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■ メモリープレイス☆SB＆アートマルシェ 2016概要 

 
メモリープレイス☆SB＆アートマルシェは、「お客様感謝イベント」として、当店が店内の一部を 2 日間に渡りお客様に開放

し、お客様自身が持ち寄った商品を販売できるマーケットイベントです。昨年に引き続き、本年もより多くのお客様にご利用

頂けるよう、Make & Take（メイクンテイク）の開催、当店スタッフが販売のセッティングをする「おまかせ出店」が可能と

なり、さらに売上金のクレジット先を「the store」ポイント、または「ネット通販」クーポン、いずれかを選択できます。 

出店ご希望の方は、下記の出店概要をご覧の上、本申込書に必要事項を記載して、お申し込み下さい。 

皆様のご出店お待ち申し上げております。 

 

■ 出店要項  
 

● 開催場所  

メモリープレイス the store 〒171-0032 東京都豊島区雑司ヶ谷 1-5-4 ジョイテル護国寺 B1F 

 

● 開催日 

2016年 9月 2日（金）10:00 ～ 16:00  

2016年 9月 3日（土）10:00 ～ 16:00 

 

● 出店者募集期間 

2016年 7月 22日（金）10：00 ～ 2016年 8月 19日（金）17：00まで 

先着順にて受付。定員になり次第、受付終了となります。 

 

● 出店資格 

メモリープレイス the store会員様。（いつでも入会可能です。入会金 216円、更新料なし）スクラップブッキング、ス

タンプアート、カードメイキング、カルトナージュ、その他の手作り・ホビーの一般愛好者及びグループ。 

 

● 出店者枠定員 

＜一般出店＞出店者ご自身が搬入・陳列・搬出を行います。 

 各日 8名及びグループ 

     

    ＜おまかせ出店＞メモリープレイス・スタッフに商品の陳列・売上の清算をおまかせして出店できます。 

     各日 8名及びグループ 

 

＜Make & Take出店＞メイクンテイクのみの出店（開催）、または一般出店と同時平行の出店が可能です。 

 各日 6名及びグループ 

 

● 出店申し込み 

出展申込書に必要事項を記入して、メールまたはファックスにてメモリープレイスまでお申し込み下さい。また、グ

ループで出展する際は、代表者がお申込み下さい。 

   

● 出店料・手数料 / 売上管理・お支払い 

＜出展料・手数料＞ 

一般出店、Make & Takeは無料。 

おまかせ出店については、他の出店形態（一般出店・Make & Take）との公平性を保つため、本年度から有料とさせて

頂きます。手数料は、売上の 10％、または 1,000円、いずれか低い方を適用することと致します。 

例１） 売上金 8,000円の場合 → 手数料 800円 

例２） 売上金 30,000円の場合 → 手数料 1,000円 

 

＜売上管理＞ 

商品の売上は、全て値札に記載されている価格及び出店者名を元にメモリープレイスの店頭レジにて個別に口座管理を

致します。売上金は、精算後消費税を除いた金額をお買い物ポイントとして、出店日に全額お渡しいたします。また、

昨年に引き続き、本年度も「the store」ポイント、または「ネット通販」クーポンのいずれかを選択できます。 

 

「the store」ポイントのご利用は、当店の規約通りといたします（最終利用日から１年間有効）。 

「ネット通販」クーポンのご利用は、発行日より１年間有効とします。なお、クーポンご利用の際は、お釣りがでませ

んので、10,000円以上の売上があった場合は、以下のように分割してクーポンを発行させて頂きます。 

（※毎年、８０％以上の出店者の方が、10,000円以上の売上を上げています。） 
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      例：売上金が 5000円の場合 

        ⇒5000円のクーポンを発行 

      

      例：売上金が 16000円の場合 

        ⇒10000円と 6000円のクーポンを発行 

       

      例：売上金が 23800円の場合 

        ⇒10000円が 2つと 3800円のクーポン 1つを発行 

 

● 出品可能な商品 

スクラップブッキング、コラージュ、スタンプアート、カードメイキング、カルトナージュ、オルタードアート、DIY、

またはその他分野の手作り・ホビー用材料、キット、完成品、関連用品など。（ご不明な点は、スタッフにお問い合わ

せ下さい） 

 

