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開催概要 

 

家族 de フリーマーケット  

～はじめてのフリマキッズ店長体験～ 

 

【概要】 

ご家族でフリーマーケットに出店頂きます。 

キッズ店長の自主性を尊重しながら、ご家族皆さんで「家族 de フリーマーケット」ご来場のお客様

のご対応をお願いいたします。 

※「フリマキッズ店長のお仕事体験」  

※1 ブース 1 家族 1～2 キッズ店長となっております。（例外あり） 

 

●目的 

目的①ご家庭の不用品を再利用する事「無駄ゼロ」を目的としたフリーマーケット 

 

家庭内での不用品。まだ使えるのに捨てるには、「もったいない」モノ。例えば、着なくなった 

服（こども服など）・使わなくなったおもちゃ・読まなくなった本、聴かなくなった CD・・・ 

などを、安価で設定頂き、必要とされているご家族に販売してください。 

 

目的②子どもから大人まで、幅広い世代とのコミュニケーション・社会参加の楽しさを体感すること 

   を目的としています。 

※キッズ店長は、開会式で「ご挨拶の練習」をします。 

 

●開催日時 

2019 年 6 月 15 日（土）・16 日（日）  

「家族 de フリーマーケット」10:30～14:00 

 

「はじめてのフリマキッズ店長体験」10:00～14:30 

・開会式 10:00～10:15 

・閉会式 14:00～14:30 

※雨天決行 

※時間は状況により変わる場合がございます。 

 

●場所 

ステラタウンメローペ広場 

※雨天時はステラタウン３F ブリッジ周辺 ※1 ブース（1.5M ×1.5M） 

●参加組数 

1 日 20 組 20 ショップ ※プロ・業者の方は出店不可 

●参加費 

無料 
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当日スケジュール 

 

家族 de フリーマーケット  

～はじめてのフリマキッズ店長体験～ 

 

 
 

 

 

 

 

 

全体 搬入・搬出 はじめての店長体験 家族deフリーマーケット

800 0800スタッフ準備

815

830 0830搬入受付スタート 搬入スタート

845

900 0900～館内通り抜け可能

915 0920搬入受付〆

930

945 0945保護者様全体説明 0945搬入終了 0945保護者様全体説明

1000 1000キッズ店長体験開会式 1000キッズ店長体験開会式

1015

1030 1030～1400 1030～1400 1030～1400

1045

1100

1115

1130

1145

1200

1215

1230

1245

1300

1315

1330

1345

1400 1400閉会式 1400閉会式

1415

1430 1430～1530搬出

1445

1500

1515

1530

1545

1600

MCお店探訪

（撮影＆インタビュー）
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連絡事項 

 

家族 de フリーマーケット  

～はじめてのフリマキッズ店長体験～ 

 

【搬入】 

●搬入時間 

8:30～9:45 

※搬入受付は 8:30～9:20 となります。それまでに受付を済ませてください。 

 

●搬入場所 

メローペ広場 

※搬入受付場所はメローペ広場の「家族 de フリーマーケット案内所」となります。 

※出店場所は同封のパンフレットを参照ください。受付終了後、個別にスタッフが誘導いたします。 

※出店場所の希望はできません。 

 

●雨天時 

※雨天時受付は 9:00～となります。 

※2 階センターコート スターバックス向かいのスペースに 9:00～9:20 にお越しください。 

 

●搬入詳細 

…駐車場をご利用される場合 

・ブックオフ、イエローハットがある棟の上の駐車場をご利用ください。 

 ※駐車場は 8:30 より駐車可能です。 

・各フリマショップ 1 店につき駐車サービス券 1 枚ご用意しております。 

 受付時、駐車券と引き換えになります。（駐車券がない場合お引替えは出来かねます。） 

 

…メローペ広場への行き方 

① ブックオフ上の駐車場から 2 階までエレベーターで降りる 

② ステラモールへの連絡ブリッジを渡る 

③ ステラモール館内（２F）に入りセンターコートをそのまま直進 

④ センターコートの直進した先にあるエスカレーターで 1F に降りる 

⑤ 館内出入口を出ると屋外メローペ広場になります。 

※ブリッジからセンターコートの通り抜けは 9:00 から可能となります。9:00 前は通れません。 

※メローペ広場はきたまちしましま公園側より入ることは可能です。 

※駐車券は必ずお持ちになって受付にお越しください。 

 

…駐輪場をご利用される場合 

 ・駐輪場（無料）はメローペ広場ときたまちしましま公園の間（オレンジ歯科向かい）にあります。 

 ・他人の迷惑にならない様ご利用ください。 

 ・8:00 以降で駐輪は可能です。8:30 よりメローペ広場で搬入受付がスタート致します。 
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●搬入受付の流れ 

１ まずはメローペ広場にある「家族 de フリーマーケット案内所」（受付）にお越しください。 

２ ショップナンバー（パンフレット参照）、店長名、保護者様名をお伝えください。 

３ 駐車場ご利用の方は、スタッフに駐車券をお渡しください。サービス券を引き換えます。 

※駐車券は 1 ショップあたり 1 枚のお引き換えとなります。予めご了承ください。 

４ キッズ店長名札をお渡しします。 

５ フリーマーケット終了時、記入提出頂く『ほうこくしょ』をお渡しします。 

 

