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ご挨拶

芽室町で飲食事業を営む会社「めむろプラニング」と申します。
1970年創業の「スズキドライブイン」を前身とし、2022年現在では町内で
仕出し店・焼肉店(すず喜、)の経営と、町営保育所の給食事業に携わっています。

当社がドライブインを営業していた当時、
隣接する敷地で手作りのパークゴルフ場を経営していました。 (1988年～)
当時はパークゴルフ場の先掛的な存在であり、地域の皆さまにも喜ばれ大盛況でした。
ですが、時代の流れと共に客足は遠退き、2010年に閉鎖して以降、
パークゴルフ場は⾧らく空き地のままとなっていました。

『ドライブインスズキ』外観
（1987年に『スズキドライブイン』より改称）

併設されたパークゴルフ場の様子



Introduction

その後 2018年末に、旧パークゴルフ場の再活用を目的としたプロジェクト

『かみめむろプチマルシェ構想』が始まりました。

2019年『やさしい森のじかん』の様子

人・物・自然の交流を育むこと

”公園や森林とは異なる、程よい草木に包まれる自然”

“国道沿いのアクセスの良さ”

翌年 2019年に、十勝で活動されている出店者の方々のご協力を頂き、
旧パークゴルフ場で「やさしい森のじかん」というイベントを２回開催する事ができました。

を活かし、

地域の価値を高めること

”雄大な日高山脈を見渡せる景観の良さ”

を目的としていました。

ご挨拶



Introductionご挨拶
2020年夏季には、コロナ禍においても

「町民や近隣の方が安心して楽しめる遊び場、憩いの場、癒しの場を提供したい」
との想いが強くなり、定期的なマルシェ形式でのイベント開催がはじまりました。

『ちいさな森のマルシェ』の誕生です。
結果として、コロナ禍において

の皆様にとって、とても喜んで頂けるイベントとなりました。
販売先の無い 生産者 表現の場の無い アーティスト 遊び場の無い 地域の方々

2020年『ちいさな森のマルシェ』の様子



Introduction

現在も新型コロナウィルスの世界的な流行は継続しており、
新しい生活様式の実践が余儀なくされていますが、
この場所（“ちいさな森”）においては、屋外であることから、
屋内に比べて三密を避けた安全なイベントを開催できると考えています。

これがこの場所における、私たちのメインテーマです。

前置きが⾧くなりましたが、この場所での定期的なマルシェの開催、
またその他のイベント開催において、関係者の皆さまには一層のご協力を
賜りますようよろしくお願い申し上げます。

人と人、人と物、人と自然が、安全にふれあえる環境を提供し続ける。

ご挨拶



過去開催の実績

2020年開催 2021年開催

開催日数 22日
（26日開催予定、内4回は雨天中止）

20日
（22日開催予定、内2回は雨天中止）

来場者数
（※売上と駐車場
利用率から算出。
延べ人数）

総数2,400名以上
（１日平均：109名）

総数3,000名以上
（１日平均：150名）

（１日最大：400名以上）

出店者数 54団体

（総出店数： 123件）
（1日平均出店数：6件）

101団体
（総出店数： 258件）

（１日平均出店数：12件）



北海道新聞 2020.7.16

十勝毎日新聞 2020.7.24

十勝毎日新聞 2020.7.12
十勝毎日新聞 2020.9.11

北海道新聞 2020.8.18

十勝毎日新聞 2020.10.13

メディアによるご紹介過去開催の実績



十勝毎日新聞 2021.9.8

メディアによるご紹介過去開催の実績

十勝毎日新聞 2021.6.28

NHK北海道 2021.7.11

十勝毎日新聞 2021.8.27



開催概要①

『ちいさな森のマルシェ2022』名称

2022年7月16日(土) ～9月25日(日) 土日（計18回開催予定）期間

芽室町上芽室基線4番地11（めむろプラニング東隣の敷地）場所

有限会社めむろプラニング主催

芽室町観光物産協会後援

内容 ・出店者様による飲食品、農産物、雑貨等の販売
・音楽演奏、ものづくり体験等参加型イベント
・当社による飲食品、地場産品等の販売
・アウトドアでの寛ぎ空間の提供
（ハンモック、ブランコ、ソファ、ベンチ等）

