
「特産品・地場産品」出品者募集について 

 

 

平成２４年１２月開駅に向けて、岡崎の魅力ある特産品や地場産品を展示・

販売コーナーへ出品していただける事業者・団体を募集いたします。 

 

 

【申込期間】 

〈第 1期募集〉平成２４年６月１１日（月）～７月２０日（金） 

 

 

【申込方法】 

出品については各々の申込書に必要事項をご記入の上、下記に郵送又は直接提

出してください。また、募集要項ならびに申込書は岡崎パブリックサービス、

おかざき農遊館、ふれあいドーム岡崎、岡崎市役所農務課でも配布しておりま

す。 

 

 

 

【申込・問合先】 

住 所  〒４４４-００２２ 

愛知県岡崎市朝日町３丁目１７番地 

一般社団法人 岡崎パブリックサービス内 

岡崎パブリックサービス・JA あいち三河共同事業体 

電話 （０５６４）２３―１９１７ 
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道の駅藤川宿の特産品・地場産品出品者募集要項 

 

指定管理者：岡崎パブリックサービス・ＪＡあいち三河共同事業体 

                        （以下、「当事業体」という） 

  

 

 当事業体は、平成 24 年 12 月開駅予定の道の駅藤川宿において、岡崎市の特産品・地

場産品を出品していただける方を募集します。 出品を希望される方は下記よりお申込

みください。 

 

1 道の駅 藤川宿の運営方針 

来訪者に良好で快適な休憩の場所や多様なサービスを提供するとともに、岡崎市が誇

る農林産物・特産品や観光資源の魅力を発信し、交流人口の増加及び地場産業の活性化

と地域振興のまちづくりを推進します。 

 

2 所在地 

岡崎市藤川町字東沖田 44 番地  

 

3 開駅時期（予定） 

平成 24 年 12 月 

 

4 営業時間と休業日 

 営業時間：午前 9 時から午後 6時まで 

 休業日：年中無休（但し特別日は除く） 

 ※コンビニエンスストアは 24 時間営業 

 

5 出品者資格 

・特産品・地場産品の定義に該当する方 

※ただし出品しようとする法人又は団体及びその代表者若しくは個人が、下記のいず

れかに該当する場合は申し込みをする事が出来ません。 

・制限能力者（成年被後見人・被保佐人・被補助人及び未成年者） 

・破産者であって、復権していない者 

・銀行取引停止処分を受けている者 

・国税及び地方税を滞納している者 

・申込み日から過去１年間に、悪質な法令違反等により、許可の取消し等の重大な 
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行政処分を受けた者 

・懲役または禁固刑に処せられ、その執行が終了してない者 

・禁固以上の刑に該当する罪を犯した容疑をもって拘留または起訴された者で、判 

決が確定していない者及び有罪判決を受け、刑期又は執行猶予期間が満了していない 

者 

・公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、施設管理上の支障となる者 

 ・道の駅藤川宿の施設を利用することにより、暴力団の利益になる活動を実施する者 

 

6 特産品・地場産品の定義 

ア 特産品とは下記のすべてに該当するものとします。 

・市内に本社を有する法人又は、市内の個人事業者若しくはそれらで構成する団体の

商品であること。 

・市内で製造又は加工した商品及び加工品であること。 

・商品の製造方法、原材料、歴史などに独自性があること。 

・常に販売又は受注が可能など、消費者が購入できる商品であること。 

イ 地場産品とは下記のすべてに該当するものとします。 

・市内に本社又は主たる事業所を有する法人又は、市内の個人事業者若しくはそれら

で構成する団体の商品であること。 

 ・商品が岡崎市と関連性がある加工品であること。 

・常に販売又は受注が可能など、消費者が購入できる商品であること。 

 

7 展示及び販売場所 

・特産品・地場産品の展示場所は、①のきらり岡崎コーナーになります。 

・特産品・地場産品の販売場所は、②のコンビニになります。 

 
「全体平面図」 
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8 特産品・地場産品の展示、商品及び事業所パンフレット等の設置（きらり岡

崎コーナー） 

展示する特産品・地場産品には、商品名・事業者名・商品の特徴・付加価値などを

記載した紹介パネルを設置し、常駐の案内人（コンシェルジュ）が展示品等の説明や 

販売促進をします。 

 「展示場所イメージ（観光パネルの下側が壁付ボックスとなります）」 

    

 ア 展示区画 

・壁付けボックス（LED ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ）は幅 60 ㎝×高さ 40 ㎝×奥行 35 ㎝が基本となりま

