
[開催日] 2022年11月12日(土)
[会場] 迎賓館赤坂離宮正門前遊歩道
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ユリノキテラス出店募集要項
ユリノキテラスステージ出演募集要項
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1．開催趣旨
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【趣旨】
「日本や海外の文化に触れる」ことをテーマとしたイベントの開催を通じて、
地域の住民や団体、学校、出店者、出演者等との相互連携・交流を図るとともに、
迎賓館の魅力を発信し、迎賓施設としての意義や文化財としての価値の理解の促進
を図ります。

***********************************************************

【メッセージ】
今から113年前の明治42年、迎賓館赤坂離宮は、当時の日本の建築、美術、工芸

界の総力を結集し、東宮御所として建設され、その後、昭和49年に迎賓館として
新たに歩み始めました。これまでに多くの国王、大統領、首相などをお迎えしたほ
か、主要国首脳会議などの国際会議の場ともなるなど、華やかな外交の舞台となっ
ています。平成21年には、明治時代以降の建築物として、初めて国宝に指定されま
した。

また、一昨年には、更なる観光の呼び水にと、正門前の公園内にカフェや休憩スペ
ース、バリアフリートイレなどを備えた休憩所を開設しました。

この度、正門前の石畳の遊歩道を活用して、「日本や海外の文化に触れる」ことを
テーマとした 「ユリノキテラス」を開催することといたしました。この「ユリノ
キテラス」の開催を通じて、にぎわいを生み出すとともに、地域住民や団体、学校、
出店者、出演者等が相互に連携・交流することができる空間の創出を目指します。
参加者同士がつながる場、新たな発見や出会いが生まれる場にしたいと考えており
ます。「ユリノキテラス」に出店し、日本や海外のこだわりのある商品や食品を販
売いただける方、また、日本や海外の文化に触れることができる体験価値を提供い
ただける方、パフォーマンスエリアにおいて、日本や海外の文化を感じることがで
きるパフォーマンスを披露いただける方を募集いたします。本イベントの趣旨に御
賛同いただけましたら、来場者の方に喜んでいただけるイベントを作っていくお力
添えをいただけたら幸いです。

迎賓館長 宮地 毅



2．開催概要

【名称】：迎賓館赤坂離宮正門前ユリノキテラス（略称：ユリノキテラス）

【開催日】：2022年11月12日（土）

【時間】 ：10:30～16:00

【会場】：迎賓館赤坂離宮正門前遊歩道

【住所】：東京都新宿区四谷一丁目

【アクセス】： 中央線・総武線「四ツ谷駅」下車 赤坂口より徒歩約５分
東京メトロ丸ノ内線「四ツ谷駅」下車 1番出口より徒歩約５分
東京メトロ南北線 「四ツ谷駅」下車 2番出口より徒歩約５分

【主催】 ：内閣府迎賓館

【実施テーマ】：日本・海外の文化紹介（食、音楽、工芸など）

【募集内容】：物販ブース
軽食販売ブース（キッチンカー含む）
公共機関（在日大使館含む）の広報ブース出展
ステージでの出演者

【参加・ブース料】：無料（迎賓館による出店、出演の審査あり）

【募集期間】：8月1日（月）～9月12日（月） 4



2．開催概要
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【★ からの景色】
■外堀通り「四谷中学校前交差点」付近から撮影



3．出店要項

※テント内で火気は使用できません。
※テント内に電気・水道の用意はございません。
※テント内に電気が必要な場合は出店者様でご準備ください。
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２. テント内備品（貸出品）
・テント：W3000×D3000×H2100 ・テーブル：W1500×D450×H700 × ３台
・不織布テーブルクロス ・パイプ椅子 × ２台
・店名サイン：A3サイズ ラミネート
・販売用什器：トレイ（大） × １枚 傾斜台（大） × １台

トレイ（小） × １枚 傾斜台（小） × １台
底上げバット × ２枚

※上記以外の備品の用意はございませんので、各出店者様でご準備ください。
なお、お持ち込み什器は、貸出品の風合いに沿ったナチュラルな素材感に
調和するものをご用意ください。ご不明な場合は事務局にご相談ください。

●販売用什器（貸出品）

1. 出店スペース
【1区画】＝１出店者様につき１テント
※テント内備品（貸出品）、持ち込み什器やストックを含め必ず上記スペース内に
て収めるようにしてください。
※出店ブースの位置は事務局で指定します。