ー営業時間： 10時～16時
ー雨天・荒天時は中止, （開催可否・出店スケジュールはWeb、FBイベントページに掲載）

※8月13日、8月14日、9月3日、9月4日はお休み



開催概要②

募集店舗

入場料

出店料

広報

問合せ

設備

1,000円／１日出店あたり
※但し、金銭を受領しない出店は無料。売上手数料等も頂戴しません。

SNS、町内外の協賛店舗へのチラシ掲示依頼

有限会社めむろプラニング川上（0155-61-3881）

・電気（※お持ち込みの電源が無い場合、コードリールで延線します（有料・先着順））
・水道（シンク無し、取水・排水設備有、継続使用時はホースで延線可能）
・駐車場（約50台分）
・トイレ（男女１部屋ずつ）
・テント、タープ、テーブル、椅子、クロス等（※借用は有料となります）

一日あたり最大20店舗予定

無料



出店要項①

ご出店について
・密集を防ぐため、一日の出店者を最大20店舗程度に制限させて頂きます。（状況により変動する可能性があります）

・ご出店のお申込みは基本的に先着順でお受付けいたしますが、

各出店者様のご状況を考慮して調整させていただく場合があります。

・特定の政治・宗教団体、過激な思想を持つ団体、反社会的な団体につきましては、ご出店をお断りします。

・その他、運営の妨げとなる場合やお願い事項をお守り頂けない場合、

また開催の主旨やコンセプトに反すると判断される出店につきましては、

ご出店の途中であったとしても、ご出店をお断りする可能性がございます。

ご準備について

・ご出店に必要な備品(テント・什器・電源等)は、各自でご用意願います。借用設備(※有料)についてはご相談ください。

・飲食店営業、食品販売、移動販売車等の営業に必要な許可(臨時営業許可)は、出店者様にて事前に取得をお願いします。

・飲食料品等の販売を行う方は、衛生面に細心の注意を払い、PL保険への加入等、万が一への対策も万全にお願いします。

・火気の使用については、消火器等の消火設備をご用意の上、十分に安全対策を講じた上で行って下さい。

消防への届出が必要なケースにつきましては、当社へ事前ご連絡の上、出店者様にて消防へ届出をお願いします。

・生産者、作りの手の“顔が見える”農産物・加工品・雑貨品等の販売
・子供から大人まで楽しめるワークショップの開催
・子供から大人まで楽しめる音楽・ダンス・大道芸等のパフォーマンス
・地域の行事や取組、活動の紹介ブース
・絵画、写真、工作物等のアート作品の展示

推奨するご出店形態



出店要項②

設営について

・当日朝7:30以降から設営・搬入可能です。出店場所はご到着順でお好きな場所に決めていただきます。

※出店者多数の場合、及びご出店形態によって場所が限られる場合等は、予め場所を指定させて頂く可能性があります。

・搬入車両は会場内へ乗り入れ可能です。

車輛は9:30までにスタッフ駐車場へご移動願います。（キッチンカー等の販売用車両や展示用車両は除く）

・営業時間中（10時～16時）は、会場内に車両を入れないようご協力をお願いいたします。

※やむを得ない理由で、途中入退場される場合はスタッフが誘導しますので、事前にお声がけください。

撤収について

・イベント終了後、17:30頃までに撤収できるようご準備をお願いします。

・出店者様にて発生したゴミ類は、お持ち帰りくださいますようお願いいたします。

（※分別毎に分けていただければ、45リットル袋１袋あたり200円税込で引き取りも可能です。事前にお申込みください）

・会場使用箇所については、原状復帰をお願いします。

（※車両の乗り入れ等でやむを得ない場合はありますが、芝生・樹木は極力傷付けないようご配慮願います）

お手伝いについて

・余力がある出店者様につきましては、お客様の寛ぎスペース（テーブル、椅子、テント、タープ等）の

設営/片付けについて、ご協力頂けると大変助かります。



出店要項③

新型コロナについて

・感染対策は各出店者様にて、万全な対応をお願いいたします。

（消毒、マスク・手袋、ソーシャルディスタンス等）

・感染者・濃厚接触者、体調不良の方のご出店は、固くお断りいたします。

中止について

・雨天・強風・落雷・荒天予報、または伝染病の状況等で行政から指示があった場合は、原則中止といたします。

※小雨の場合や、早期に天候の回復が見込まれる場合は、開催します。

※中止の場合は、出店料は頂戴致しません。

→前日判断の場合：前日19時までにご出店者様に連絡します。

→当日判断の場合：当日7時までにご出店者様に連絡します。

・当日開催中に急な悪天候等となった場合は、中止とさせて頂く可能性がございます。

広報・SNSについて

・各出店者様にて、SNSやメディア等で発信していただくことは大歓迎です。

当マルシェのハッシュタグ「#ちいさな森のマルシェ」（※“ちいさな”は平仮名）、ロゴ画像、チラシ画像、
および当社アカウントが各種SNSで投稿した画像は、ご自由にご利用ください。

