


VC'S クリエイターズマルシェ 出店要項

注意事項
①出店料１,０００円(税込１,１００円) お申し込み時にお支払い頂きます。

②商品代金の30％を頂戴いたします。※当店 レジ通過金額の70％をお支払いいたします。

③出店枠は抽選で決定させていただきます。

VC'S クリエイターズマルシェ申込

※ 申込受付は上記期間内、又は定員に達した時点で締め切りとなります｡

１、VC'Sクリエイターズマルシェ申込受付期間にお渡しします【出店のお約束】と【申込用紙】

に記載しております注意事項を確認の上、申込書に署名・捺印をお願いします。

２、使用区画は抽選で決定しメールにてお知らせいたします。

    ※ご要望があればテーブル又はイスのどちらかを貸出しいたしますが、抽選で決定し

       メールにてお知らせいたします。※イメージが3枚目にございます

３、お申し込み１グループにつき、原則１区画での開催となります。

４、2名以上でのグループ出店の場合、申込記入は代表の方のみで結構です。

ただし、規約事項は、出店者全員が遵守して下さい。

出店区画 ※イメージが3枚目にございます

１、区画は２０区画。1区画約２ｍ×２ｍ。

２、区画の印をつけておりますので、販売商品の陳列は区画からはみ出さないようにお願いします。

区画内に収まるテントやパラソルの使用を許可します。隣の方にご迷惑とならないようご注意ください。

ただし、強風などの理由でヴィシーズスタッフが危険と判断した場合、速やかに指示に従って

くださいますようお願いします。

３、区画の周囲に空いているスペースがある場合でも、個人の荷物を置くことはご遠慮ください。

開催時間・搬入・搬出等
         お車でお越しの方は、ホームセンター資材館横のスロープから入場できます。

１、VC'S クリエイターズマルシェ開催時間は、9:30～17:00です。

２、受付・搬入時間は 8:30～9:30 です。

9:30には店舗が開店し、お客様が入場されますので陳列等でお客様の妨げにならないよう

ご注意願います。

３、当日は、障害者優先駐車場の一部を開放しますのでそちらからも搬入可能です。(9:30まで)

４、障害者優先駐車場は使用しないで下さい。搬入後は速やかに移動お願い致します。

５、搬入後の駐車位置は屋上駐車場をご利用ください。

   6、現場での昼食は可能ですが、ゴミなどの処理は迷惑にならない様にお願い致します。

    フードパーク・テナント棟飲食店の利用も可。

    喫煙はフードパーク喫煙所を利用。

７、17:00前に撤去する場合、他の出店者や来場者の迷惑にならないようにお願いします。

８、片付け等を含め、クリエイターズマルシェ会場の利用時間は 18:00迄です。

９、搬入時に使用する台車は各自ご用意ください。

お会計方法

①出店者の店名と、商品売価（税別）を記入した【お会計カード】をお客様にお渡しください。

②お客様は【お会計カード】でヴィシーズのレジでお会計されます。

③【お会計カード】にお会計済の印としてヴィシーズの印鑑を押印しますので、お客様がブースに戻られたら

  商品をお渡しください。

  ④５千円以上の商品を販売する場合は、管理者名刺をお渡しください。

 6月25日(土)･26日(日)

【 開催日 】

 6月7日(火)9:30～6月20日(月)20:00まで

【 申込受付 】

 7月9日(土)･10日(日)  6月7日(火)9:30～6月30日(木)20:00まで

抽選結果報告

6月21日(火)

7月1日(金)



出店者とヴィシーズの精算方法
レジで確認できた【お会計カード】控をもとに毎月15日締め当月月末支払いでご登録いただく口座へ

振込みとなります。※ 振込手数料は、店舗負担になります。

出店者特典
１区画ご出店につき、ヴィシーズでのお買物が２０％引きになるクーポン券を１枚差し上げます。

３,０００円以上ご利用の際割引いたします。

一部割引対象外商品がございます。（ヴィシーズ会員割引に同じ)