■出展者テントイメージ



3．出店要項

３. キッチンカーについて
・キッチンカーを利用した飲食販売の出店も可能です。
・キッチンカー設備をお持ちでない出店者の方へ、キッチンカーのみの貸し出しも
いたします。（※詳細要相談）

【基本設備】 ※詳細要相談
・キッチンカー １台
・水回り（洗浄用シンク、給水/排水タンク）
・調理場

【出店者様ご自身でご用意いただくもの】
・食材
・調理用具
・調理人
・配膳スタッフ
・釣銭

4. 電源
キッチンカー以外の電源（調理用）のご用意はございません。

5. 火の使用
キッチンカー以外の火気の使用を禁止します。

6. 給排水
給排水の準備はございません。

7. 服装・ユニフォーム
原則自由ですが、食品を扱うことから清潔であること、また迎賓館赤坂離宮が外国
からの賓客を迎える接遇施設であるとともに、国宝であることを踏まえ、それに相
応しい品位ある服装を心がけてください。

8. ブースの PR
商品の紹介に必要なポップなどは各出店者様でご用意ください。
ノボリなどをテントの外に設置することは禁止しています。

7



3．出店要項

9. 販売について

【出店販売方法】
・出店者様ご自身が販売を行っていただきます。

【売上管理について】
・売上金は出店者様各自で管理してください。盗難、紛失等があった場合は、事務
局にて一切の責任は負いません。
・売上げの報告は当日中に所定フォーマットで事務局に報告していただきます。

【販売品責任について】
・出店者様の販売した商品に対する責任は出店者様に帰属いたします。販売する際
には、上記を同意したものとし、食中毒等の予防に万全の注意をするようにお願い
いたします。
・また出店中に来場者に与えた怪我などについても、事務局にて一切の責任は負い
ません。

【販売価格について】
・適正価格での販売をお願いいたします。

【つり銭について】
・出店者様ご自身でご用意ください。電子マネーやキャッシュレス決済の導入の際
は全て出店者様側でご準備ください。なお、会場内にWi-Fi設備はございません。

【レジ袋の使用について】
・レジ袋を使用する場合は、環境に配慮した袋や、紙などの再生可能資源を用いた
袋の使用にご協力ください。

【競合する商品について】
・同一商品について、事務局側で数量や価格等の調整は行いません。よって商品が
競合することも予想されます。各出店者様で商品のこだわりをアピールし、値下げ
競争にならないよう心掛けてください。
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3．出店要項
10.【 出店者様に望むこと（選考基準）】
・「日本や海外の文化に触れる」ことをテーマにしている商品・食品等の販売。

例）伝統食、郷土料理など
・来場者が一緒に取り組めるワークショップなど「体験」を提供できる応募を選考の
際に高く評価させていただきます。

例）民族衣装を着て写真を撮る、民族楽器に触れた演奏体験など
・「日本や海外の文化に触れる」ことのテーマ趣旨並びに本出店要項の内容を
ご理解頂き、承諾していただける方。

・出店者、演者同士で協力し合い、主催者、他参加者と一緒にイベントを作って
いただける意欲のある方。

・事務局の案内・指示に従っていただける方。
・反社会的団体に関係のない方や所属されていない方。

11. 募集期間
【募集開始： 2022年8月 1日（月）】
【募集締切： 2022年9月12日（月）】

12. 募集申込の流れ
①申込
次ページの出店申込書に必要事項をご記入いただき、メールにてお申込みください。

なお、原本の提出は不要です。
（別途「出店申込書」をEXCELデータ・PDFデータにてご希望の方は下記メールアド
レス宛にご依頼ください。）

yurinoki2022@murayama.co.jp

※メールが利用できない方は 郵送(2022年9月12日必着)でも申込みが可能です。
〒135-0061
東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア8F
㈱ムラヤマ 内 ユリノキテラス事務局 宛

②選考
事務局にて「記入内容の確認」「出店内容の精査」などを行い、内閣府迎賓館に

おいて選考します。

③事務局より選考結果の通知
【結果通知：2022年9月16日（金）中】
※選考結果をメールでご連絡いたします。 9

mailto:yurinoki2022@murayama.co.jp


3．出店要項 - 出店申込書
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2022年　　　　　　　月　　　　　　　日

フリガナ

出店申込者

販売する商品名

キッチンカー貸し出し希望

送付先
(お問合せ先）

※いただいた個人情報はユリノキテラスの運営以外では利用いたしません。

事務局記入欄

※P７（3．出店要項の　3．キッチンカーについて）をご確認ください。
　　　　　　　　　　希望する　　　・　　　　希望しない
希望の場合
■食品衛生責任者　　　　　　　資格あり　　　・　　　　なし