・運営にて、ご出店者様、商品、パフォーマンス、会場の様子等を撮影してSNS等に掲載させていただく場合があります。

撮影や掲載をご承諾いただけないご出店者様は、事前にお申し出ください。



出店要項④

トラブルについて

・イベント全体でのトラブルやクレームについては、当社にて責任を持って対応致します。

・個々の出店者様や販売品についてのトラブル、出店者様同士、出店者とお客様の間でのトラブルについては、

当事者となる出店者様の責任として対応をお願いします。緊急性が高い場合や悪質な場合は、運営にて即時通報します。

・緊急事態が発生した場合は、即時マルシェ責任者（川上）か、当社運営スタッフにご連絡ください。

ご来場者の安全を最優先に考え対応しますので、ご協力をお願いいたします。

【緊急時の連絡体制図】

ご出店者様 運営スタッフ

マルシェ責任者（川上）

警察/消防署・病院等関係機関

ケガ・急病人

火災・地震

不審者・不審物・脅迫

トラブル・緊急事態発生



お申込み

① 次頁の必要事項をご用意の上、下記のWebフォームにてお申込みをお願いします。

Webフォームでのご回答が難しい場合は、メール、LINE、メッセンジャー、FAX、書面等でも受付いたします。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

お問合せ先：0155-61-3881 （めむろプラニング川上）

https://forms.gle/TyDyBb311Ctzg7CF8

ちいさな森のマルシェ2022

ご出店お申込みフォーム

② SNS掲載用の画像１枚を、メール、LINE、メッセンジャー等に添付してお送りください。

③ 運営にてお申込み内容を確認した後に、お申込み完了のご連絡を差し上げます。

ご連絡までお時間を頂戴する場合がございますが、今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。



お申込み 下記の必要事項をご用意の上、ご出店のお申込みをお願いします。

No 内容 備考

1 ご出店名 こちらの名称で、SNS等にも掲載させていただきます。

2 担当者名（フルネーム） ご連絡用（公表しません）

3 ご連絡先（電話番号） ご連絡用（公表しません）

4 ご出店形態 ご出店形態をご選択ください。（複数可）

5 SNS掲載用の説明文章①【30字以内】 ご出店内容を『簡単に』ご紹介する文章をご記入願います。
（例：コーヒー/ドリンク販売）
（例：十勝産材料の手作りスイーツ販売）

6 SNS掲載用の説明文章②【150字以内】 ご出店者ご自身や、ご出店内容をご紹介する文章をご記入願います。

7 ご出店内容
（商材例、ジャンル、料金、時間等）

販売の方は商材例を、パフォーマンスやワークショップの方は、その
ジャンルや内容・時間等についてご記入願います。（運営確認用）

8 ご出店希望日 開催日→2021 年 7 月～9月の毎週土日（※7/17, 18, 9/11, 12はお休み）

9 借用予定の備品 後述の「備品一覧」より必要なものをご記入ください。

10 電源使用の有無
（めむろプラニングから引き込み【有料】

or 電源お持込）

めむろプラニングから引き込みご希望の場合は共用となりますので、使
用電力量をお知らせください。お申込み順や使用機器によっては、ご使
用電力量に添えない場合があります。予めご了承ください。コードリー
ル・延⾧ケーブル等は可能な限りお持ち込みください。

11 火器使用の有無 消化器等の消火設備を必ずご用意の上、安全対策を万全にお願いします

12 SNSアカウント・Webサイト Facebook、Instagram、Twitter等、ご紹介できるSNSアカウントやWeb
サイトをお持ちでしたら、アカウント名・URL等をご記入ください。

13 SNS掲載用の画像 １枚 1000px×1000pxのJPEG形式が理想ですが、
サイズ外でもリサイズ・トリミングした上で使用させていただきます。

14 同意確認 企画書の出店要項を全て確認し、記載事項(新型コロナ感染対策、安全対
策、必要な許可/申請類の事前取得、出店料、開催中止規定)を遵守いただ
ける方のみ、お申込みをお願いします。