す。 

・カードラック（パンフレット等の設置）はＡ4 サイズ・Ａ4 三つ折りサイズ・名刺

サイズです。 

イ 展示品条件 

・実物・サンプルは問いません。展示品は展示にふさわしいものとします。 

 ・展示期間第 1期を平成 24 年 12 月開駅日～平成 25 年 3 月末日とし、その後は 

3 ヶ月間を基本単位とします。（下表参照・内容により継続契約可） 

 開駅後の募集スケジュール(予定) 

展示・販売 申込〆切 選定の決定 

第 2期 4 月～6月 1 月末日 2 月末日 

第 3期 7 月～9月 4 月末日 5 月末日 

第 4期 10 月～12 月 7 月末日 8 月末日 

 

ウ 展示手数料（運営協力金） 

・壁付けボックス １区画 3,000 円/月 

・カードラック ・Ａ4 サイズ、Ａ4三つ折りサイズ 1,000 円/月 

・名刺サイズ 500 円/月   

※特産品・地場産品の実演台や展示テーブルもございますが、そちらに関しては 

後日の案内とします。 
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エ 展示手数料の徴収 

契約時に展示期間の手数料を徴収します。展示期間中に中途解約・変更した場合 

手数料の返金は致しません。 

 オ 選定方法 

 ・申込内容から以下の項目を中心に審査・点数化し、当事業体の運営方針を基に選定

させていただきます。 

(1) 特産品・地場産品の定義に沿っているもの。 

(2) 地域資源を活用し、素材を十分に活かしているもの。 

(3) 他の類似品と比較し、製品の特長や品質、デザイン等が優れているもの。 

(4) それぞれの季節、時期にふさわしいもの。 

 ※展示スペースには限りがありますので、展示時期、期間等についてはご希望に添

えない場合があります。陳列場所の指定については、道の駅担当者に一任させて頂き

ます。 

 

9 特産品・地場産品の販売（コンビニ） 

ア 販売区画 

・1品の販売区画は横 30ｃｍ×高さ 30ｃｍ×奥行 45ｃｍを原則とします。 

・１事業者につき 2 品目までとします。なお、商品名が同一でもサイズや価格が異な 

る場合は別品目とします。 

※販売は、展示している期間と同じとします。陳列場所の指定については、道の駅担

当者に一任させて頂きます。 

イ 出品条件 

・食品衛生法、JAS 法、景品表示法等の各種法令に違反しない商品であること。 

・特許、実用新案等で係争中でない商品あるいは係争の恐れが無い商品であること。 

・公序良俗に反しない商品であること。 

・店頭販売に適した商品であること。 

・製造物責任（ＰＬ）保険に加入していること。 

ウ 販売手数料 

・特産品・地場産品は委託販売とします。販売手数料は商品価格（税抜）の 25％を

とます。食品以外については、先の販売手数料に5％を上乗せとさせていただきます。 

但し、販売品の申込み内容については、当事業体と出品事業者で協議の上、決定させ

ていただきます。 

・販売手数料に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。 

エ 代金の精算 

・月末締め翌月 25 日支払いとさせていただきます。（金融機関が休業日に当たる場合

は前営業日とします） 
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・売上金額（税抜）から上記の販売手数料を引いた金額を出品事業者の指定する金融 

機関の口座に振り込むこととします。 

オ 選定方法 

・申込み内容と以下の優先順位を考慮し、当事業体の運営方針を基に選定させていた

だきます。 

(1)きらり岡崎コーナー壁付けボックス展示事業者の特産品 

(2)きらり岡崎コーナー壁付けボックス展示事業者の地場産品 

(3)その他 

  

10 出品の申込み及び可否について 

ア 出品の申込み 

出品を希望する事業者は「特産品・地場産品出品申込書」（コンビニでの出品希望

者は他に＜品質管理確認書＞の添付が必要です）に必要事項を記載し、展示品及び販

売品の写真を添えて、下記に郵送若しくは直接提出してください。 

 

※第一期募集期間：平成 24 年 6 月 11 日～平成 24 年 7 月 20 日 

 

住所  〒444-0022 

愛知県岡崎市朝日町３丁目１７番地 

一般社団法人 岡崎パブリックサービス内 

岡崎パブリックサービス・JA あいち三河共同事業体 

電話 （０５６４）２３―１９１７ 

 

イ 可否の通知 

開駅に伴う出品の可否は、8月下旬から 9 月上旬に書面又は電話にて通知いたしま

す。出品をしていただく事業者は、後日委託契約を締結していただきます。 

 

11 出品物の搬入、搬出等 

ア 展示品及び販売品の搬入・搬出時間 

・搬入は契約開始前日の 19：00～20：00 までの間にお願いします。 

・搬出は契約終了日の 18：00～19：00 までの間にお願いします。 

・出品期間が終了若しくは消費（賞味）期限が近づいた商品ついては、速やかに撤収

をお願いします。また、販売品の補充に関しては、営業時間内にお願いします。 

イ 試食・試飲用商品の提供 

販売促進のため、試食や試飲の提供をお願いする場合があります。 
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12 その他 

