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必ずお読みになった上ご来場ください

泰平の祈り同時開催のため、時間、駐車場など変更点がございます。
運営代表の合原は泰平の祈りの運営も行うため、当日対応が難しくなります。

よくお読みになった上で、ご質問などは早めにご連絡ください。



FC/DC
キッチンカーゾーン

午前から出店の
キッチンカー5台

仮設トイレ
OT アクティビティ
・ショーゾーン

スロープ逆走禁止

泰平の祈り
本部テント

会場内一方通方

違反者には厳しい措置を取ります

搬入時のスロープ逆走は原則当日出店禁止
搬出時のスロープ逆走は原則次回出店禁止

許可証の記入・掲示がない車両は会場内侵入禁止
ご用意いただくまで入場できません
ご用意に時間がかかり搬入時間を過ぎた場合は原則入場できません

会場内はハザード点灯+徐行
特に終了後の会場内走行は来場者に注意
エンジン始動前に、車両下や死角に
子どもがいないか必ず確認してください

ここには駐車
できません！
ここには駐車
できません！ 搬出スロープ

ルール違反者への出店停止に関し、
出店料返金は一切行いません

観光バスのような大型車両は、
このスロープを通行できません。
そのため退出は22:30以降（それ以前は不可）、
搬入スロープより行っていただきます。
その際、搬入スロープ入口に人員を配置し
一時的に搬入車をストップさせてください。

会場全体マップ（基本レイアウト）1 開催日によってブースレイアウトは変更になりますのでご注意ください。
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殿橋南

出店者
右折禁止

ダッシュボードに
記入済み許可証の掲示
がなければ入場不可

※運営で予備の用意はしません

泰平の祈りに使用するため、
ここは待機場所としても使用できません！
ご自身で調整して搬入時間内に
ご来場ください。

搬入スロープ逆走禁止

逆走禁止

許可証の記載・掲示がない車両は
入場できません。

堤防道路を抜けてください。
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キッチンカー(FC/DC)出店者一覧 ・ 搬入時間グループ2 2022.11/26 ※ご自店の掲載があるか、必ずご確認ください
●印はドリンクのみ販売（DC）
⭐印はタンブラー特典あり