● 出店スペース 

＜一般・おまかせ＞メモリープレイス教室内（テーブル利用） W 750mm ｘ H 1500mm  x  D450mm 

＜Make & Take＞メモリープレイス敷地内※ （テーブル利用） W 750mm ｘ H 1500mm  x  D300mm 2名から 3名掛け 

       （※ツールバー、テラス、通路など） 

 

● 出品・販売について 

１） 販売価格は、下記のガイドラインに沿って、ご自由に設定して下さい。 

２） 商品には値札※と出店者名（ハンドル名やニックネームなど）を必ず明記して下さい。値札にこの情報が無い場合

は、レジにて口座の管理（売上・精算）ができませんので、ご注意下さい。 

３） 壊れやすい物、外れやすい物（12 インチダイカットシートなど）、まとめ売りする物（ペーパーなど）は、必ず

透明の袋にまとめて出品して下さい。 

４） 価格交渉は「あり」と致しますので、お客様との交渉後、価格が変更になった際、価格を書き換えができるように、

値札は余分にお持ち込下さい。（一般出店のみ） 

５） 価格間違えや混乱を避けるため、値札は 18mmｘ18mm以上のサイズの物をご使用下さい。 

 

※値札（価格表記）に関する注意事項 

値札には、必ず消費税込の価格を表記して下さい。また、ガイドラインとして、10円単位での価格設定をお願い致し

ます。 

 

例）税込価格 324円 NG  

税込価格 330円 OK  

 

● Make & Takeについて 

１） Maken & Takeの料金設定は、上記のガイドラインに沿って、無理のない範囲でご自由に行って下さい。 

２） 受講の事前予約は、当店では行いません。当日来店された方が受講できるよう、出店者のブログ等で、事前 

  予約をとる際は、可能な限り受講枠を残した状態で行って頂けますよう、ご協力お願いいたします。 

３） お客様の受講はレジで事前清算としますので、講習チケットのご準備をお願いします。チケットには、出店者 

  名及び Make & Takeの代金を必ず明記して下さい。この情報が無い場合は、レジにて口座の管理（売上・ 

  清算）ができませんので、ご注意下さい。 

 

● おまかせ出店  

＜陳列の順序＞ 

陳列は納品書の一番上から順に行って参ります。優先度の高いものはリストの上からご記入下さい。（宅配用の箱に出

品物を詰める際、優先度の高いものがなるべく上になるようご協力下さい）複数ある商品は、必ずひとまとめにし、付

箋などに合計数を記入して取れないよう貼り付けて下さい。 

 

＜在庫補充について＞ 

在庫補充は、対応可能ですので『補充用』商品がある場合は、ご送付下さい。空きスペースが生まれ次第、可及的速や

かに陳列いたします。 

 

＜陳列用什器について＞ 

バスケットやカゴなど、商品を並べやすくするための什器を出来るだけ出品物と一緒にお送り下さい。 

 

＜納品書＞ 

商品を送付する際は、必ず当店の指定納品書ご利用下さい。指定納品書は、メモリープレイスサイトからダウンロード

が可能です。 
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● 一般出店者のアテンドについて 

搬出入は出店者（グループの方は代表者お一人でも可）に行っていただきます。また、マルシェ期間中の出店ブースア

テンド（店番）及び会場内への出入りは原則自由とし、特に制限いたしません。 

但し、出品中の商品の紛失、破損等につきましては、当店は責任を負いかねますので、必ず各出店者のもと、管理を

行って下さい。 

例年、値札が取れてしまい販売がスムーズに行えないケースがございますので、終日アテンドできない、又は途中退室

を予定されている方は値札がはがれないよう、工夫するなど、出店者が不在の場合でも購入者が気持ちよくお買いもの

ができる体制作りを心掛けて下さいますようお願い致します。 

 

     【ご注意】 

     おまかせ出店者の商品管理は、メモリープレイス・スタッフが可能な限り、対応させて頂きますが、一般出店者 

     同様に破損、紛失につきましては、責任を負いかねます。予めご了承下さい。梱包の方法や値札がはがれないように 

     工夫するなど、お客様のお買い物がスムーズにできるよう、ご協力をお願い致します。 

 

 

 