・きらり岡崎コーナーでは常駐の案内人（コンシェルジュ）による事業者・商品・使

い方・食べ方等の紹介をさせていただきますので、契約締結後に展示品の紹介文の作

成をお願いします。また展示品の内容によっては事業所（工場等）訪問をお願いする

場合があります。 

・情報のフィードバックの為、売上情報や消費者等により得られた出品に対する意見、

要望等は随意報告します。 

・展示品、販売品の管理については道の駅担当者が注意を払いますが、商品の盗難・

破損等が生じた場合や商品の欠陥等により異物混入や食中毒等の事故が発生した場

合、当事業体は一切の責任を負いません。 

・本要項に定めない内容については、当事業体と出品事業者で協議の上、決定します。 

 

 



様式　1

申込日

岡崎パブリックサービス・JAあいち三河共同事業体　　様

　私は、道の駅藤川宿の特産品・地場産品出品者募集要項を遵守し、 出品の申込みをします。

事業者名（氏名）

電話番号

展示品名

　※定義をご確認の上、ご記入ください

主な
原材料

展示品の
説明

展示区画

展示期間 　□　希望する　　□　希望しない

※処理欄

別途、展示品の写真を添付してください。（申込み後、現物を確認させていただく場合があります）

(1) 書類の様式について

　ア　展示のみ希望の方　→　様式 1

　イ　展示及び販売を希望の方　→　様式 1・2・3又は4

　ウ　販売のみを希望の方　→　様式 2・3又は4

(2)　その他

　展示期間中は保存が可能なものであること。

　展示に出品数の制限はありません。複数の出品を希望される場合は、1品目ごとに申請してください。

　

※ご提出していただきました申込書については、個人情報保護法に基づき取扱いさせていただきます。

出品者名

住所

藤川宿特産品・地場産品　展示申込書

フリガナ

㊞

展示品の概要

製品の特長並びに、独自性、歴史などのセールスポイント

平成24年12月開駅日～平成25年　3月31日 左記以降の展示の有無

□　名刺サイズ　□　A４サイズ　□　壁付けボックス 　□　A４三つ折りサイズ

（　全体に占める岡崎産原材料比率　　　　　　　　％　）

平成　   　 　年　 　  　　　月　  　 　　　日

受付№

□　特産品　　　　□　地場産品

フリガナ

〒　　　　　　　　－

（　　　　　　　）　　　　　　　　－ FAX番号 （　　　　　　　）　　　　　　　　－

サイズ

幅　　　　　㎝×高さ　　　　㎝×奥行　　　　　㎝　　

区分



様式　2

申込日

岡崎パブリックサービス・JAあいち三河共同事業体　　様

　私は、道の駅藤川宿の特産品・地場産品出品者募集要項を遵守し、 出品の申込みをします。

事業者名（氏名）

電話番号

商品名
販売価格
(税込）

　※定義をご確認の上、ご記入ください

商品の
サイズ

製造日からの
消費期限

商品の
説明

主な
販売場所

左記の
販売実績

※処理欄

商品名
販売価格
(税込）

　※定義をご確認の上、ご記入ください

商品の
サイズ

製造日からの
消費期限

商品の
説明

主な
販売場所

左記の
販売実績

※処理欄

※別途、販売品の写真を添付してください。（申込み後、現物を確認させていただく場合があります）

(1) 書類の様式について

　ア　展示のみ希望の方　→　様式 1

　イ　展示及び販売を希望の方　→　様式 1・2・3又は4

　ウ　販売のみを希望の方　→　様式 2・3又は4

(2)　その他

　販売品は店頭販売に適したものであること。

　販売品は１事業者につき、２品目までとします。

※ご提出していただきました申込書については、個人情報保護法に基づき取扱いさせていただきます。

 □　常温　　　 　□　冷蔵　　　　□　冷凍

　横　　　　　　㎝×高さ　　　　　㎝×奥行　　　　　　㎝　　 日
 商品の特徴等やセールスポイント

　個　/　１ヶ月

平成　   　 　年　 　  　　　月　  　 　　　日

受付№

藤川宿特産品・地場産品　販売申込書

出品者名

フリガナ

㊞

住所

フリガナ

〒　　　　　　　　－

（　　　　　　　）　　　　　　　　－ FAX番号

円

円

（　　　　　　　）　　　　　　　　－

    □　特産品　　　　□　地場産品

商品の概要
(１品目）

区分

    □　特産品　　　　□　地場産品

　