※搬入の際、誘導ができない
　可能性がございます。
　全体マップの出店場所を
　ご確認の上ご来場ください。
　来場順に仮設トイレ横から
　詰めていただきます。

キッチンカー 　搬入時間 14：20～15:00　午前出店キッチンカー 
搬入時間 10：00～10:20　

FC-149 Car's dining DAN

FC-150 キッチンClover

FC-151 Rico Rico roast & grill

FC-159 ダイワスーパー

FC-163 Kiora

FC-164 サーフラップス

FC-166 PINGA

FC-169 雷カレー

FC-186 yatai dining 赤富士

FC-999 金原酒店⭐

DC-004 マルニレモン

DC-005 Going Cafe

DC-007 アヤキコーヒー

DC-008 equal COFFEE STAND

FC-006 アジアンキッチンエリー

FC-009 四季彩屋

FC-010 青空バルMUUTAN

FC-011 ゼルビーノカトウ

FC-014 Gruppocafe

FC-015 メルハバカフェ

FC-029 暴れん坊チキン

FC-030 黎明

FC-053 イモッチ

FC-063 ポルタフェリーチェ⭐

FC-066 アイモスリーキッチン

FC-074 シバタ食堂⭐

FC-075 ポチャデリフードトラック

FC-078 天保堂

FC-079 ヒマラヤ

FC-080 居酒屋伊蔵

FC-094 とり帝～the bird emperor～

FC-096 よごべぇ

FC-098 SHO

FC-111 Tripot cafe

FC-119 グッドキッチンフォレスト

FC-120 giraffe

FC-123 笑炎スマイルボックス

FC-139 大磯屋製麺所

FC-145 はぐくみ自動車

FC-145 はぐくみ自動車

FC-147 ヘブンカフェ

FC-148 きなちゃ

FC-002 U’sクリエイト⭐

FC-007 SUN DADDY

FC-020 AYASHIRO家

FC-048 浜松ぎょうざのお宮さん

FC-182 どんぐり。



お祭り屋台(Y) / ゲームブース(G) / アトラクション・ショー・他(OT) 出店者一覧3 2022.11/26 ※ご自店の掲載があるか、必ずご確認ください

※電気はご自身でご用意ください
発電機をお持ちでなく電気が必要な方は
お申し出ください。飲食テントブースに変更します

※電気はご自身でご用意ください
発電機をお持ちでなく電気が必要な方は
お申し出ください。物販テントブースに変更します

※電気はご自身でご用意ください

1010 3

お祭り屋台(Y)  搬入14：00～14:20 ゲームブース(G)  搬入14：00～14:20 他(OT)  搬入14：00～14:20

Y-022　杉浦屋❶

Y-022　杉浦屋❷

Y-043　小浜商店

Y-044　神谷商店

Y-052　ながさか商店

Y-055　吾郷商店❶

Y-055　吾郷商店❷

Y-056　Ks'カンパニー❶

Y-057　Ks'カンパニー❷

GT-001　わいわいや

GT-002　3B.lab❶

GT-002　3B.lab❷

GT-005　松商店❶

GT-005　松商店❷

GT-006　ねこ家

OT-004　ふわふわ.com



飲食テント 調理あり(KT) / なし(A) / 物販 (BCDEF) 出店者一覧 ・ 搬入時間グループ4 2022.11/26 ※ご自店の掲載があるか、必ずご確認ください

10 10 1012

F  搬入14：00～14:20D  搬入14：40～15:00

KT  搬入14：40～15:00 A  搬入14：20～14:40 B  搬入14：00～14:20

E 搬入14：20～14:40

B-030　sparkle☆balloon
B-043　chin×collection
B-096　G*plus
B-145　RAISE
B-59　CHARO~自転車に乗るヒゲのおじさん~

B-204　Ciel étoilé
B-230　8cca
B-236　稲垣工芸

KT-020　Marumi

KT-030　ぴぃち

KT-076　ミョウケンドウ

KT-081　二代目　たこ焼き神代

KT-083　三代目ちゃ銀

A-001 cheese.cake.monster

A-002 IMPACT S

A-004 AONEKO ROOM

A-005 FLUFFY

A-008 お米のオカリョウ

A-013 ほわん

E-006　おむすびクリエイター Marie
E-206　cirque･quete
E-216　American Vintage 8
E-238　EQUAL lab store
E-240　QUEST POCKET

E-237　INSPIRATION

D-007　星空こものcoco
D-036　Avec_toi
D-039　－ k.cord －
D-055　hair accessory  unseul 
D-058　S11a

D-074　kely.71198
D-077　Admy
D-186　Jewel miina
D-215　nicoa
D-239　sakura blume

F-002　mooon
F-016　Triple eight
F-068　chaco
F-078　cocomei
F-085　ろくろく屋

F-107　TSF
F-110　あくびん
F-174　ジィジの黒猫堂
F-228　MARUSTYLE
F-234　Land...



乙川

殿
橋

乙川

スロープ逆走禁止

逆走禁止

搬入時間

乗入許可証チェック

搬入時間外は原則入場できません

午前出店  10：00～10:20
通常出店  14:20～15:00

ここには駐車
できません！
ここには駐車
できません！

ここは待機場所としても
使用できません！
ご自身で調整して
搬入時間内に
ご来場ください。

許可証の記載・掲示がない車両は
入場できません。

堤防道路を抜けてください。

搬出スロープ

1

1

2

2

3

3

12
3

乗入許可証に必要事項を記入した上、ダッシュボードに掲示してご来場ください。
搬入スロープ上で乗入許可証のチェックをいたします。
　　～番号順に、川下に向かって入場順にご出店いただきます。（スタッフの指示がない場合は、川側・堤防側を任意で選べます）
キッチンカースペースは3m/8mを確保しておりますが、できる限り詰めてご出店ください。
　 まで理まりましたら　　～　　に向かって順番にご出店いただきます。
準備が整い次第営業開始してください。16:00までには営業を開始願います。

