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第６回 南会津アロマ祭り 開催概要

• 主催 ： 南会津アロマ祭り実行委員会
• 共催 ： 株式会社一十八日、アロマト株式会社、
• 後援 ： 福島県南会津地方振興局、福島県南会津農林事務所、
(予定) 南会津町、針生区、株式会社福島民報社、株式会社福島民友新聞社、

NPO法人はりゅう里の会、株式会社マストロジェッペット、
NPO法人みなみあいづ森林ネットワーク、
NPO法人グリーンストッククラブ、林業成長産業化推進会議

南会津アロマ祭り実行委員会事務局：株式会社一十八日

【場所】御蔵入交流館 多目的ホール、中庭など
〒967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字宮本東２２
【日時】 ２０２０年 ９月 ２０日 １０時～１６時
【来場者見込数】 ２０００人
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コンセプト
南会津アロマ祭りは今年で６年目のイベントです。第４回から会津田島駅からほど近い、御蔵入交流館に場所を移して開催して
います。昨年は約１８００名のお客様にご来場いただきました。
針生地区でクロモジやニオイコブシ、杉などの蒸留を行っており、地元の方をはじめ色々な方に南会津のアロマを知って頂くため
のイベントというのがアロマ祭り開催のきっかけです。
南会津のアロマ（精油）はTRAIN SUITE四季島への採用などもあり徐々に知られてきましたが、まだ広く浸透しているとは言え
ない状況です。
そのため、南会津地域で作られている精油があることをさらに広く知って頂き、アロマテラピーを身近なものとして楽しんで頂き、
身近な活用の仕方なども楽しく体験して頂けるようなイベントとして開催を行います。
会津のアロマを盛り上げたい、会津を盛り上げたい。そんな想いを持った皆様の出店をお待ちしております。

集客ターゲット

会津地域全域、東北、関東など広く集客を行います。

なかでも、南会津地域の女性、家族連れをメインターゲットに考えております。

昨年のお客様は南会津町内、福島県内のほか、東京、茨城、神奈川、仙台、新潟など様々な場所からご来場頂きました。

出店募集数
飲食関係 １０ブース前後、アロマワークショップ、販売関係 １０ブース前後、トリートメントブース４ブース前後

※募集状況によって変動あり。

※事前に内容を事務局で確認し、内容が重ならないように調整いたします。

※出展ブースには限りがあります。ブース上限以上のお申し込みいただいた場合、順番や出展内容などを考慮した
上でイベントの趣旨に合うように委員会にて選定させていただきます。選定の結果、出展をお断りさせていただく場
合もございますので、あらかじめご了承いただくようお願いします。

南会津アロマ祭り実行委員会 4



会場計画 （本年は５つのエリアで展開を計画しています）

多目的ホール：ワークショップエリア
ワークショップを行う会場です。休憩エリアも設
ける予定です。抽選会などのイベントも多目的
ホールで行います。
室内廊下エリア：商品の販売を行うエリア
飲食店ブース・屋外テントエリア：飲食店、屋外
での出店ブース
休憩ブース、アロマ足水の設置
和室：トリートメントルーム
会議室２：セミナー会場

※物販を行う場合には多目的ホールでの出店
が出来ません。屋内、屋外をお選び下さい。
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各出店スペースのご案内

ワークショップエリア

御蔵入交流館 多目的ホール
※公民館という施設の特性上、営利目的の活動を行う
ことが出来ません。
ワークショップを行う場合には、お客様から徴収する金額は
“材料費”とし、実費を請求するようにして下さい。

出店料
３０００円

設備
長机、椅子、看板、テーブルクロスはこちらでご用意いたします。

パーテーション、電源はご用意可能ですが場所に制限があるため、事前にご相談下さい。

場所

スペース
長机１～２個分のスペースを想定しております。ご出店者様の数により調整いたします。
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※販売を行う場合には、廊下又は屋外エリアとなります。

※他のエリアとの同時出店も可能です。
同時出店の場合、出展料は各ブースでかかりますので予めご了承ください。



各出店スペースのご案内

廊下エリア

御蔵入交流館 廊下 （商品の販売可能なエリアです）

出店料
３０００円

設備
長机、椅子、看板、テーブルクロスはこちらでご用意いたします。

パーテーション、電源はご用意可能ですが場所に制限があるため、事前にご相談下さい。

場所

スペース
長机１～２個分のスペースを想定しております。ご出店者様の数により調整いたします。
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※販売を行う場合には、廊下又は屋外エリアとなります。

