
・違法ｺﾋﾟー 品（偽ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ･海賊版CD/DVD等） (ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品は本物である証明書などの提示をお願いいたします。)

・危険物（刃物・花火・ﾓﾃﾞﾙｶﾞﾝ・ｴｱｶﾞﾝ等の有害玩具･爆発物等）・嗜好品（たばこ等）・自転車・盗品・ｱﾀﾞﾙﾄ品等

・飲食物全般（ﾍﾟｯﾄﾌ ﾄー゙等も含む）・生き物（動植物・昆虫等）・医薬品・化粧品（手作り石鹸等肌に触れる物）

・物販以外のｻｰﾋﾞｽ（ﾏｯｻｰｼﾞ・占い・体験ｺｰﾅｰ・電池交換・政治・宗教・企業の広告や宣伝活動等）

・新品・中古品を仕入れて販売すること(業者的在庫処分・販売)の禁止。
（※同一商品の販売数で判断　例：3個以上など　ストックも含む）

・専門性があり、業者に見えるような陳列や出店の禁止。(例：帽子のみの出店、タオルのみの出店、など)

・くじ引き類(ｹﾞー ﾑ性をもたせた方法での販売) その他法律及び諸条令に抵触する 違反する物。　

※手作り品の販売は手作りのひろば出店の場合のみ可とします。（リユースのひろばは手作り品販売不可）

　

【
販
売
禁
止
品
】

≪個人情報の取り扱いについて≫
申込の際にご記入いただきました個人情報は、リサイクルマーケット出店に関わる事務処理や情報提供を行うことを目的に使用させて
いただきます。
また、主催者間で共有させていただく場合を除いて、ご本人の同意を得ずに第三者に委託・提供することはありません。
利用目的の確認、開示、訂正・追加・削除、提供の拒否などを、ご本人から求められた場合には、事務局は所定の手続きをもってすみや
かに対応いたします。
個人情報の記入については、ご本人の意思にお任せいたしますが、必要事項の記入に漏れなどがある場合には、
出店できない場合があります。
以上にご同意頂き、お申込み下さいますよう、お願い致します。
・個人情報保護管理者　株式会社ベイエリア　代表取締役　田中宏明
・個人情報に関する連絡先　株式会社ベイエリア　顧客相談窓口責任者　濱田秀雄　TEL:078-261-2327

■開催時間 10：00～16：00

【アクセス】
市営地下鉄西神・山手線 「総合運動公園駅」下車すぐ

※「こうべロハスひろば」は、ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅの隣にある
　「球技場」にて開催。

※ 周辺駐車場をご利用下さい※

グリーンフェスタこうべ
同時開催5

10
土

車ブースのみ ( 4ｍ×6ｍ)/￥3,000
※100ブース募集

＃こうべロハスひろば 
でインスタグラムにアップしよう！

【 ご出店までの流れ 】
①申込（開催日の1ヶ月前（9/5）から約10日前（9/26）までにお申し込み下さい。）
　・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ（゙PC・携帯）、FAX、往復ﾊｶﾞｷに　・お名前・ふりがな・郵便番号・住所・電話番号
　・FAX番号・会場名・出店日をご記入のうえ、下記までお申込下さい。

※お電話でのお申込は受け付けておりません。

②開催の1週間前に（9/27頃）出店確認証が届きます。

くるん ちゃん 

【リユースのひろば】

◎11/10.11 開催の応募期間
　 9/24（月）～10/14（日）.　
　 10/19（金）結果発表

■開催時間 10：00～15：30
11
16土 日

【アクセス】
（各沿線三宮駅）から、市バス66系統 約30分
　◎会場住所　〒651-1106 　神戸市北区しあわせの村1番1号

◎受付期間　：　9/25（水）～10/17（木）

   ◎結果発表　：　10/25(金)

【リユースのひろば】
①申込
9/25～10/17の間に、往復ハガキでお申込み下さい。
裏面の「出店申込書」に
必要事項を記入の上、”往信の裏面”に貼ってお送り下さい。

【 ご出店までの流れ 】
※お電話でのお申込は受け付けておりません。

◆手持ちブース( 2m×3m)/￥2,500

◆手持ちブース( 3m×3m)/￥3,500
【手作りのひろば】

※各日約200ブース

※各日約30ブース

【送付先住所】〒651-0085 神戸市中央区八幡通4-2-13-4階
こうべロハスひろば事務局【  (株)ベイエリア内 】

※しあわせの村　中央緑道にて開催。

※ しあわせの村 駐車場をご利用下さい※
②結果
抽選後、結果発表日（10/25）に抽選結果を、返信用ハガキ
にて発送します。

【
注
意
事
項
】

※抽選となります。
※両日のお申込みは不可。（両日お申込みされている場合はどちらも落選とします）
※同一住所での複数のお申込みは不可。（複数のお申込みはすべて落選とします）
※[リユース]・[手作り]、両方へのお申込みは不可。
※どちらでもいいという記入は不可、どちらかの日にちで抽選させていただきます。
※[リユースのひろば]での手作り品の販売は不可、[手作りのひろば]でのリユース品の販売は不可。