備品一覧 備品借用がある場合、お申し込みください。（先着順）

No 備品名 備考・仕様・メーカー名 使用料(税込)/日

1 タープテント VISION PEAKS（幅270cm×奥行270cm×高さ263cm） 300円

2 ヘキサゴンタープ CAPTAIN STAG UA-1069（幅400cm×奥行420cm×高さ220cm） 300円

3 ⾧テーブル（普通） ニシキ工業 PET-1850（幅180cm×奥行50cm×高さ70cm） 200円

4 ⾧テーブル（低） （幅180cm×奥行45cm×高さ29cm） 200円

5 パイプイス 100円

6 テント横幕（1枚） （幅214cm×高さ143cm） 100円

7 白クロス （幅240cm×150cm）
※屋外使用の為、一部汚れ・破れ等あります。 200円

8 ゴミ回収（1袋） 45ℓ袋、当社にて回収いたします。 ※分別必須 200円

9 電源
（コードリール延線）

※可能な限り発電機やバッテリーのお持ち込みをお願いします。
※電源供給はベストエフォート対応です。供給先にて申告以上の
電力を使用された場合や、コードリールの定格を超える場合は、
必要量の電力を供給できない可能性があります。

500円

※ご出店料と一緒にまとめてご請求させていただきます。



ご案内

イベントデー

・ちいさな森のマルシェ開催期間中に、

１日間テーマに沿った出店や催し物を行う日を「イベントデー」として定めています。

（当社が企画するイベントデーも、ご出店者様有志が企画されるイベントデーもあります。）

・イベントデー企画を希望されるご出店者様は、ご希望の日と概要について事前にお知らせ願います。

打ち上げ

・マルシェの全日程終了後、ご出店者様・関係者の皆様をお迎えして打ち上げパーティーを開催します。

2022年10月3日(月曜)のお昼頃を予定していますので、近くなりましたら改めてご案内差し上げます。

（天候や感染症等の状況により、延期・中止となる可能性があります）

①ご出店は企画者を含めて５店舗以上であること。
②先約のご出店者様がいる場合は、その方も出店可能であること。
③イベントデー開催を知らずに、当日通常の「ちいさな森のマルシェ」と思って
ご来場いただく方々の為にも、ご配慮いただいた内容であること。

イベントデー企画の条件



Mapアクセス



Map 会場マップ

黄色の四角が、１店舗あたりの
ご出店可能エリアになります

（※出店者多数の場合、及びご出店形態によっ
て場所が限られる場合等は、予め場所を指定さ

せて頂く可能性があります。）

アクセス



Schedule
2022年 7月

月日 内容 備考

7月16日(土)
「ちいさな森のマルシェ vol.①」

7月17日(日)
「ちいさな森のマルシェ vol.②」

7月23日(土)
「ちいさな森のマルシェ vol.③」

7月24日(日)
「ちいさな森のマルシェ vol.④」

7月30日(土)
「ちいさな森のマルシェ vol.⑤」

7月31日(日)
「ちいさな森のマルシェ vol.⑥」

スケジュール



2022年 8月
月日 内容 備考

8月6日(土)
「ちいさな森のマルシェ vol.⑦」

8月7日(日)
「ちいさな森のマルシェ vol.⑧」

8月13日(土)
※マルシェ開催無し
（他イベント対応予定のため）

8月14日(日)
※マルシェ開催無し
（他イベント対応予定のため）

8月20日(土)
「ちいさな森のマルシェ vol.⑨」

8月21日(日)
「ちいさな森のマルシェ vol.⑩」

8月27日(土)
「ちいさな森のマルシェ vol.⑪」

8月28日(日)
「ちいさな森のマルシェ vol.⑫」

スケジュール



2022年 9月
月日 内容 備考

9月3日(土)
※マルシェ開催無し
（保育所運動会のため）

9月4日(日)
※マルシェ開催無し
（保育所運動会のため）

9月10日(土)
「ちいさな森のマルシェ vol.⑬」

9月11日(日)
「ちいさな森のマルシェ vol.⑭」

9月17日(土)
「ちいさな森のマルシェ vol.⑮」

9月18日(日)
「ちいさな森のマルシェ vol.⑯」

9月24日(土)
「ちいさな森のマルシェ vol.⑰」

9月25日(日)
「ちいさな森のマルシェ vol.⑱」 ※マルシェ最終日

10月3日(月)
ちいさな森のパーティー ※出店者様・関係者様

打ち上げパーティー

スケジュール