区分 陳列方法

　横　　　　　　㎝×高さ　　　　　㎝×奥行　　　　　　㎝　　 日
 商品の特徴等やセールスポイント

陳列方法  □　常温　　　 　□　冷蔵　　　　□　冷凍

商品の概要
(２品目）

　個　/　１ヶ月



品質管理確認書（個人用）                                  様式 3 

 

西暦    年   月   日 

一般社団法人 岡崎パブリックサービス御中 

                    住所 

 

                    氏名           印 

 

 品質管理に関する確認書 
 
貴店に納入する「商品」に関し、次ぎの事項を保証します。 
 
第１条（品質管理の徹底） 
  １．貴店に納入する「商品」に関し、その品質、鮮度、添加物、製造方法その他一切の安全および衛

生関する事項は、食品衛生法、ＪＡＳ法、製造物責任法その他関連緒法令ならびに各地方自治体

条例が定める品質基準に合致しているものとします。 
２．工業所有権（特許権・実用新案権・意匠権・商標権）・肖像権・著作権等に関して第三者の権利

の侵害がないこととします。 
３．広く知られた第三者の商号・容器・包装等と同一もしくは類似のものでない等、不正競争防止法

に違反していないこととします。 
第２条（「商品」の自主検査） 
   貴店に納入する商品の取扱いに際し、取扱い前の自主検査を必ず実施すると共に、その結果につい

て提出の要請があった場合は、速やかにその要請に応じます。 
第３条（不適格「商品」・事故等の対応） 
   貴店に納入する商品に病原菌、添加物等の混入による食中毒事故や異物混入等による傷害事故が発

生した場合は、誠心誠意その事故の処理に努めると同時に、貴店およびミニストップ株式会社の被

った損害について補償します。 
第４条（補償方法） 
   第３条に定める補償の支払は、貴店より請求され次第、速やかに支払います。 
 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



品質管理確認書（法人用）                                  様式 4 

 
西暦    年  月  日 

一般社団法人 岡崎パブリックサービス御中 
                       住  所 
 
                       会 社 名 
 
                       代表者名                 印 
 

品質管理に関する確認書 
 
当社が貴店に納入する「商品」に関し、次ぎの事項を保証致します。 

 

第1条（品質管理の徹底） 

１．当社が貴店に納品する「商品」に関し、その品質、鮮度、添加物、製造方法その他一切の安全および衛生

に関する事項は、食品衛生法、ＪＡＳ法、製造物責任法その他関連諸法令ならびに各地方自治体条例が定

める品質基準に合致しているものとします。 

 ２．工業所有権（特許権・実用新案権・意匠権・商標権）・肖像権・著作権等に関して第三者の権利の侵害が

ないこととします。 

 ３．広く知られた第三者の称号・容器・包装等と同一もしくは類似のものでない等、不正競争防止法に違反し

ていないこととします。 

第2条（「商品」の自主検査） 

当社は、商品の取扱いに際し、取扱い前の自主検査を必ず実施すると共に、その結果について貴店から提 

出の要請があった場合、速やかにその要請に応じます。 

第3条（「商品」収去調査） 

当社は、貴店が指定している検査機関の実施する「商品」収去調査の趣旨を理解し、その検査結果による 

貴店からの指導に従います。 

第4条（工場衛生調査） 

当社は、貴店が指定している検査機関の実施する「工場衛生調査」の趣旨を理解し、貴店から工場立入り 

検査の要請があった場合は、当社はその要請に応じ、いつでも工場建物の内外への立入りを認め、その検 

査結果による貴店からの指導に従います。 

第5条（不適格「商品」の対応） 

第1条に定める法令に合致しない「商品」が発生した場合、またはそのおそれのある場合は、当社は、貴

店からの指示により店頭在庫を引き上げると同時に、速やかに原因を突き止め改善策を講じます。また、

その結果、貴店およびミニストップ株式会社に生じる損害について補償します。 

第6条（事故への対応） 

当社「商品」に病原菌、添加物等の混入による食中毒事故や異物混入等による傷害事故が発生した場合は、 

当社は、誠心誠意その事故の処理に務めると同時に、貴店およびミニストップ株式会社の被った損害につ 

いて補償します。 

第7条（クレームへの対応） 

当社「商品」に当社管理上の不手際によるクレームが発生した場合は、当社は、同一の「商品」の確認や 

貴店舗への連絡、関係機関への連絡等に務めると同時に、貴店およびミニストップ株式会社がクレーム処 

理に費やした費用については補償します。 

第8条（補償方法） 

第5条、第6条並びに第7条に定める当社が貴店に対して支払うべき補償については、貴店より請求され次 

第速やかに支払います。 
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