※他のエリアとの同時出店も可能です。
同時出店の場合、出展料は各ブースでかかりますので予めご了承ください。



各出店スペースのご案内

屋外エリア

御蔵入交流館 中庭 （商品の販売可能なエリアです）

出店料
３０００円

設備
テント（3m×3m）、長机、椅子、看板はこちらでご用意いたします。

テーブルクロス、パーテーション、電源はありません。

場所

スペース
テント（6m×3mのものを2団体でご使用頂く形になります） 。

ご出店者様の数により調整いたします。
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※販売を行う場合には、廊下又はテントとなります。

※他のエリアとの同時出店も可能です。
同時出店の場合、出展料は各ブースでかかりますので予めご了承ください。



各出店スペースのご案内

トリートメントブース

御蔵入交流館 和室

出店料
３０００円

設備
看板はこちらでご用意いたします。

ご希望の場合には180㎝の長机1台まで、椅子、テーブルクロスの設置が可能です。また、トリートメントベッドのレンタルも行いま
す。個室でのトリートメントとなりますので事前の予約、決済の代行も行う予定になっております。（ご希望者のみ）詳細が決まりまし
たらご案内させていただきます。

場所

スペース
30平米のスペースに４ブースまで設置する予定です。出店者数、内容によりスペースはご出店者
様の数により調整いたします。
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※販売を行う場合には、廊下又はテントとなります。

※他のエリアとの同時出店も可能です。
同時出店の場合、出展料は各ブースでかかりますので予めご了承ください。



各出店スペースのご案内

飲食ブース

御蔵入交流館 中庭 （商品の販売可能なエリアです）

出店料
３０００円

設備
テント（3m×3m）、長机、椅子、看板はこちらでご用意いたします。

テーブルクロス、パーテーション、電源はありません。直火は使用可ですが火気には十分にご注意ください。

場所

スペース
テント（6m×3mのものを2団体でご使用頂く形になります） 。

ご出店者様の数により調整いたします。

南会津アロマ祭り実行委員会

10

※飲食ブースは屋外のみとなります。

※他のエリアとの同時出店も可能です。
同時出店の場合、出展料は各ブースでかかりますので予めご了承ください。



お申込み期限

出店お申込み締切 2020年6月30日
6月30日までにお申し込みを頂きますとチラシ裏面、ホームページ、
SNSへの掲載をさせて頂きます。

また、当日お客様に配布する出店者案内への掲載もいたします。

最終締切 2020年８月２０日
チラシ裏面への掲載をすることは出来ませんが、最終出店締切は８月２０
日まで受け付けいたします。チラシ裏面への掲載が無い場合でも、ホーム
ページ、SNSへの掲載は行います。

また、当日お客様に配布する出店者案内への掲載もいたします。
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各出店スペース基本仕様のご案内

ワークショップエリア

1）基本仕様・・・場所のみの提供となります。長机、椅子、テーブルクロス、看板はこちらでご用意いたします。

パーテーション、電源はご用意可能ですが場所に制限があるため、事前にご相談下さい。その他必要な設備は各自でご
用意ください。

2）電源・・・電力使用を希望する場合は事前に使用機器及び必要ワット数の届け出が必要です。延長コードなどのご用
意はありませんので各自でご用意ください。

3）火気使用について・・火気の使用は禁止です。加熱を必要とする場合にはIH調理器での加熱をお願い致します。また、
ブースを屋外に設けることも可能ですのでご相談下さい。

4）給排水・・・なし。室内のお手洗いなどの洗面所をご利用下さい。

5）ゴミ・・・当イベントは、極力ゴミを作らないよう努力しております。設営準備、営業に伴い発生した廃棄物等は出店者で
持ち帰り下さい。

6）出店内容・・・ワークショップ、アロマトリートメント等。商品の販売不可。

『アロマ祭り』の趣旨に合った内容の出店をお願い致します。

ワークショップの内容については被らないように、主催者側で調整をさせて頂きます。お申込み頂いたものとは違うものを
お願いする場合もございますのでご了承下さい。

７）抽選会などのイベントもワークショップエリアである多目的ホール内で行います。その際、ご来場のお客様が多く予想さ
れます。多少、騒がしくなったりすることが予想されますので予めご了承ください。

