者様の駐車場はございません。路上駐車も禁止されていますので、厳守願います。
■出店者様が出されたゴミは必ずお持ち帰り頂きますようお願い申し上げます。
※会場内にてゴミ処理を依頼される場合は、イベント会場ゴミ処理手数料シールのご購入が必要となります。
■その他、実行委員会、会場管理者の取り決めにより他イベントと異なる禁止事項もございますので、実施内容に関しましては
事前にご相談下さい。

【 電気容量増設の場合 】
○電気増設工事費 100ｖ1.0kw コンセント含

１口：12,000円（税別）
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３ｍ

２ｍ

２-３ 北海道スイーツマルシェ

全国的にも人気の高い北海道のスイーツ！ 特に「さっ
ぽろスイーツ・コンペティション」で注目の集まる札幌
のスイーツを中心に、各種のスイーツを販売します。

出店期間 営業時間 仕 様 基本設備 出店内容

2018年
10月12日（金）
～10月14日（日）
３日間・

10:00～20:00
※12日は11:00～
※ラストオーダー
19:30

システムパネル
三方囲み

間口２m×奥行３m

２口コンセント(100ｖ1000ｗ)×１

店舗サイン（W1,800×H900）×１

北海道内産の
各種スイーツを
ＰＲ・販売して
いただきます。

【 ブース仕様 】
平面図（概略図）

電気
使用料

100V 1,000円 / 1日1.0kWまで（1小間あたり）(税別)

200V 1,500円 / 1日1.5kWまで（1小間あたり）(税別)

販売売上げのロイヤリティ15％を徴収いたします。

【 出店料金について 】

【 別途必要となる経費 】

【 注意事項 】

○盗難・火災・食中毒等による損害賠償責任保険は
出店者様にてご加入願います。

■当ブースでは、調理販売はできません。
■手洗いシンクは共用設備をご利用ください。
■ブース装飾には規定がございます。事前に内容をご相談ください。
■搬入・搬出には時間に制限がございますので、所定の時間内にお願い申し上げます。
■会場には出店者様の駐車場はございません。路上駐車も禁止されていますので、厳守願います。
■出店者様が出されたゴミは必ずお持ち帰り頂きますようお願い申し上げます。
※会場内にてゴミ処理を依頼される場合は、イベント会場ゴミ処理手数料シールのご購入が必要となります。
■その他、実行委員会、会場管理者の取り決めにより他イベントと異なる禁止事項もございますので、実施内容に関しましては
事前にご相談下さい。

【 電気容量増設の場合 】
○電気増設工事費 100ｖ1.0kw コンセント含

１口：12,000円（税別）
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２-４ 北海道銘菓フェア

北海道の大地が生んだ各地ご自慢の銘菓の数々を出品し、
販売していきます。

電気
使用料

100V 1,000円 / 1日1.0kWまで（1小間あたり）(税別)

200V 1,500円 / 1日1.5kWまで（1小間あたり）(税別)

販売売上げのロイヤリティ15％を徴収いたします。

【 出店料金について 】

【 別途必要となる経費 】

【 注意事項 】

○盗難・火災・食中毒等による損害賠償責任保険は
出店者様にてご加入願います。

■当ブースでは、調理販売はできません。
■手洗いシンクは共用設備をご利用ください。
■ブース装飾には規定がございます。事前に内容をご相談ください。
■搬入・搬出には時間に制限がございますので、所定の時間内にお願い申し上げます。
■会場には出店者様の駐車場はございません。路上駐車も禁止されていますので、厳守願います。
■出店者様が出されたゴミは必ずお持ち帰り頂きますようお願い申し上げます。
※会場内にてゴミ処理を依頼される場合は、イベント会場ゴミ処理手数料シールのご購入が必要となります。
■その他、実行委員会、会場管理者の取り決めにより他イベントと異なる禁止事項もございますので、実施内容に関しましては
事前にご相談下さい。