有効期限は開催日当日まで。紛失の場合の再発行はできませんのでご注意ください。

キャンセルについて
１、出店お申込後のキャンセルは、開催日前日の 15:00までに

必ずお電話（ヴィシーズ 072-880-1031）でご連絡ください。

自己都合・無断キャンセルの場合、出店料の返金はできません。

また、無断キャンセルの場合は以後の出店をお断りさせて頂きますのでご注意下さい。

２、台風等の場合は止むなく中止になる場合があります。

開催中であっても、天候の急変の際は止むなく、中止とする場合がございます。

その際は速やかに販売行為の中止と退場をお願いします。

その他
１、ごみは必ずお持ち帰りください。開催会場内のごみ箱に売れ残った商品等を捨てるなどの

 行為が発覚した場合、以後の出店を禁止します。

２、隣や前後の区画の方が開催時間途中に帰られた場合であっても、空き区画に販売商品を

 陳列することは禁止します。

３、ペット連れでの出店はご遠慮ください。キャリーバック内でも 会場内へのペットの持込みは

できません。ただし、盲導犬は除きます。

４、気温等、体調の管理に十分気をつけてください。



開催会場での故意・過失・注意事項等
１、以下のものは販売を禁止します。

 〔１〕社会通念上並びに法律に違反する物品の販売は禁止。

・携帯電話等の販売、別途契約事項の生じる物や、露店商と見なされるものも同じく、

売ることは出来ません。

・コピー商品、盗品、ポルノ等、法に違反する物、不道徳品は売ることは出来ません。

・著作権などが発生する手作り商品などは売ることは出来ません。（例:キャラクター商品等)

 〔２〕会場での販売禁止事項

・開催中の場内で、他の出店者から買った物を自分の出店場所で売ることは禁止します。

・個人で仕入れた新品・中古品・B級品などの大量出品・骨董品(付加価値がついているもの）

・ブランド品（コピー商品が出回っているため)