また、返信用の宛名はご自身で記載をお願い致します。

※返信の裏面に抽選結果を印刷しますので、
間違わないようご注意下さい。

主催／こうべロハスひろば事務局 後援／神戸市

主催／こうべロハスひろば事務局 後援／神戸市共催／（公財）こうべ市民福祉振興協会

2会場共通の【当日受付・注意事項】
※開催当日に受付で出店確認証・身分証明証・出店料金の3点
が必要になります。(出店料は、PayPayでの支払いが可能です)
（身分証明書の例：運転免許証・学生証・健康保険証・障害者手帳等）
※受付時に出店申込者本人かを確認させていただきます。
　(ご本人でない場合は出店不可）
※会場内・ブース内で発生した事故・事件・トラブルに、
　事務局は責任を負いませんのでご了承下さい。
※暴力団関係者の方(もしくは代理の方)の出店はお断りさせていただきます。
※プロ(販売を生業とする者)は出店できません。
※出店にはご本人による事前申込が必要です。
　(事前申込させれていない場合は出店できません）総合運動公園

インターネット
でチェック!

（雨天の場合中止となります。）

雨天中止判断の詳細については裏面の【雨天について】をご確認下さい。

 ■ FAX: 078-261-2361 
■ E-mail: eco@koberm.com ■ TEL: 078-265-6080

平日  10:00～12:00 / 13:00～15:00  ※土日祝の電話対応は行っておりません。【お問合せ】

こ う べ ロ ハ ス ひ ろ ば  事 務 局
●開催スケジュールをいち早く確認 !!

※お申込の方は.「出店希望の方」から登録をお願いします。

インターネット
でチェック!「こうべロハスひろば」で検索!! 

ﾎｰﾑﾍﾟー ｼﾞの新着情報欄から開催速報が確認できます
（雨天の場合中止となります。）

■ ﾊﾟｿｺﾝHP: http://www.koberm.com

りサイ くん 

■「こうべロハスひろば」とは？■
　人にやさしく環境にやさしく、「人から人へエコの気持ちをお届けする」「楽しみながら健康と環境にやさしいエコライフ」をテーマに、

市民・事業者・大学・行政・各団体などの人々が集い、体験し、活動の情報発信ができるコミュニケーションひろばです。ぜひご参加下さい！

しあわせの村 リサイクルバザー

2019年 10～11月 開催スケジュール

 

楽しみぃ♪

ころばん

もったいない
ひろば

地産地消
の

ひろば

みどりの
ひろば

体験の
ひろば

手作り
のひろば
出店募集

リユース
のひろば
出店募集

【お知らせ】開催当日、しあわせの村で託児サービスを実施します。
 詳しくはしあわせの村ホームページでご確認ください。http://www.shiawasenomura.org/infolist/2788
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★本事業は、家庭にねむっている不用品の有効活用を目的として開催するものであり、ご家庭での不用品などを出品する場です。
※リユースのひろばは、販売目的で他店から仕入れた商品・新たに材料を購入し、作成した手作り品の販売は、お断りしています。
※手作りのひろばは、手作り品のみの出店となります。
　また、化粧品（直接肌につける物）、飲食物、ｺﾋﾟｰ品、盗品、危険物、法令に抵触する物品の販売は、お断りしています。

こうべ ロハスひろば in しあわせの村 「リサイクルバザー」

１.出店規約・資格・条件
▶参加資格は、開催時点において満20才以上の方でリサイクルバザーの開催趣旨に賛同される方とします。
▶出店は、申込者本人が事前申し込みし、申込者本人が参加することが条件とします。当日の受付には申込者本人がお越し下さい。
　受付の際に本人確認を行います。出店確認証と、身分証明書をご持参下さい。（本人確認ができない場合は出店できません。）
▶プロ（販売を生業とする者）は出店できません。
▶暴力団関係者の方（もしくは代理の方）は出店できません。
▶ご家庭で不用となった物品のみを販売すること。（新品・中古品を仕入れて販売することは禁止しています。）
▶手持ち出店のみとします。（車両での搬入出は会場施設内の駐車場までとなります。）
▶出店位置は、バザー当日に主催者が受付時に決定します。（並んだ順番と前後することがあります。）
▶会場内・ブース内で発生した事故・事件・トラブル（人損物損）・万引き・置き引きなどの賠償責任を事務局は負いません。当事者間の
　責任において解決して下さい。※トラブル防止のため、テント・パラソル・什器などは倒れないよう固定し充分にご注意下さい。
▶売買に関する全ては当事者間の責任で行って下さい。また、高額品や、家電製品などの精密機器の販売は、販売者が十分に説明し、
　後日の連絡先を明記した領収書を発行する等、商品の不具合が発生した場合に、当事者間で対応できるようにして下さい。
▶出店時間中は、受付時にお渡しする出店許可証をブースの見える位置にご提示下さい。
▶ブース外での販売や、販売時間外の物品や金銭のやり取りは行わないで下さい。（ﾃﾝﾄ・ｲｽ・ﾃｰﾌﾞﾙ等もブース内に納めて下さい。）
▶出店終了後、自身の出店場所およびその周辺は必ず清掃を行い、売れ残り商品や段ボール等のゴミは各自でお持ち帰り下さい。
▶主催者の指示に従わない場合や、本規約を順守していただけない場合、他に迷惑をかける行為などを行った場合は、出店を中止し
　ていただくことがあります。この場合でも、出店料の払い戻しは致しません。また今後の出店をお断り致します。

