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第６回 かわさきパン博 2017 開催概要 

 

開催日  平成 29 年 4 月 23 日（日）11:00〜17:00  ※雨天決行   

場所  川崎町民会館・中央体育館（福岡県田川郡川崎町田原 804 番地 ）※例年に同じ 

主催  かわさきパン博 2017 実行委員会  

後援 川崎町/川崎町教育委員会/川崎町議会/豊前川崎商工会議所/ 

     川崎町農業後継者クラブ※いずれも予定  

６年目の折り返しにあたり・・・ 

今年のかわさきパン博は、ニュースタイルを取り入れ進化します！ 

2017 年の新テーマ 「パンと〇〇」 

〇〇の中は、あなた次第。 

パンと共にある休日、あなただけのお気に入りの何かを 

川崎町で見つけてください 
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●集客目標   25,000 人 (昨年 18,500 人)  

●広告媒体    チラシ：30,000 枚／DM:20,000 枚／ポスター300 枚 

         テレビ／新聞／ラジオ／SNS 

 

 

 

 

Point1 充実のお店が 1１0 店舗 

選りすぐりのおいしいパン店    50 店 

 

パンのお供・雑貨等のマルシェ 40 店 

パン博で体験ワークショップ   20 店 

飲食エリア大幅拡大 

 NEW ! 

Point4 今年のパン博はイベント盛りだくさん 

小梅ちゃんと一緒に踊ろう！川崎町のプロモーションビデオに参加しよう！ 

パン博 instagram コンテスト開催！川崎町の食材を使ったパンを instagram にアップして 

商品をゲットしよう！ 

パンの木、今年も登場！  その他楽しいイベントも企画中！ 

Point2 楽しいローカル線でパン博へ 

日田彦山線、増便決定！ 

ひたひこウォークキングも同時開催！ 

Point3 グルメマップ完成 

川崎町には美味しいものがたくさん！ 

川崎町で心ゆくまで満腹に！ 
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ご出店募集要項 

かわさきパン博 2017 を共に盛り上げていただける出店者様を広く募集いたします。 

募集店舗数 計 110 店舗 

(パン店 50 店舗／マルシェ 40 店舗／ワークショップ 20 店舗) 

ご出店を希望される方は、当方の規定に従って期限までにお申し込み手続きを御願い致します。企画趣旨の改定、

スペースの都合上、本年より誠に勝手ながら、事前審査による出店制限を設けさせていただきます。何卒、ご理解の

ほど、宜しく御願い致します。 

 

●ご出店条件 

パン店 

 ⑴川崎町の食材を使用してオリジナルパンを製造・販売すること（最低：1 品目）  

  ※食材項目につきましては（出店申込書／パン出店用／No.2）をご参照ください。 

 ⑵店舗営業をされている方、食品賠償保険等に加入されている方          

マルシェ／ワークショップ 

・飲食物を販売する店は個別で食品賠償保険等に加え、営業許可を取得していること 

 （臨時営業許可取得でも可） 

※尚、以下の内容にあてはまる商品の販売および、出店は固くお断りいたします。 

(1)消費者の安全を損なう恐れのあるもの。 

(2)著しく他の出店者の迷惑となるもの 

(3)偽ブランド商品。贋作品や著作権を害する品、販売禁止素材を使用した製品等。 

(4)公序良俗に反するもの 

(5)その他、運営側が出店に際し好ましくないと判断したもの 
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●ご出店に伴う詳細 

・パンブース…1 店舗 5,000 円（3,000 円＋初回登録料 2,000 円） 

        ※２回目以降の出店者様は出店料の 3,00０円のみ 

         会場：川崎町民会館（屋内）・中央体育館（屋内） 

         出店例：パン店のみ 

・マルシェ…1 区画 2,000 円／幅 3500m×奥行き 3500m 

        ※移動販売車を使用した出店も可能です。希望の方はお問合せまでご連絡ください。 

        ※テーブル 1 台(無料貸出) 椅子 2 脚(無料貸出)+椅子貸出(1 脚に付き 100 円) 

        会場：川崎町民会館前駐車場（屋外）・駐車場横道路（屋外） 

        出店例：カフェ、スイーツ、ジャム、飲食店、雑貨販売 

・ワークショップ…1 区画 2,000 円／幅 3500m×奥行き 3500m 

           ※テーブル 1 台(無料貸出) 椅子 2 脚(無料貸出)+椅子貸出(1 脚に付き 100 円) 