●当日スケジュール 

8:30～9:45  搬入 （※搬入受付は 8:30～9:20 となります。） 

9:45～9:55  保護者様打ち合わせ 

       ※9:45 に保護者様は案内所に集合してください。（お子様も一緒に参加 OK） 

10:00～10:15 開会式 

       ※10:00 にキッズ店長はステラモール館内入口に集合してください。 

        スタッフが誘導いたします。 

10:30     家族 de フリーマーケット 開場 

11:00～13:30 MC がインタビュー・撮影に回る（キッズ店長にお店のウリを聞いて回ります） 

14:00     家族 de フリーマーケット 終了 

14:00～14:30 閉会式 賞状お渡し 全員で記念撮影 

       ※14:00 にキッズ店長は集合してください。 

14:30～15:30 搬出 

 

※予告なくスケジュールが変更になる場合がございます。 

※当日はスタッフが随時見回りしています。 

 

 

【出店における注意点】 

■販売禁止品 

・飲食物・コピー商品（著作権侵害物）・動物・法律で禁止されているもの・薬品類 

・アダルト関連商品・金券類・主催者が販売不適切、持ち込み禁止としているもの 

・上記以外にも、販売に適さないと判断したものにつきましては、販売を自粛していただく場合がご

ざいます。予めご了承ください。 

 

■お願い及び連絡事項 

・プロ・業者の方は出店できません。 

・出店物が家庭の不用品の域を超える量の方、同品目を多量に持込む方などは、プロ出店とみなしま

す。 

・上記のような出店対象外とみなす方を当日見つけた場合は、即時退場していただきます。また、施

設内物販店の出店料と同等額（50,000 円～）をお支払いいただきます。 

 

・上記にあげた販売禁止品以外でも出店対象外の商品であると事務局が判断した場合は、その商品の

販売を自粛していただきます。予めご了承ください。 
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＜持ち物・当日準備について＞ 

・路上駐車をしての搬入出はおやめください。 

・搬入・搬出は手持ちでお願いいたします。 

・地面に直接商品を置かず、レジャーシートなど敷物を敷いた上に陳列してください。 

 

※エリアからはみ出なければ、机やいす、テント等の設置は構いません。ただし、隣、前後のお店の 

皆さんに迷惑が掛からないようにくれぐれもご注意ください。 

※テントやパラソルを持ち込まれる際は、重しの準備をしてください。（ない場合はご相談ください） 

 

・エリアから商品がはみ出ないよう物品陳列してください。 

・事前に商品の値札を準備してきてください。 

・高額で物品を販売する場合は、「物品の返品を受け付ける」ことを条件としてください。 

また 3,000 円以上の商品は、販売者の連絡先メモ、又は領収書を必ず渡すようにしてください。 

 

・会場内での盗難や事故・販売でのトラブルに関しては、出店者の責任において処理してください。 

 主催者は一切の責任を負いません。予めご了承ください。 

 

＜出店中について＞ 

・キッズ店長はエプロン・名札を着用ください。 

・「家族 de フリーマーケット」中は、ショップ内でキッズ店長のサポートをお願いします。 

・昼食・休憩・水分補給などは、ショップごとにお取りください。 

・お店が無人にならない様にしてください。 

・当イベントはタイトル「家族 de フリーマーケット」の通り、保護者様がお子様に付き添われての 

 フリーマーケットとなります。やむを得ず一時的にお子様がお一人になってしまう場合は、 

 お近くのスタッフにお声かけください。 

 

■禁止事項 

・ラジカセ・マイク・音が出るもの・その他の音響機器の使用はできません。 

・メローペ広場での喫煙はできません。 

・飲酒をしながらの販売行為はできません。 

・周囲の風紀を乱す行為は禁止となります。気になる行為が発覚した場合は、出店をご遠慮いただく 

場合がございます。 

・火の使用は禁止しています。 

・発電機の使用はできません。 

・転売行為は禁止しています。 

・PR・勧誘・布教・契約行為を目的とした出店は禁止しています。気になる行為が発覚した場合は、 

出店をご遠慮いただく場合がございます。 

・会場持ち込みのおもちゃ・乗り物当の操縦行為（ラジコン・ドローン等）は禁止しています。 

・ゴミの放置は禁止しています。（各自でお持ち帰りください） 

・代理出店はできません。（当日本人確認あり） 

・メローペ広場内への車両侵入はできません。 
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【事務局でご用意するもの】 

・キッズ店長名札 

・ショップ名ラミネート（ショップ前のカラーコーンに貼り付けます。） 

・駐車場をご利用された場合（1 ショップにつき）駐車サービス券 1 枚 

・パンフレット（事前 20 部ご送付） 

 

【各ショップでご準備頂くもの】 

・キッズ店長のデコレート済みのエプロン 

・敷物（商品は地面にそのまま置かないようにしてください） 

・商品 

・商品値札 

・釣銭（釣銭箱） 

・商品お渡し袋 

・昼食（軽食） 

・飲料 

・熱中症対策（帽子・水分補給など） 

・日差し除けのパラソルやテント、イス等はスペースからはみ出なければ持参いただいて構いませ 

ん。周囲の邪魔にならないようご注意ください。 

※会場内での出店者同士のトラブル、ケガなど、主催者（事務局）では一切の責任を負いかねます。 

 

 

 

【イベント問い合わせ】 

ステラタウンイベント事務局 

株式会社 Funwacca(ファンワッカ) 

Mail：bace@funwacca.com 

※事前のお問い合わせは上記メールにて承ります。 

【当日のご連絡先】 

むらた 090-9823-75728(直通） 

みと 080-9656-3105（直通） 

※上記直通携帯迄ご連絡ください。 

mailto:bace@funwacca.com