・化粧品、洗剤類、生き物、高額商品、作動確認がされていない物、飲食品全般や特産品と医薬品、

刀剣は売ることは出来ません。

※出店者は会場内にて販売した商品について、明らかな不備があった場合は、

後日であっても返品や交換、返金に応じる必要があります。

その際に連絡が取れる様に、５千円以上の商品には必ず管理者名刺をお渡しください。

    もしもこの事実を発見、若しくは連絡を受けた場合は、以後の出店をお断りします。

２、駐車場内、会場内での個人の故意・過失による事故・トラブルについては一切の責任を負いません。

３、弊社スタッフ・来場者・通行客・他の出店者に対し、暴力・威嚇行為はもとより、

不快を与える行為をされた場合は退場していただき、以後の参加許可を取り消します。

その際、出店料の返金はいたしません。

４、会場施設に故意に傷を付けるなどの行為を発見した場合、改修費用を全額負担していただきます。

５、会場では、禁煙です。発電機・火気の使用は一切禁止します。喫煙は指定場所のみ可能です。

万引き、置き引きについて
会場内での万引きや、商品に係るトラブルに関して主催者側は一切の責任を負いません。

会場内では、販売商品等は各自で責任をもって管理してください。

区画イメージ

※イメージです。

変更になる場合があります。

その他、ご不明な点がございましたら、ヴィシーズ寝屋川店までお問合せ下さいませ

ヴィシーズ寝屋川店 営業時間  9：30～20：00

住所     寝屋川市寝屋南２－２２－１　２F ヴィシーズ館

電話     072-880-1031

テーブル

イス



VC'S クリエイターズマルシェ 出店のお約束
□にチェックを入れて下さい

□ 申込者は、同伴の出店者全員に「出店要項」及び「出店のお約束」の規約内容を遵守させて下さい。

    お約束いただいた上で申込用紙にご記入下さい。

□ キャンセルの連絡は必ず前日の15時までにお電話ください。

    また、無断キャンセルの場合は以後の出店をお断りさせて頂きますのでご注意下さい。

□ 雨天決行ですが、台風等状況により中止とさせていただく場合があります。

□ 受付・搬入時間は8：30～9：30です。

    当日は障害者優先駐車場の一部を開放しますのでそちらからも搬入可能です。（9：30まで）

□ 搬入後は速やかに移動して、障害者優先駐車場は使用しないで下さい。

□ 搬入後の駐車位置は屋上駐車場の指定区画とします。

□ 会場内は火気厳禁、禁煙、ペット同伴の参加もできません。

□ 現場での昼食は可能ですが、ゴミなどの処理は迷惑にならない様にお願い致します。

□ お弁当持参者はフードパークで飲食して下さい。フードパーク・テナント棟飲食店のご利用も可です。

□ ゴミは必ず持ち帰りください。会場内のゴミ箱に家庭のごみやVC'Sクリエイターズマルシェのゴミを捨てた

場合は以後の出店をお断りする場合もあります。

□ 天候等による体調管理はご自身で行なってください。

□ ヴィシーズ寝屋川店はマルシェ当日の駐車場内での個人の過失による事故・会場内での事故

 商品に関するトラブル（紛失・万引き）は一切責任を負いません。

□ 各会場の出店スペースから商品がはみ出さないようにお願いします。

□ 壁等への張り紙や会場内でのちらし配り・サークル・保険等の勧誘行為は一切できません

□ おもちゃなどその場で動作確認が必要です。販売者の管理者名刺をお渡しください。

組立のおもちゃ・パズルなどはご自宅で試してください。

故意に不良品を販売した場合は、以後の出店をお断り致します。

□ 販売できない商品

〔１〕社会通念上並びに法律に違反する物品の販売は禁止。

①携帯電話等の販売、別途契約事項の生じる物や、露店商と見なされるものも同じく、

売ることは出来ません。

②コピー商品、盗品、ポルノ等、法に違反する物、不道徳品は売ることは出来ません。

③著作権などが発生する手作り商品などは売ることは出来ません。(例：キャラクター商品等)

〔２〕会場での販売禁止事項

①マルシェ開催中の場内で、他の出店者から買った物を自分の出店場所で売る

ことは禁止します。

②個人で仕入れた新品・中古品・B級品などの大量出品・骨董品(付加価値がついているもの）

③ブランド品（コピー商品が出回っているため)

④化粧品、洗剤類、生き物、高額商品、作動確認がされていない物、飲食品全般や特産品と医薬品、

刀剣は売ることは出来ません。

※出店者は会場内にて販売した商品について、明らかな不備があった

場合は、後日であっても返品や交換、返金に応じる必要があります。

５千円以上の商品には必ず管理者名刺をお渡しください。

以上

□ 喫煙はフードパーク喫煙所をご利用下さい。



    VC'S クリエイターズマルシェに出店するにあたり、「出店のお約束」並びに別紙出店要項を

　　十分理解のうえ遵守することをお約束して頂いた上で申し込み用紙のご記入をお願いします。

VC'S クリエイターズマルシェ 申込用紙

受付番号 太枠内にご記入願います。

申込日 ２０２２年 ６月 日 出店日

ふりがな 店名

お名前 印　　　　　　　　　　　

連絡先

Ｅｍａｉｌアドレス

ご住所

口座開設場所
銀行 支店 普通

及び預金種目
当座

口座番号

※　確認のため、通帳（又はキャッシュカード）のコピーの提出をお願いします

※　振込先口座は本人の口座に限ります。

※　個人情報については、目的以外には使用いたしません。

主な出店同伴者   □お1人   □ご友人    □ご家族   □お仲間（            ）□教室生徒・講師

□手芸 □ 編物  □ 刺繍  □ パッチワーク □羊毛  □ 洋裁  □和裁

□その他（                                                                    ）

出店品 □ビーズ □ アクセサリー  □ その他（                                            ）  

□アート □ 絵画  □ 書道 □ 絵手紙 □ その他 （                             ）

□クラフト □ 革 □ フラワー □木工用品 

□ その他（                                         ）

＜個人情報の取り扱いについて＞
株式会社ビバホームは個人情報（氏名・住所・電話番号）のうち会員個人を特定できる情報の第三者への譲渡
並びにVC'Sクリエイターズマルシェ以外での使用は一切行いません。
但し、VC'Sクリエイターズマルシェの出店に関する問合せ等が発生した場合のみ、ご登録頂いた連絡先にお電話する場合があります