1

A A’ B

A

A’

A

B

誘導スタッフ

午前出店の方はスタッフによる誘導ができない場合がございます。
時間内にお越しいただき、緑の部分❶～順にご出店ください。

キッチンカー(FC/DC)搬入
開催日によってブースレイアウトは多少変更になります5



乙川

殿
橋

　　～　　に向かって順番にご出店いただきます。16:00までには営業を開始願います。

お祭り屋台
ゲームブース 

【Y】・【G】14:00～14：20

ここには駐車
できません！
ここには駐車
できません！

ここは待機場所としても
使用できません！
ご自身で調整して
搬入時間内に
ご来場ください。

逆走禁止

スロープ逆走禁止

搬入時間

【KT】14:40～15：00搬入時間

乗入許可証チェック

搬入時間外は原則入場できません

許可証の記載・掲示がない車両は
入場できません。

堤防道路を抜けてください。

搬出スロープ

出店者
駐車場へ

出店者
駐車場

へ

お祭り屋台 Y 
/ 飲食テント K

T(調理あり)

ゲーム
ブース

 G

1 3

2

2

乗入許可証に必要事項を記入した上、ダッシュボードに掲示してご来場ください。
搬入スロープ上で乗入許可証のチェックをいたします。

　　～　　に向かって順番にご出店いただきます。16:00までには営業を開始願います。1 A

　　～　　に向かって順番にご出店いただきます。16:00までには営業を開始願います。

A C

B

B

飲食テント(調理あり) 3 C

誘導スタッフ

お祭り屋台(Y)・飲食テント 調理あり(KT)・ゲームブース(G)搬入
開催日によってブースレイアウトは多少変更になります6



殿
橋

ここは待機場所としても
使用できません！
ご自身で調整して
搬入時間内に
ご来場ください。

逆走禁止

14:20～14:40搬入時間

14:00～14:20
搬入時間

乗入許可証チェック

搬出スロープへ

逆方向へは
橋を潜って出店

者駐車場を

抜けた先で右に
ターン

搬出スロープへ

搬入時間外は原則入場できません
許可証の記

載・掲示がな
い車両は入

場できませ
ん。

堤防道路を
抜けてくだ

さい。

乗入許可証に必要事項を記入した上、ダッシュボードに掲示してご来場ください。
搬入スロープ上で乗入許可証のチェックをいたします。
各エリア　　～番号順に、入場順にご出店いただきます。16:00までには営業を開始願います。1

F
23 1

B
23 1

E
23 1

D
23 1

荷下ろしの際には1台通れる
スペースを空けて駐車ください！
※図のように枠に車が被っても構いません。

飲食テント 調理なし(A)

物販テント B・F

14:20～14:40

物販テント E

14:40～15:00

物販テント D

A
23 1

誘導スタッフ

飲食A 物販テント (BCDEF)搬入
開催日によってブースレイアウトは多少変更になります7



乙川

ふわふわ.
com

ここには駐車
できません！
ここには駐車
できません！

ここは待機場所としても
使用できません！
ご自身で調整して
搬入時間内に
ご来場ください。

スロープ逆走禁止

逆走禁止

搬入時間 14：00～14:20

乗入許可証
チェック

出店者チェック

搬入時間外は原則入場できません

許可証の記載・掲示がない車両は
入場できません。

堤防道路を抜けてください。

搬出スロープ

乗入許可証に必要事項を記入した上、ダッシュボードに掲示してご来場ください。
搬入スロープ上で乗入許可証のチェックをいたします。
スロー下の出店者チェックを受けたら未舗装部に侵入し、そのまま下流部まで進んでください。