８）当日、メディアの取材が入る場合がございます。また、実行委員会でもホームページでの報告、来年に向けての告知な
どで使用する写真、動画を撮影いたします。顔などが映る場合もありますので、予めご了承ください。
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各出店スペース基本仕様のご案内

廊下エリア

1）基本仕様・・・場所のみの提供となります。長机、椅子、テーブルクロス、看板はこちらでご用意いたします。

パーテーション、電源はご用意可能ですが場所に制限があるため、事前にご相談下さい。その他必要な設備は各
自でご用意ください。

2）電源・・・電力使用を希望する場合は事前に使用機器及び必要ワット数の届け出が必要です。延長コードなど
のご用意はありませんので各自でご用意ください。

3）火気使用について・・火気の使用は禁止です。加熱を必要とする場合にはIH調理器での加熱をお願い致しま
す。また、ブースを屋外に設けることも可能ですのでご相談下さい。

4）給排水・・・なし。室内のお手洗いなどの洗面所をご利用下さい。

5）ゴミ・・・当イベントは、極力ゴミを作らないよう努力しております。設営準備、営業に伴い発生した廃棄物等は
出店者で持ち帰り下さい。

6）出店内容・・・ワークショップ、アロマトリートメント等。商品の販売可。『アロマ祭り』の趣旨に合った内容の出店
をお願い致します。

ワークショップの内容については被らないように、主催者側で調整をさせて頂きます。お申込み頂いたものとは違
うものをお願いする場合もございますのでご了承下さい。

７）当日、メディアの取材が入る場合がございます。また、実行委員会でもホームページでの報告、来年に向けて
の告知などで使用する写真、動画を撮影いたします。顔などが映る場合もありますので、予めご了承ください。
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各出店スペース基本仕様のご案内

トリートメントエリア

1）基本仕様・・・場所のみの提供となります。長机、椅子、テーブルクロス、看板はこちらでご用意いたしま
す。トリートメントベッドをご利用の場合はお持ち込みをお願いいたします。電源はご用意可能ですが場所
に制限があるため、事前にご相談下さい。その他必要な設備は各自でご用意ください。

※基本は１事業者様１ブース（１８０㎝テーブル１台またはトリートメントベッド１台）とさせて頂きますが応
募状況によっては２ブースの利用も可能となります。２ブース以上のトリートメントをご希望の場合はワーク
ショップエリアでのご出展をお願いいたします。

2）電源・・・電力使用を希望する場合は事前に使用機器及び必要ワット数の届け出が必要です。延長
コードなどのご用意はありませんので各自でご用意ください。

3）火気使用について・・火気の使用は禁止です。

4）給排水・・・なし。室内のお手洗いなどの洗面所をご利用下さい。

5）ゴミ・・・当イベントは、極力ゴミを作らないよう努力しております。設営準備、営業に伴い発生した廃棄
物等は出店者で持ち帰り下さい。

6）出店内容・・・アロマトリートメント等のトリートメント。商品の販売不可。

お客様に静かに施術を受けて頂けるため商品の販売等は不可とさせていただきます。

７）当日、メディアの取材が入る場合がございます。また、実行委員会でもホームページでの報告、来年に
向けての告知などで使用する写真、動画を撮影いたします。顔などが映る場合もありますので、予めご了
承ください。
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各出店スペース基本仕様のご案内

屋外テントエリア

1）基本仕様・・・テント、（１団体３m×３ｍ）、長机、椅子、看板はこちらでご用意いたします。 テーブルクロスはあり
ませんので各自でご用意お願いいたします。

2）電源・・・電源のご用意はございません。必要な場合は各自ご用意ください。ご用意が難しい場合には事務局
までご相談ください。
3）火気使用について・・・火気の使用が可能です。調理などで利用される場合は予めご申告をお願いします。
また、事故等発生しないよう管理徹底をお願いいたします。消火器を必ず持参し設置してください。消防署への申
請が必要になります。必要事項を出展者様にご記入頂いたものを事務局で取りまとめ申請を行います。

4）給排水・・・・・なし。手洗いなどの設備が必要な場合はポリタンク等を使い各自設置をお願いいたします。テン
ト内での排水は禁止です。指定された水場をご利用ください。室内のお手洗いなどの洗面所もご利用下さい。