６/２５ ・ ６/２６ ・ ７/９ ・ ７/１０

〒 －

〇で囲んでください



店名

           お会計済ヴィシーズ印（日付）

商品売価（税別）           円 商品売価（税別）           円

クラスコード 46

ヴィシーズ控 出店者控

店名

           お会計済ヴィシーズ印（日付）

商品売価（税別）           円 商品売価（税別）           円

クラスコード 46

ヴィシーズ控 出店者控

店名

           お会計済ヴィシーズ印（日付）

商品売価（税別）           円 商品売価（税別）           円

クラスコード 46

ヴィシーズ控 出店者控

店名

           お会計済ヴィシーズ印（日付）

商品売価（税別）           円 商品売価（税別）           円

クラスコード 46

ヴィシーズ控 出店者控

店名

           お会計済ヴィシーズ印（日付）

商品売価（税別）           円 商品売価（税別）           円

クラスコード 46

ヴィシーズ控 出店者控

【お会計カード】

商品引換券

【お会計カード】

商品引換券

【お会計カード】
商品引換券

【お会計カード】

商品引換券

【お会計カード】

商品引換券



VC'Sクリエイターズマルシェ VC'Sクリエイターズマルシェ

販売管理者 販売管理者

お買い上げありがとうございます。 お買い上げありがとうございます。
何か商品に付いて、お問合せありましたら、 何か商品に付いて、お問合せありましたら、
下記電話番号まで、ご連絡下さいませ。 下記電話番号まで、ご連絡下さいませ。

TEL TEL

VC'Sクリエイターズマルシェ VC'Sクリエイターズマルシェ

販売管理者 販売管理者

お買い上げありがとうございます。 お買い上げありがとうございます。
何か商品に付いて、お問合せありましたら、 何か商品に付いて、お問合せありましたら、
下記電話番号まで、ご連絡下さいませ。 下記電話番号まで、ご連絡下さいませ。

TEL TEL

VC'Sクリエイターズマルシェ VC'Sクリエイターズマルシェ

販売管理者 販売管理者

お買い上げありがとうございます。 お買い上げありがとうございます。
何か商品に付いて、お問合せありましたら、 何か商品に付いて、お問合せありましたら、
下記電話番号まで、ご連絡下さいませ。 下記電話番号まで、ご連絡下さいませ。

TEL TEL

VC'Sクリエイターズマルシェ VC'Sクリエイターズマルシェ

販売管理者 販売管理者

お買い上げありがとうございます。 お買い上げありがとうございます。
何か商品に付いて、お問合せありましたら、 何か商品に付いて、お問合せありましたら、
下記電話番号まで、ご連絡下さいませ。 下記電話番号まで、ご連絡下さいませ。

TEL TEL

VC'Sクリエイターズマルシェ VC'Sクリエイターズマルシェ

販売管理者 販売管理者

お買い上げありがとうございます。 お買い上げありがとうございます。
何か商品に付いて、お問合せありましたら、 何か商品に付いて、お問合せありましたら、
下記電話番号まで、ご連絡下さいませ。 下記電話番号まで、ご連絡下さいませ。

TEL TEL



VC'S クリエイターズマルシェ 参加者アンケート

この度は、VC'S クリエイターズマルシェにご参加頂き誠にありがとうございました
ご参加頂いた方々には、何かとご不便等至らない点が多かったのではないかと存じます。
次回開催に向け、改善していきたいと思いますので、つきましては、アンケートにご協力の程
宜しくお願い致します。（お答え頂ける範囲でかまいません）

Ｑ１、 VC'S クリエイターズマルシェ 以外のフリーマーケットに参加された事はありますか？
はい いいえ どちらともいえない

Ｑ２、 Ｑ１ではいと答えた方は、どちらのフリーマーケットに参加されましたか？
    （参加された場所もしくはイベント名など）

Ｑ３、 どの位のペースでフリーマーケットに参加されていますか？
毎月 ２ヶ月に１回 ３ヶ月に１回 半年に１回 年１回 その他

Ｑ４、 今回のVC'S クリエイターズマルシェ に関して
良い まあまあ どちらともいえない

申込方法
規約内容

区画
雰囲気

Ｑ５、 売上目標金額はいくら位でしたか？
～5000円 ～１万円 ～５万円 ～１０万円 それ以上

Ｑ６、 売上目標金額に達しましたか？
はい いいえ どちらともいえない

Ｑ７、 次回また参加したいと思いますか
はい いいえ どちらともいえない

Ｑ８、 いつくらいなら参加できそうですか？
来月 ２ヶ月後 ３ヶ月後 半年後 １年後

Ｑ９、 VC'S クリエイターズマルシェ にはどの位のペースで参加出来そうですか？
毎月 ２ヶ月に１回 ３ヶ月に１回 半年に１回 年１回 その他

Q1０、 その他、ご意見・ご要望がありましたらお願い致します。

ご回答いただき誠にありがとうございます。
ご意見を参考にさせて頂き、改善に努めたいと思います。

悪い（恐れ入りますが内容の記入をお願いいたします）


