
淀川・西中島 ２０１９
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https://partner-dogcarnival.com/

【出店に関するお問い合わせ】
TEL：03-3668-2532　FAX：03-3249-6648

info@partner-dogcarnival.com
〒103-0013　東京都中央区日本橋人形町3-3-13 ユニゾ人形町フォレストビル4F　㈱エーエスピー東京本社



販売テント：間口約3.6ｍ×奥行約3.6（スペース提供）

※販売テントは付いておりません

５５，０００

３３，０００

パートナードッグカーニバル in 淀川・西中島 2019

大阪府大阪市淀川区西中島２丁目１　
淀川河川公園　西中島エリア

2019年11月9日（土）  10日（日）各日10時～16時
            11月9日（土）  9時～10時　 ウォークフォードッグス イベント開催
　　　   11月10日（日）午前中　　  ドッグマラソンin大阪2019開催

2019年11月8日（金）13：00
2019年11月10日（日）催事終了後、随時搬出

一般社団法人パートナードッグタウン協会

大阪市、大阪府獣医師会、大阪市獣医師会

ペットフードメーカー、自動車メーカー、ほか予定

５，０００名

入場無料　※催事によっては参加料が必要

名　　称

会　　場

日　　程

主　　催

共　　催 ドッグライフプランはしもと、NPO法人ドッグスポーツアソシエイツ

後　　援

協　　賛

企画制作 エーエスピー

入 場 料

ショッピングモール、保護犬ブース、エクストリーム、30ｍ走、飲食ブース、ステージコンテンツ、その他参加型コンテンツ

協　　力 NPO法人ラブファイブ,　認定NPO法人日本レスキュー協会
人と犬・愛犬笑顔の日普及事務局 Studio hitotoinu、（株）ケーピーエス



 

NO.

令和　　　年　 　月　　日

〒　　　　　　　 　－　　　　　　

代表者役職 氏名

〒　　　　　　 　－

部署名

請求先会社名

TEL

E-mail

ブース看板
表示名

★会場内コンテンツ・参加賞等での御社製品の配布を希望する。

  　□ はい　   □ いいえ     　　　　　　　        　製品内容詳細　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数量　　　　　　　　個

★ホームページ掲載用ＰＲ(ホームページに掲載予定)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  出店社の都合でやむなく申込みキャンセルをする場合は主催者がこれを了承した場合のみ認められます。
・主催者がキャンセルを了承する場合には、下記のキャンセル料が発生します。

開催1ヵ月以前のキャンセル　　　　　　　 ・・・出店料の３０％
～1週間前 ・・・出店料の６０％
～当日 ・・・出店料の１００％

・出店料ご入金日よりキャンセルポリシーが適用されます。
・イベントの中止、動員数の減、天候の悪化その他いかなる理由でも出店料の返却は致しかねますので予めご了承ください。

合計金額（税込）

¥33,000

出店に関するお問合せ　ＴＥＬ　０３－３６６８－２５３２

　（お願い）
　　・出店お申し込みは、ファックスにてお願いします。　本書類をもとに全ての受付を行います。
　　・記入漏れのないよう再度ご確認の上、送信してください。　
　　・本書類は、ファックスにてお送りいただいた後もイベント開催まで大切に保管してください。

■イベント限定のお得情報(割引など)

振込名義

連絡先・資料
送付先住所

　尚、貴出店事務局により、出店の承認を得られない場合でも、何ら異議申し立てを行いません。

・出店申込み後のキャンセルは原則としてできません。

FAX  （　　　　　）　　　　　　　－ （　　　　   　）　　  　    　　　－

　ステッカー　　　カレンダー　　　消臭関連　　　　サプリメント　　　その他(下記に詳細を出来るだけ詳しくご記入下さい)　