5）ゴミ・・・・・当イベントは、極力ゴミを作らないよう努力しております。設営準備、営業に伴い発生した廃棄物等
は出店者で持ち帰り下さい。

6）出店内容・・・ワークショップ、アロマトリートメント等。商品の販売可。

『アロマ祭り』の趣旨に合った内容の出店をお願い致します。

ワークショップの内容については被らないように、主催者側で調整をさせて頂きます。お申込み頂いたものとは違
うものをお願いする場合もございますのでご了承下さい。

７）当日、メディアの取材が入る場合がございます。また、実行委員会でもホームページでの報告、来年に向けて
の告知などで使用する写真、動画を撮影いたします。顔などが映る場合もありますので、予めご了承ください。
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各出店スペース基本仕様のご案内

飲食ブース
1）基本仕様・・・テント、（１団体３m×３ｍ）、長机、椅子、看板はこちらでご用意いたします。アルコール消毒、ポリタンク等
の手洗い設備、ゴミ箱（ゴミ袋）は各自ご持参頂き必ず設置をお願いいたします。ご用意が難しい場合には事務局で販売
も致しますのでご利用ください。ガスコンロ、冷蔵庫、クーラーボックス等、その他必要な設備は各自でご用意ください。

2）電源・・・電源のご用意はございません。必要な場合は各自ご用意ください。ご用意が難しい場合には事務局までご相
談ください。

3）火気使用について・・・火気の使用が可能です。調理などで利用される場合は予めご申告をお願いします。
また、事故等発生しないよう管理徹底をお願いいたします。消火器を必ず持参し設置してください。消防署への申請が必
要になります。必要事項を出展者様にご記入頂いたものを事務局で取りまとめ申請を行います。

4）給排水・・・・・なし。手洗いなどの設備が必要な場合はポリタンク等を使い各自設置をお願いいたします。テント内での
排水は禁止です。指定された水場をご利用ください。室内のお手洗いなどの洗面所もご利用下さい。

5）ゴミ・・・・・当イベントは、極力ゴミを作らないよう努力しております。設営準備、営業に伴い発生した廃棄物等は出店者
で持ち帰り下さい。

6）出店内容・・・・・アロマ、ハーブ、会津に関連した飲食。※『アロマ祭り』の趣旨に合った内容の出店をお願い致します。

キッチンカーでの出店も可能です。※所轄保健所の「営業許可書」が必要です。営業許可書が無い場合、出展できませ
ん。

７）当日は御蔵入交流館の調理室がご使用頂けます。スペースに限りがありますので譲り合ってのご利用をお願いいたし
ます。荷物の受け入れは前日から可能ですが冷蔵庫のスペースには限りがございますので、冷蔵が必要なものについて
は原則当日のお持ち込みをお願いいたします。

８）当日、メディアの取材が入る場合がございます。また、実行委員会でもホームページでの報告、来年に向けての告知な
どで使用する写真、動画を撮影いたします。顔などが映る場合もありますので、予めご了承ください。
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注意事項
・南会津アロマ祭りの円滑な運営にご協力いただきます。運営の妨げになる場合、また誓約書に記載された事項を守らない場合は出展の取り消しや
出展をお断りする場合があります。

・出展責任者は、申請時に満２０歳以上の者に限ります。

・飲食ブースご出展の場合は保健所への届け出が必要となります。届け出については事務局にて行います。

・出展申請時には出展にかかる誓約書を提出いただきますので、誓約書の内容を責任者及び営業補助者も熟読ください。

・出店者の責任・原因による事故、食中毒等については、実行委員会として責任は一切負いません。必要な場合には当該保険については独自で加
入ください

・営業の際に出たゴミは、出展者の方で必ずお持ち帰りください。手数料を頂き事務局でごみ処理の代行も行っておりますので必要な場合にはご利
用ください。

・飲食ブースではその場での製造・加工・調理は、切る・煮る・焼くなどの簡易なもので加熱処理が行われるものに限ります。

・仕込みの必要な原材料を使用する場合は、調理室で仕込みを行うことが可能です。ただし、使用可能なものは当日の加工に限り、下処理を含め前
日の加工は一切出来ません。また食材については必要に応じて使用（調理）直前まで十分に冷蔵したものを使用してください。

以下の活動はできません。

・ 宗教の教義を広め、儀式等を行い、及び信者を教化育成することを目的とするもの

・ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反することを目的とするもの

・ 特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とするもの

・ 募金活動、署名運動、又はその他の勧誘行為を行うもの

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団及び団員による出展またはその利益につながるもの

・ その他、南会津アロマ祭りの趣旨にふさわしくないもの
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広告宣伝計画