２ｍ

２ｍ

出店期間 営業時間 仕 様 基本設備 出店内容

2018年
10月12日（金）
～10月14日（日）
３日間・

10:00～20:00
※12日は11:00～
※ラストオーダー
19:30

システムパネル
三方囲み

間口２m×奥行２m

２口コンセント(100ｖ1000ｗ)×１

店舗サイン（W1,800×H900）×１

北海道の生んだ
各地ご自慢の銘菓を
ＰＲ・販売して
いただきます。

【 ブース仕様 】
平面図（概略図）

【 電気容量増設の場合 】
○電気増設工事費 100ｖ1.0kw コンセント含

１口：12,000円（税別）
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６：屋外会場出展概要

こちらの出展コーナーは、炭や
ガスによる裸火での調理提供と
なります。海鮮品や肉類など、
北海道の食材を炭焼きにて提供
していただきます。

◆飲食提供コーナー

●北海ろばた焼きコーナー（炭焼きコーナー）
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７：屋外会場・会場構成

屋外会場のメイン動線に沿った、会場入り口両サイドの２カ所にコーナーを設けて
実施していきます。

※当会場図は現時点での想定のものとなります。構成は変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

屋外会場

ろばた焼きコーナー
（炭焼きコーナー）

屋外会場

ろばた焼きコーナー
（炭焼きコーナー）
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８：屋外会場出店概要

◆飲食提供コーナー 出店概要

●北海ろばた焼きコーナー（炭焼きコーナー）

こちらの出展コーナーは、炭やガスによる裸火での
調理提供となります。海鮮品や肉類など、北海道の
食材を炭焼きにて提供していただきます。

出店期間 営業時間 仕 様 基本設備 出店内容

2018年
10月12日（金）
～10月14日（日）
３日間・

10:00～20:00
※12日は11:00～
※ラストオーダー
19:30

テント
三方囲み

間口3.6m×奥行2.7m

２口コンセント(100ｖ1000ｗ)×1
店舗サイン（W1,800×H900）×１

道産食材を使用した
メニューを
提供いただきます。

【 ブース仕様 】
平面図（概略図）

電気
使用料

100V 1,000円 / 1日1.0kWまで（1小間あたり）(税別)

200V 1,500円 / 1日1.5kWまで（1小間あたり）(税別)

販売売上げのロイヤリティ15％を徴収いたします。

【 出店料金について 】

■ブース装飾には規定がございます。事前に内容をご相談ください。
■搬入・搬出には時間に制限がございますので、所定の時間内にお願い申し上げます。
■会場には出店者様の駐車場はございません。路上駐車も禁止されていますので、厳守願います。
■出店者様が出されたゴミは必ずお持ち帰り頂きますようお願い申し上げます。
※会場内にてゴミ処理を依頼される場合は、イベント会場ゴミ処理手数料シールのご購入が必要となります。
■その他、実行委員会、会場管理者の取り決めにより他イベントと異なる禁止事項もございますので、実施内容に関しましては事前に
ご相談下さい。

【 別途必要となる経費 】

【 注意事項 】

○給排水が必要な出店者様は別途ご相談ください。
○盗難・火災・食中毒等による損害賠償責任保険は
出店者様にてご加入願います。

【 電気容量増設の場合 】
○電気増設工事費 100ｖ1.0kw コンセント含

１口：12,000円（税別）

2.7ｍ

3.6ｍ
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９：取り扱い食品の原則

当フェアの実施にあたって、東京都豊島区管轄の保健所で定められた基準により、
提供・販売できる品目の規定がございますので、ご了承ください。

取り扱い食品の原則（販売・提供不可品目など）

１：提供不可食品 生もの（さしみ、すし等）、生クリームを取り扱わない。

２：仕込み行為

原材料の細切等の仕込み行為は、その場で行わない。
仕込みの必要な原材料を使用する場合は、あらかじめ営業許可を
受けた施設等で仕込みを行い、必要に応じて使用（調理）直前まで
十分に冷蔵したものを使用する。

３：アイスクリーム
ソフトクリーム

の提供

提供方法や使用機器等、定められた基準に合致したうえで販売・
提供が可能。

４：水の使用量 その場での製造、加工及び調理に多量の水の使用を必要とするものは
取り扱わない。

５：加熱処理の原則 ところてん、かき氷、清涼飲料水及び酒類を除き、客への提供直前に
加熱処理を行えるもの以外は取り扱わない。

※出店者様のメニューにつきましては、あらかじめ事務局より事前にご相談をさせていただく
場合がございます。ご了承くださいましたうえ、よろしくご協力くださいますよう、お願い
申し上げます。