アトラクション・ショー・他(OT)搬入
開催日によってブースレイアウトは多少変更になります8



撤収時に人間性が出ます。
疲れて早く帰りたいのはわかりますが、
他者への配慮を忘れず、最後まで思いやりを持って行動してください。

時間を過ぎても営業を行うと、来場者が帰らず他の出店者様の片付けの邪魔になります。
また、事故のリスクも高くなります。他の出店者様のご迷惑になることを頭においてください。

21:00になったら速やかに撤収開始会場外から搬出用車両を入れる方は、
22:30までにお願いします。

最終的に実行委員会で会場ゴミ拾いを行いますが、自店周辺で構いませんのでゴミ拾いをお願いします。
来場者用のゴミ箱に売れ残りを捨てて帰る方がいらっしゃいましたが、絶対にやめてください。
せめて自店のゴミだけでも持ち帰ってください。

自店周辺のゴミ拾いをお願いします

思わぬところに子どもが潜んでいるかもしれません。出店者駐車場は特に暗いので、
入念に車の下や周辺に人がいないかチェックした上でお車を始動してください。

車を動かす前に車両周辺をチェック

来場者が残る中での片付けになりますので、ハザード+徐行は必ず守り安全への配慮をお願いします。
危険と感じた場合は来場者が少なくなるまで車の運転を中止してください。

会場内はハザード点灯+最徐行

何度案内しても逆走する人がいます。皆様にルールを守っていただければ、その分撤収がスムーズになります。
逆走することで対向車とすれ違えず、身動きが取れなくなる事例がよくあり、過去には接触事故もありました。
皆様に迷惑がかかります。本当にお願いします。発見した場合、次回以降出店をお断りする可能性もございます。

会場内+スロープの一方通行徹底

搬出スロープから出て殿橋南交差点の赤信号で停車する際、搬入スロープの前は空けて停車してください。
第2駐車場、第3駐車場に停めた方が会場内に入られなくなります。
お疲れの時間とは思いますが、他者への配慮をお願いします。

搬入スロープの前は空けてください

観光バスのような大型車両は搬出スロープを通行できません。
そのため22:30以降に搬入スロープより退出いただきます。
搬入スロープの混乱を防ぐためご協力お願いします。

大型車両は、22:30以降
搬入スロープより退出してください。
搬出スロープを通行できない大型車両は22:30以降に
搬入スロープより退出いただきます（時間厳守）。
その際、搬入スロープ入口に人員を配置し
一時的に搬入車をストップさせてください。

搬出について
会場内の事故について運営は一切の責任を負いません9



許可証の掲示がない車はナンバー等写真撮影の上、
キッチンカー出店料と同額を請求します。

駐車中はダッシュボードに
乗入許可証の掲示

出店者駐車場
（殿橋上流）
出店者駐車場
（殿橋上流）

もし時間より早く着いてしまった場合

搬入スロープ

殿橋交差点

西三河総合庁舎

この道路は広い割に比較的交通量が少ない一方通行道路
です。この辺りに停車してお待ちいただくと他の交通の妨
げにならないかもしれません。ただし、行政の許可は得て
おりませんので自己責任かつ、警察等の指示があった場合
は従ってください。
また、駐停車禁止かどうかの確認もとっていません。駐停
車禁止だった場合はごめんなさい。時間まで別場所で待機
願います。
※近隣のコンビニや私有地での待機はお控えください。

出店者駐車場案内
1ブース原則1台（事前連絡がない方は2台目以降入場不可）10



ご出店マニュアル出店者一覧ページに、ご自身の屋号の前に出店記号が記載されています。
必ずアルファベット+数字まで記入してください。
飲食車両販売 (FC-〇〇〇)　ドリンクのみ車両販売 (DC-〇〇〇)　お祭り屋台 (Y-〇〇〇)　現場調理テント (KT-〇〇〇)　現場調理なし飲食テント (A-〇〇〇)
ゲームテント (G-〇〇〇)　物販テント (B-〇〇〇~E-〇〇〇 ※案内資料の出店場所参照 )　その他 (OT-〇〇〇 ※最下流アクティビティブース )

白黒印刷可

乗 入 許 可 証

店 舗 名

出 店 記 号 ＋ 番 号