・会津エリア（南会津郡、会津若松市、喜多方市）への新聞折り込み

・ポスターの配布（３００部を予定）

・南会津アロマ祭りのホームページでの宣伝
https://aromamatsuri.com/

・SNSへの投稿、運用
Facebook https://www.facebook.com/minamiaizuaromafestival/

・地域情報紙への掲載

その他、昨年以上に広告宣伝に力を入れていく予定にしております
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https://aromamatsuri.com/
https://www.facebook.com/minamiaizuaromafestival/


当日のイベント計画

・アロマ、６次化に関するセミナー（第１会議室で開催予定）

・先着１００名様に南会津アロマ祭りオリジナルのエコバッグを配布予定

・お子様向けの抽選会
小学校以下のお子様を対象に抽選券を配布（１人１枚、名前と住所を記入の予定）

・スタンプラリー

・抽選会を実施（今年はビンゴを予定しています）

・ゆるキャラ んだべぇが登場

南会津アロマ祭り実行委員会 19

当日は、向かいの「まちの駅 南会津ふるさと物産館」駐車場にて南会津商工産業
まつり、大ホールにて太鼓コンクールなどの催しが行われます。
各イベントとの相乗効果で昨年以上の来客を見込んでいます。



設営・搬入・搬出について
【設営可能時間】

１９日（土曜日） 14:00～18:00 ２０日（日曜日） 8:00～9:45

【お荷物の搬入】

＜宅急便の場合＞

下記の宛先に １９日（土曜日） １４時～１６時指定 でお送り下さい。

それ以外の日時指定の場合にはお受け取り出来ませんのでご注意ください。

お電話番号はご自身の携帯電話の番号をご記載下さい。

段ボールの上に大きく、出店名をお書き下さい。各ブースにお届けいたします。

到着を確認するため、事前にお送り頂く場合には予め宅配業者、小口数、お荷物番号をメールinfo@18th.co.jpにお知らせ下さい。

＜手での搬入の場合＞

駐車場がございます。２０日（日）の当日に搬入される場合は出店者駐車スペースに駐車をお願い致します。

搬入口・駐車場は次ページをご参照下さい。

＜搬出＞

１６：００～可能となります。お客様がいるうちは片付けを行うことを極力お控えください。

荷物の取り置きは出来ません。必ず当日中の搬出をお願いいたします。１９時までの完全撤収をお願い致します。
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〒967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字宮本東２２
御蔵入交流館 多目的ホール アロマ祭り会場



出店者駐車スペース・搬入口のご案内
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【お車でお越しの方】
必ず出展者スペースに駐車をお願いします。

【搬入について】
搬入口は２つございます。
スロープに車を入れ搬入することが出来ますの
で手で搬入される方はご利用下さい。
スロープは車１台しか入ることが出来ません。荷
物を降ろしたら速やかに車を移動し、譲り合って
ご利用をお願い致します。
搬入口はアロマ祭り開催中は使用することが出
来ません。



抽選会協賛商品ご協力のお願い
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アロマ祭りでは、毎年、地域やご出展者様で、抽
選会商品の協賛を頂ける方を募集しております。

抽選会は１４時３０分～、多目的ホール（ワーク
ショップエリア）で行います。
毎年アロマ祭りが一番盛り上がるイベントでもあ
り、会場に入りきれないくらいの方にご参加頂い
ています。

今年も南会津のゆるきゃら「んだべぇ」に進行役
をお願いし、昨年以上に盛り上がるイベントにし
たいと考えております。

ご協賛頂ける場合には、抽選会前に１分間のPRタイムを設けさせて頂くことが可能です。また、商品の
データを頂ける場合には、HP、SNSなどで事前告知、会場のスクリーンにて写真と文章を流させて頂き
ます。（どちらも希望者のみ。スクリーンに投影をご希望の場合は、前日までにデータをお送り下さい）

ご協力を頂けるご出店者様は事務局までご連絡ください。
皆様のご協力、心よりお待ちしております。



出店に関するお問い合わせ

• （事務局・担当）
• 株式会社一十八日 南会津オフィス 担当：小平（おだいら）

• 〒967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字中町甲3947
• TEL 0241-64-5665 FAX 03-5362-3181（本社共通）

• info@18th.co.jp

• ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
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