ユリノキテラス事務局　御中

下記のとおり「ユリノキテラス2022」への出店を申し込みます。
・内容に不備がある場合、お申込みを受けられないことがありますので、ご注意ください。
・申込み７日以内に（土日祝日除く）確認メールが到着しない場合は、お手数ですが事務局までご連絡ください。
・９月16日（金）中に出店合否のご連絡をユリノキテラスよりメールで差し上げます。必ずメールを受信できるようにご準備ください。

申込年月日

出店申込者
※ご連絡担当者名をご記入

　ください

社名/団体名

部署・役職 氏名

〒

TEL: 携帯：（当日連絡のつく電話番号）

Email：

※テントのサインとして掲示される名称です。

（商品の場合：具体的な商品名・単価など）
（食品の場合：具体的な商品名・単価・提供方法など）　例：「パン」ではなく、「個包装のアンパン」と
より具体的な表記をお願いいたします。

■PL保険加入　　　　　　　　　あり　　・　　　なし

※水・電気・火気のご用意はありません。　

　ユリノキテラス事務局
　〒135-0061
　東京都江東区豊洲3-2-24豊洲フォレシア8F
　㈱ムラヤマ　内　ユリノキテラス事務局　宛
　Email:yurinoki2022@murayama.co.jp

出店申込書
申込〆日：9月12日（月）



4．ステージ出演要項

1. 出演者要項
【ステージ】：パフォーマンスエリア サイズ幅10m×奥行10m

※区割りのみでステージ台はありません。
【持ち時間】：30分間/1組当たり
【人数制限】：最大20人まで/1組当たり

※出演順は事務局で指定します。
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２. パフォーマンスエリア
エリアには囲いやバックパネルはございません。
地面は石畳となるため凹凸が多く不安定です。 ※画像参照



4．ステージ出演要項

3.電源
簡易音響設備(マイク数本、スピーカー2台、音響機器：CDプレイヤー)は事務局にて
準備いたします。電源や音響を使用される方は申込時に申請してください。
※電源の容量に限りがあるため、使用できる容量を調整させていただく場合があります。
※複数の延長コードやタコ足配線は禁止します。

４. 服装・ユニフォーム
原則自由ですが、お客様から見て衛生的でパフォーマンスにふさわしくあること、迎賓
館赤坂離宮が外国からの賓客を迎える接遇施設であるとともに、国宝であることを踏ま
え、それに相応しい品位ある服装を心がけてください。

５.PR
パフォーマンスに必要な衣装、音源、備品、ポップ・サインなどは各出演者様でご用意
ください。

６.【出演者様に望むこと（選考基準）】
・「日本や海外の文化に触れる」ことをテーマにした演目が可能な方。
・「日本や海外の文化に触れる」ことのテーマ趣旨並びに本出演要項の内容を
ご理解頂き、承諾していただける方。

・出店者、演者同士で協力し合い、主催者、他参加者と一緒にイベントを作って
いただける意欲のある方。

・事務局の案内・指示に従っていただける方。
・反社会的団体に関係のない方や所属されていない方。

７．出演費、出演登録費
・出演に関して、登録料、参加費は無料です。また、事務局より出演料としてのお支払
いはございませんが、出演の際に必要となるものへのご負担は個々にご相談を受け対応
して参ります。
例）音響システム、マイクの本数や演出機の不足分など

12



4．ステージ出演要項

８．募集期間
【募集開始： 2022年8月1日 （月）】
【募集締切： 2022年9月12日（月）】

９．募集申込の流れ
①申込
次ページの出演申込書に必要事項をご記入いただき、メールにてお申し込みくださ

い。なお、原本の提出は不要です。
（別途「出演申込書」をEXCELデータ・PDFデータにてご希望の方は下記メールアド
レス宛にご依頼ください。）

yurinoki2022@murayama.co.jp

※メールが利用できない方は 郵送(2022年9月12日必着)でも申込みが可能です。
〒135-0061
東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア8F
㈱ムラヤマ 内 ユリノキテラス事務局 宛

②選考
事務局にて「記入内容の確認」「出演内容の精査」などを行い、内閣府迎賓館にお

いて選考します。

③事務局より選考結果の通知
【結果通知：2022年9月16日（金）中】
※選考結果をメールでご連絡いたします。

13
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4. ステージ出演要項 - 出演申込書
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2022年　　　　　　　月　　　　　　　日