フリガナ

出店社名

【キャンセルポリシー】

担当者名 携帯電話

 フード・おやつ　　　ウェアー　　　首輪・リード・アクセサリー　　　おもちゃ　　　キャリー・バッグ　　　オーナーグッズ 　　シャンプー

※ご入金の確認が取れた出店社様よりご希望の小間位置を伺います。
※1小間につき、出店社パス5枚、搬入出車両通行証（搬入出時のみ有効）１枚を配布します。

 （　　　　　）　　　　　　　－

パートナードッグカーニバル淀川・西中島２０１９　ショッピングモール出店申込書

販売スペース

出店事務局　ＦＡＸ　 ０３－３２４９－６６４８

㊞

本社所在地

申込締切　２０１９年　１０月２５日（金）

パートナードッグカーニバル出店事務局 御中
　「出店のご案内」に記載されている内容を承諾し、以下の通り出店の申し込みをいたします。

フリガナ

　また、貴出店事務局が定める諸規定に従い、出店料を振り込むことにより、正式に出店が成立することを了承いたします。

■ショップや商品についてのＰＲ （50字程度）

      ※販売商品の詳細（主なブランド等）ご記入下さい。届出のないものの販売は認められません。

URL

★販売内容（販売商品すべてに○をつけて下さい。）

間口　約3.6ｍ×奥行　約3.6m　（スペース渡し）
 2日間出店料

（カタカナ）

（カタカナ）

※イベントホームページに掲載するリンクをご記入ください

※上記名称でブース看板を設置します。（黒ゴシック表記・ロゴ使用不可）

㊞



Ｎｏ,　　　　　　　

※出店社名　　 ２０１９年　 　　月　　　日

例

運転者氏名 車　種 色 備　考

淀川　太郎 トヨタ　ハイエース 白

１１月８日（金）

運転者氏名 車　種 色 備　考

１１月９日（土）

運転者氏名 車　種 色 備　考

１１月１０日（日）

運転者氏名 車　種 色 備　考

【搬入出スケジュール】（予定）

設営・搬入日 １１/８（金）

開催初日 １１/９（土）

開催２日目 １１/１０（日）

※ご不明な点がございましたら、出店事務局までお問合わせください。
　 パートナードッグカーニバル出店事務局　TEL　０３－３６６８－２５３２

13:00～18：00 搬入（日没終了）

車両ナンバー

運転者携帯 車両ナンバー

当日搬入可能

7:00～8:45
安全確認終了後～19:45
19:00（予定）
7:00～8:45

当日搬入可能
施錠

当日搬入可能

安全確認終了後～20:45
20:00（予定）

搬出・撤収作業
搬出・撤収作業完了

パートナードッグカーニバル in 淀川・西中島　搬入出車両申請書

出店事務局ＦＡＸ　 ０３－３２４９－６６４８
お申込期限２０１９年　１０月２５日（金）

ご担当者名

　　　　　　　　　

車両ナンバー運転者携帯

運転者携帯 車両ナンバー

　090‐1234‐5678 品川440　あ　12‐34

運転者携帯

・駐車場は一般の有料駐車場をご利用ください。
・事前に申請いただいた車両のみ入園できます。当日の追加はできません。
・当日、事前に申請いただいた車両のみ、車両証をお渡しいたします。
・レンタカーを利用される方で車両ナンバーが事前に分からない場合は、備考欄にその旨をご記入ください。



 

 

 

パートナードッグカーニバル in 淀川・西中島２０１９ 

 

出店規約 

 

■出店規約 

1 . 出店社について 

 出店契約期間中に主催社と契約を交わした申込社を出店社とする。 

 

2 . 小間について 

 出店小間の場所については、請求書送付後、ご入金確認の取れた出店社様より先着順に

て事前に小間位置決定。 

 小間割決定後、出店社は小間割等の変更もしくは小間の一部を第三社に譲渡、貸与ある

いは出店社相互の交換は禁止とする。 

 

3 . 出店上の注意 

 出店社は音響・煙・臭気等による過度の催しにより、他出店社様に迷惑をかけてはなら

ない。 

 

4 . 出店契約の解除及び、申し込み取り消し 

 出店契約解除や申し込みの取り消しをした場合、既納の出店料金の返還は致しません。 

 

【キャンセルポリシー】 

 出店申込後のキャンセルは原則としてできません。出店社の都合でやむなく申込をキャ

ンセルする場合は主催社がこれを了承した場合のみ認められます。主催社がキャンセル

を了承する場合には、下記キャンセル料が発生します。 

 ・開催 1 ヵ月以前のキャンセル   ・・・  出店料の 30％ 

 ・～1 週間前                 ・・・  出店料の 60％ 

 ・～当日                    ・・・  出店料の 100％ 

 

5 . 会場管理について  

・出店物の紛失・盗難、火災およびブース内における人的災害が発生した場合は、出店社

が責任を負い、主催社は損害賠償等の責任は一切負いません。 

残材を残した場合は、残材撤去費として実費を請求させていただきます。 

・出店社は出店会場、公園内の建築物及び設備等に対し、与えた損害について直ちにその

損害を賠償するとともに現状に復するものとする。 



 

 

6. ブース運営について 

① 会場となる｢淀川河川公園｣は屋外の会場です。 

  風等に対する対策は出店社側で十分ご配慮下さい。 

・雨天時を想定し雨具をご用意ください 

・商品を車に移動させるなど対策をしてください。 

・悪天候、天災、人災による、商品の損害は出店社が責任を負い、主催社は損害賠償

等の責任は一切負いません。 

・強風対策の為、出店社様の承諾を得ずに強化対策をテントに施す場合がございます。 

・安全対策の為、出店社様の承諾を得ずにブースに入り作業を行う場合がございます。 

② 会場には多くのワンちゃんが来場されます。ワンちゃんたちによる商品や物品の破損

等の責任を主催社は負いません。 

③ 既納の出店料は、イベントの遅延、中止、動員数の減、天候の悪化などいかなる理由

でも返却致しかねます。 

 

7. その他 

・本規約と注意事項等に記載が無い項目等は、主催社の指示に従って下さい。 

 

8. 保険加入の勧め 

・上記事故を鑑み出店される皆様に事故に対応できる保険に加入することを勧めています。  

 各自で保険に加入している場合は、事前に補償内容をご確認ください。 

 

この規約に同意し、出店料金の支払いを行うことにより出店申込みと致します。 

 

 

 

パートナードッグカーニバル事務局 御中 

 

住所： 

 

社名： 

 

代表者名： 

 

電話番号： 

印 

ご署名の上、事務局宛てにご返信ください 

事務局 FAX：03-3249-6648 