● 搬入・搬出スケジュール（一般・おまかせ・Make & Take出店共通） 

 

★9月 2日（金）のみ出店の方 

搬入・商品設置：9月 1日（木）15：30 ～ 17：00 

搬出：9月 2日（金）16：00 ～ 17：00 

 

★9月 3日（土）のみ出店の方 

搬入・商品設置：9月 2日（金）17：00 ～ 18：30 

搬出：9月 3日（土）16：00 ～ 17：00 

 

★両日出店の方 

搬入・商品設置：9月 2日（木）15：30 ～ 17：00 

搬出：9月 3日（土）16：00 ～ 17：00 

 

＊＊＊搬入・搬出についてのご注意＊＊＊＊ 

各自が責任をもって、商品を持ち込み搬入して下さい。宅配便のご利用が必要な場合は、出店日に関わらず、一律 

8月 31日（水）の AM（午前）の時間指定にて送付下さい。 8/31以外は保管場所が確保できない為、受け取りはできま

せん。また、商品の破損・紛失等は当店では一切の責任を負えませんので、予めご了承下さい。 

搬出時、宅配便をご利用の場合は当店の契約業者のサービスをご利用頂けます。 

 ※業者：クロネコヤマト 

  料金：１つにつき、一律 540円（北海道・沖縄・離島一律 1,000円） 

  サイズ：最大 160サイズ 25キロまで 

 

 

【郵送先住所】 

〒171-0032 東京都豊島区雑司が谷 1-5-4 ジョイテル護国寺 B1F 

メモリープレイス 

TEL. 03-5953-2282 

時間指定：8月 31日（水）AM着 

【出店日に関わらず上記日程・時間のみ】 

備考欄に“SBマルシェ荷物在中・出店日○月○日・店舗名“を明記下さい。 
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スクラップブッキング＆アートマルシェ 2016出店申込書 

※必ず出店者要項をお読みの上、お申込み下さい。 

FAX: 03-5953-2292     EMAIL:info@memory-place.jp 

店舗名・ニックネーム・ハンドル名（グループ名）：  
※値札に表記する名称です。レジ採算時にも利用します。 

グループメンバー氏名（グループの場合のみ） 

1 

2 

3 

申込日:         2016年       月       日  

氏名（代表者）： 

住所: TEL/FAX:    Email: 

出店形態・希望日を選択して下さい 

１） 一般出店  

【1-A】 9月 2日（金）のみ 【1-B】 9月 3日（土）のみ 【1-C】 両日  

 

２） おまかせ出店 

【2-A】 9月 2日（金）及び 3日（土）両日のみ 

 

３） Make & Take出店（【3-1】【3-2】【3-3】など複数枠選択可） 

 
Make & Take出店枠 

9月 2日（金） テーブル１ 【3-1】 10:30-11:30 【3-2】 11:45-12:45 【3-3】 13:00-14:00 

   2日（金） テーブル２ 【3-4】 10:30-11:30 【3-5】 11:45-12:45 【3-6】 13:00-14:00 

9月 3日（土） テーブル１ 【3-10】 10:30-11:30 【3-11】 11:45-12:45 【3-12】 13:00-14:00 

   3日（金） テーブル２ 【3-13】 10:30-11:30 【3-14】 11:45-12:45 【3-15】 13:00-14:00 

売上金の精算方法を選択して下さい 

１）the storeポイント 2) ネット通販クーポン 

ウェブ掲載項目：以下の情報をお寄せください。メモリープレイスサイト内マルシェ特別ページに掲載させて頂きます 
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１） 自己紹介文（200字以内） 

 

 

 

 

２） 出品予定の商品 画像掲載ご希望の場合は、JPEGデータを info@memory-place.jp 宛にメールでお送り下さい。 

 

 

 

３） おすすめの商品 画像掲載ご希望の場合は、JPEGデータを info@memory-place.jp 宛にメールでお送り下さい。 

 

 

 

４） ご自身の宣伝ページ（ブログ、Facebookなど） 

 

 

お問合せ：メモリープレイス 
〒171-0032 東京都豊島区雑司が谷 1-5-4 ジョイテル護国寺 B1F TEL:03-5953-2282（10:00-17:00 日祭休） FAX: 03-5953-2292 