フリガナ

出演者項目

出演項目名

出演するパフォーマンス
詳細

送付先
(お問合せ先）

※いただいた個人情報はユリノキテラス運営の以外では利用いたしません。

事務局記入欄

ユリノキテラス事務局　御中

下記のとおり「ユリノキテラス2022」への出店を申し込みます。
・内容に不備がある場合、お申込みを受けられないことがありますので、ご注意ください。
・申込み７日以内に（土日祝日除く）確認メールが到着しない場合は、お手数ですが事務局までご連絡ください。
・９月16日（金）中に出演合否のご連絡をユリノキテラスよりメールで差し上げます。必ずメールを受信できるようにご準備ください。

申込年月日

出演申込者
※ご連絡担当者名をご記入

　ください

社名/団体名

部署・役職 氏名

〒

TEL: 携帯：（当日連絡のつく電話番号）

Email：

※プログラムに演技者として掲示される名称です。

①ジャンル：詳細に記入ください（例　×ダンス　　〇団体ジャズダンス　など）
②演技人数：ステージで演技する人数
③演技に使用するもの：詳細に記入ください（例　×楽器　〇サックス、縦笛　など）
④事前に演技内容を確認のために送付できる準備がある・ない（携帯の動画レベルでOK）

※スクリーン、バックパネル、照明のご用意はありません。　

※プログラムに演目として掲示される名称です。

お申込みの際は本書を（郵便・Email）のいずれかでご送付ください。必ず控えのコピーをおとりください。

　ユリノキテラス事務局
　〒135-0061
　東京都江東区豊洲3-2-24豊洲フォレシア8F
　㈱ムラヤマ　内　ユリノキテラス事務局　宛
　Email:yurinoki2022@murayama.co.jp

出演申込書
申込〆日：9月12日（月）



5．全体スケジュール
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８月１日（月） 募集開始

9月12日（月） 募集〆切

9月16日（金） 選考結果通知

10月31日（月） 実施計画書配布・説明
（出店マニュアル）
（出演マニュアル）

11月12日（土）ユリノキテラス 本番日

８月

９月

10月

11月



6. その他注意事項

1. 新型コロナウイルス感染症への対応について
東京都のガイドラインに従ってください。

2. その他以下の行為を禁止いたします
・政治、宗教の勧誘活動、募金・寄付活動、騒音・悪臭・通行の妨げになるような
行為。
・本イベントの正常な運営に支障を生じる恐れがあると認められたものについては、
その品目の出店及びステージ出演を制限、または禁止する場合があります。

3. 喫煙について
会場内は禁煙です。喫煙はご遠慮ください。

4. 飲酒について
飲酒をしての販売及びパフォーマンスは禁止といたします。

5. 清掃・ゴミ処理について
ブース内で発生したゴミは持ち帰ってください。

6. トイレについて
迎賓館赤坂離宮前休憩所内のトイレをご利用ください。

7. 中止判断について
悪天候、また国公賓等の接遇、その他迎賓館の運営上の都合により、主催者の判断
にて本イベントを中断または中止する場合がございます。
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７.個人情報の取り扱いについて

１．管理者名
㈱ムラヤマ ユリノキテラス事務局 佐藤結子
連絡先：メールアドレス yurinoki2022@murayama.co.jp

２．個人情報の利用目的
事務局は個人情報の保護に努めております。今回、出店者様・出演者様より

ご提出いただく申込書及び各種提出書類においてお預かりした個人情報は、 本
催事の参加に関する諸手続き及び各種案内、メール配信のために利用させていた
だきます。

３．個人情報提供の任意性
個人情報の提供は、お客様の任意によるものです。但し、必要な項目をご提供

いただけない場合、ユリノキテラスへの出店、出演ができなくなる場合がありま
す。

４．本催事における個人情報の取得について
出店者様・出演者様は、本催事を通じて個人情報を取得する場合、個人情報保

護法および関連法令を遵守し、適法かつ適切な取得をお願いします。利用目的は
必ず公表・通知し、その範囲内での活用をお願いします。
出店者様・出演者様が、本催事を通じて取得した個人情報について、苦情など

の訴えを主張する者との間で紛争などが生じた場合、事務局は一切の責任を負い
ません。
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【お問い合わせ】
ユリノキテラス事務局
担当：佐藤・浅野
住所：〒135-0061

東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア8F
Mail： yurinoki2022@murayama.co.jp  
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