           会場：川崎町民会館前駐車場（屋外）・駐車場横道路（屋外） 

 

●お支払い方法   ※前払いで御願い致します。  

当選した出店者様にお送りする関係書類一式の中に 振込先の詳細を記した資料を同封しております。 

内容に沿って 期日までに出店料をお支払ください。 

期限までにお支払いただけない場合は出店取り消しになる場合があります。 

万が一、出店をキャンセルされた場合でも出店料の返却は行っておりません。あらかじめご了承ください。  

主催者の都合によるイベントの中止、天災などによる不慮の中止の場合は 出店料をご返却いたします。 
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●受付から出店までの流れ 

 ①受付 

  ・募集期間／平成 29 年 2 月 7 日（火）〜2 月 28 日（火）※期限厳守 

  ・FAX 又はメールにてお申し込み※申し込み先は下記詳細 

②受付確認 

 ・申し込まれましたら、後日担当者より FAX 又はメールにて確認の連絡を致します。 

③出店舗選考 

 ・募集出店数を上回る場合は、大変勝手ながら実行委員会にて 

  お申し込み内容をもとに審査を行い、出店舗の当選告知をさせて頂きます。  

 

④出店舗の告知 

 ・3 月 10 日（金）13:00 より川崎町役場ホームページにて当選店舗一覧を公開させていただきます。 

⑤資料の郵送 

 ・当選された出店者様には告知か約 1 週間以内に出店に関する詳細資料一式をお送りします。 

 

【受付期間】 平成 29 年 2 月 7 日(火)～2 月 28 日(火)  ※期限厳守 

川崎町役場ホームページより申し込み用紙をダウンロードし、FAX または E メールにて送付      

【宛先】     かわさきパン博 2017 実行委員会 出店受付係 

【FAX】     川崎町役場/農商観光課 0947-72-6453 

【E-mail】   一般社団法人川崎町観光協会 info@kanko-kawasaki.net 

 

 

 



 6 

 

【かわさきパン博 2017 に関するお問い合わせ先】 

◆一般社団法人川崎町観光協会  担当：中村／公門（きみかど） 

 福岡県田川郡川崎町安眞木 5316-1 

 TEL／0947-73-3838      E-mail／info@kanko-kawasaki.net 

 

 ◆川崎町役場／農商観光課 

  福岡県田川郡川崎町田原 789-2 

   TEL／0947-72-3000(内線 225・226)     FAX／0947-72-6453 

  



【お問い合わせ】
※なにかご不明な点がございましたら　
　お気軽にご連絡ください。

◆一般社団法人　川崎町観光協会事務局
　住所／福岡県田川郡川崎町安眞木5316-1
     TEL／0947-73-3838

◆川崎町役場／農商観光課
　住所／福岡県田川郡川崎町田原789-2
     TEL / 0947-72-3000（内線225・226） 

申し込みは
こちらまで 0947-72-6453

FAXはこちら

info@kanko-kawasaki.net

MAILはこちら

店舗名

住所

店舗電話番号

メール

FAX

連絡可能時間帯

携帯番号

店舗責任者

出店責任者

店舗PR

販売品目

持込み備品
※電化製品

備品名 ワット数

例：あんぱん
レーズンパン
など…

かわさきパン博2017 出店申込書
パン出店用

No.1

製造　　　仮設販売　　　食品賠償保険  等

※食品衛生法により上記の許可・保険等が必要な場合があります。
　詳しくは最寄りの保健所食品衛生課にお尋ねください

※□にチェックをつけてください。許可申請
保険加入の有無



マルシェ出店用

店舗名

住所

電話番号

メール

FAX

連絡可能時間帯

出店責任者

出店ブース名

店舗PR

出店内容
もしくは
販売品目

持込み備品
※電化製品

追加備品
（有料）

備品名 ワット数

※店舗経営でなければ個人名でも可

必要 不要
※（必要）に◯をつけた方のみ右に詳細記入

かわさきパン博2017 出店申込書

【お問い合わせ】
※なにかご不明な点がございましたら　
　お気軽にご連絡ください。

◆川崎町役場／農商観光課
　住所／福岡県田川郡川崎町田原789-2
     TEL / 0947-72-3000（内線225・226） 

申し込みは
こちらまで 0947-72-6453

FAXはこちら

info@kanko-kawasaki.net

MAILはこちら

① 机 W1800×D600×H700／1台まで無料貸出
② 椅子２脚まで無料貸出＋（　　　脚）１脚100円
※１区画（幅3500m×奥行き3500m）
※テントはこちらでご用意しております。