・新品・中古品を仕入れて販売すること(業者的在庫処分・販売)の禁止。（※同一商品の販売数で判断  例：3個以上などストックも含む）
・専門性があり、業者に見えるような陳列や出店の禁止。(例：帽子のみの出店、タオルのみの出店、など)  
・違法ｺﾋﾟｰ品（偽ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ･海賊版CD/DVD等）の販売 (ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品は本物である証明書などの提示をお願い致します。)
・危険物（刃物・花火・ﾓﾃﾞﾙｶﾞﾝ・ｴｱｶﾞﾝ等の有害玩具･爆発物等）の販売
・飲食物全般（ﾍﾟｯﾄﾌｰﾄﾞ等も含む）・生き物（動植物・昆虫等）・医薬品・化粧品（手作り石鹸等肌につける物）の販売
・物販以外のｻｰﾋﾞｽ（ﾏｯｻｰｼ ・゙占い・体験ｺｰﾅ ・ー電池交換・政治・宗教・企業の広告や宣伝活動等）の提供
・嗜好品（たばこ等）・くじ引き類(ｹﾞｰﾑ性を持たせた方法での販売)・自転車・盗品・ｱﾀﾞﾙﾄ品等 の販売
　　その他、会場内での火気の使用など、法律及び諸条令に抵触する 違反する物や行為を禁止しています。 

２.禁止事項（禁止事項に抵触する場合、出店できません。）

３.雨天について
 ※天気予報は、「Yahoo天気」の「兵庫県南部」を基準に判断しています。
  （１）開催前日17：00発表の、開催当日の天気予報が、雨。 
　　  午前の降水確率が50%以上の場合⇒ 中止。
　 ※予想される降水量などを総合的に判断し、開催前日の17：30に決定します。
  （２）開催前日17：00発表の、開催当日の天気予報の午前の降水確率が
　　  50%未満の場合⇒ 開催当日の朝に開催するかの判断を行う。
    ①当日の朝6：00発表の天気予報で午前の降水確率が50%以上の場合
　　⇒　中止。 
　　降水確率に関わらず、当日の朝6：00の時点で主催者が定める地点
　  （神戸市内）において雨天の場合⇒ 中止。
    ②当日の朝6：00発表の天気予報で午前の降水確率が50%未満で、
　　この時点で実際の天気が雨天でない場合は、原則として開催準備を
　　しますが、受付の終了時刻10：00までに降雨など天候に変動があった
　　場合は、事務局にて中止することがあります。
　 ※状況に関わらず事務局が開催準備判断をした場合、現地受付の出店希望
　　者が受付終了時刻に30ブース未満だった場合は中止します。
　 ※開催判断の速報は、事務局ホームページの『新着情報欄』をご確認いただくか、
　　事務局の留守番電話メッセージをご確認下さい。

フリガナ

氏名

住所　〒　　 　　　　-

　　

開催日 会場 出店
希望日

11/16（土） しあわせの村

ﾁｪｯｸを入れて
ください　↓

ブース内容

リユースのひろば
（2m×3m）2,500円

しあわせの村
リユースのひろば
（2m×3m）2,500円

TEL

※特に、ふりがな、は必ずご記入下さい。
※両日出店のお申込は不可となります。
※1住所、1ブースまでのお申込となります。
　ご家族などで複数の申込は全て落選とします。
※当選者には出店確認証をお送りしますのでそちらをご確認下さい。
※16日が雨天の場合も17日への変更は出来ません。
※記入漏れがある場合、同意欄にチェックがない場合は、
　 ご出店頂けない場合がございますのでご了承下さい。

しあわせの村
手作りのひろば

（3m×3m）3,500円

しあわせの村
手作りのひろば

（3m×3m）3,500円

同意いただける場合は必ずチェック欄 □ に（レ）を入れて下さい。

□当日は、本人確認のできる証明書を持参します。
□出店規約・資格・条件に同意し、参加申し込みします。
□禁止物品の持ち込み、販売はしません。
□「個人情報の取り扱いについて」同意して申込ます。

注意事項と　出店お申込 用紙

用紙をこちらの点線で切り、
ハガキの「往信裏面」に貼ってご使用下さい。

【往復ハガキ用お申込 用紙】

11/17（日）

11/16（土）

11/17（日）

※雨天中止の場合、代替日の設定や、次回開催時の抽選の優遇はありません。

【出店申込書】