◆一般社団法人　川崎町観光協会事務局
　住所／福岡県田川郡川崎町安眞木5316-1
     TEL／0947-73-3838

製造　　　仮設販売　　　食品賠償保険  等

※食品衛生法により上記の許可・保険等が必要な場合があります。
　詳しくは最寄りの保健所食品衛生課にお尋ねください

※□にチェックをつけてください。

許可申請
保険加入の有無
※飲食物を販売する
方のみ回答



ワークショップ出店用

店舗名

住所

電話番号

メール

FAX

連絡可能時間帯

出店責任者

出店ブース名

店舗PR

ワークショップ
内容

ワークショップ
価格

持込み備品
※電化製品

備品名 ワット数

※店舗経営でなければ個人名でも可

必要 不要
※（必要）に◯をつけた方のみ右に詳細記入

かわさきパン博2017 出店申込書

【お問い合わせ】
※なにかご不明な点がございましたら　
　お気軽にご連絡ください。

◆川崎町役場／農商観光課
　住所／福岡県田川郡川崎町田原789-2
     TEL / 0947-72-3000（内線225・226） 

申し込みは
こちらまで 0947-72-6453

FAXはこちら

info@kanko-kawasaki.net

MAILはこちら

追加備品
（有料）

※１区画（幅3500m×奥行き3500m）
※テントはこちらでご用意しております。

◆一般社団法人　川崎町観光協会事務局
　住所／福岡県田川郡川崎町安眞木5316-1
     TEL／0947-73-3838

① 机 W1800×D600×H700／1台まで無料貸出
② 椅子２脚まで無料貸出＋（　　　脚）１脚100円



申し込みは
こちらまで 0947-72-6453

FAXはこちら

info@kanko-kawasaki.net

MAILはこちら

かわさきパン博2017 食材申込書
パン出店用

No.2

使用する川崎町の野菜

食材項目

たまねぎ 1口／1ｋｇ／220円

小松菜 1口／250g／170円

ほうれん草 1口／250g／180円

ミディトマト
（フルティカ）

1口／500g／650円

いちご
（あまおう）

1口／500g／500円

はちみつ
（れんげ）

1口／500g／1500円

柚子皮スライス 1口／1ｋｇ／1000円

柚子ペースト 1口／1ｋｇ／1000円

甘夏ペースト 1口／1ｋｇ／1000円

単価（税込） 数量

／口

／口

／口

／口

／口

／口

／口

／口

／口

※

※使用したい食材のみ数量を記入してください。

配達希望日

配達について

月　　　日

【特別配達】

指定する特定納品日つきましては特別配達
料（500円税込）にて配達・納品いたします

●福岡市・糟屋郡（糟屋町・篠栗町・志免町・久山
町・宇美町・須恵町・新宮町）
　→4月14日（金）・4月21日（金）  

●田川市郡（田川市・川崎町・香春町・福智町・大
任町・糸田町・添田町・赤村）・嘉麻市・直方市・飯
塚市・宮若市・桂川町・小竹町・鞍手町
　→4月19日（水）・4月20日（木）  

●北九州市・行橋市・豊前市・京都郡（みやこ町・
苅田町）・築上郡（築上町・上毛町・吉富町）
　→4月20日（木）    

●春日市・大宰府市・筑紫野市・大野城市・那珂
川町・朝倉市・東峰村
　→4月18日（火）    

●古賀市・宗像市・福津市・中間市・遠賀郡（遠賀
町・芦屋町・岡垣町・水巻町）
　→4月17日（月）    

※青果につきまして、突然の天候不良や生育不良により出荷可
能の量が変動することがあります。ご了承くださいませ。

その他の日程希望、もしくは上記にないエリアの場合は、配達料金（県内＝1,100円、県外＝1,400円）が別途必要
となります。その場合、小松菜・ほうれん草・いちごを配達の場合は別途クール代（300円）が加算されます。  

【通常配達】

【川崎町観光協会での受渡し】／無料（受渡時間／月～日 9:00-17:00）

※希望する配達方法に○をつけてください。

店舗名
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