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「静岡産直マルシェ in 大井町」開催概要



「静岡産直マルシェ in 大井町」コンセプト

静岡にある美味しいもの・魅力あるものを首都圏の人にもっと知ってほしい。
という想いで開催に至った静岡産直マルシェ。
静岡と首都圏の方々を繋げるというコンセプトで数年前より開催しています。
静岡にはまだまだ知られていない名産品・美味しいもの・魅力あるものが多
くあります。それを大井町から発信します！



名称 静岡産直マルシェin 大井町

運営 静岡産直マルシェ実行委員会（株式会社Teable）

協力（予定） 静岡県東京事務所・静岡銀行

次回開催日 2022年5月7日(土)・8日(日)

開催時間 11:00～17:00

雨天時 雨天決行・荒天中止（開催判断は開催前日に決定します。)

目的 静岡の地域や物産の魅力を発信と大井町駅前のさらなる活性化

会場 大井町駅前西側阪急前

出店ブース数 最大15ブース

ブースサイズ 原則として２ｍ×２m

出店料 ¥12,000～20,000 ※別紙のとおり、日数・配置によって異なります

「静岡産直マルシェ in 大井町」概要



出店概要・出店料

❷１テント・１面（１面とれるテント）

２日間：１７，０００円

１日間：１２，０００円

❶１テント・２面（２面とれるテント）

２日間：２０，０００円

１日間：１５，０００円

出店するテントの面数・出店日数によって以下のとおりになります。全て税込みです。

TR
EE

《テント配置例》

❶

❷

※実際の出店数によって配置は変わります。
※それぞれ図のとおりのテーブルが含まれます。
※❶はテーブル・椅子はそれぞれ２台が含まれます。
※テーブルがいらない場合にはお値引（１台あたり1,000円）します。



《出店のキャンセルについて》

以下注意事項を確認のうえ、お申込ください。

キャンセル時期により以下のとおりキャンセル料をお支払いいただきます。
・開催１か月前まで・・・無料
・開催２週間前まで・・・出店料の半額
・開催当日まで・・・・・出店料の全額

《雨天時について》

荒天が予想され場合には、主催者側から中止または延期を前日までに連絡します。
中止の場合は、出店料は全額返金いたします。
雨天時に出店者側からの要望でキャンセルする場合は、出店料の返金はいたしかねますので、
ご了承ください。

《その他》

・開催後のアンケートにご協力ください。今後の運営に活かさせていただきますのでご協力お願いします。
・当日出たゴミなどは、全て出店者様のうほうで処分いただきたくお願いします。
・マルシェ会場となる駅前広場の地面タイルを傷つけたり、汚したりしないようご注意ください。
（油などを使う場合は、ブルーシートなどで養生をして出店してください）

注意事項など



運営会社 Teable＆MICAN概要

〈 2007.5.17静岡新聞〉

株式会社Teable （ティーブル）

地方企業向けのシェアオフィスMICANを運営する会社
静岡文化芸術大学初のベンチャー企業

所 在 地 ：東京都品川区大井1-6-3アゴラ大井町3F 
創 立 ： 2007年4月
代 表 ：代表取締役社長矢後真由美（静岡出身、文芸大卒）
事業 内容：シェア＆レンタルオフィスMICANの管理・運営

デザイン業（販促ツール・グラフィック・プロダクト）
イベントの企画・運営

〈 2018.5.17静岡新聞〉

シェア＆レンタルオフィスMICAN

創業と首都圏進出のトータルサービスMICAN

大井町と地方の架け橋となることを目指しています。

場所：大井町駅徒歩２分、静岡銀行ビル３F
入居企業数（2021.3月）：75社



マルシェ出店の効果

１，東京での商品販売、顧客獲得
東京で御社商品を販売することができます。
定期的に出店いただければ、顧客獲得につながります。

３，東京の消費者の反応や声をきいて商品開発に活かせる

商品の販売をリアルですることで、東京の消費者の反応や声をきく
ことができます。商品開発や価格設定や内容量について参考にできます。
地方では安く設定しがちな商品も、東京では価値評価が異なり、高くても
売れる場合もあります。

２，東京での商品PR、ECサイトの案内ができる

東京ではまだ知られていない商品をPRすることができます。
ECサイトなどがあれば、その後のリピート購入のきっかけをつくることもできます。



貸出備品

内容 備考 在庫

無料
（出店料に含まれる

もの）

タープ（テント）１台 サイズ：2×2ｍ、重り４個付 計15台

長テーブル１台
サイズ：450×1800mm 、カラー：黒、テーブルク
ロスなし

計15台

椅子１脚 スツール、カラー：黒 計15台

オ
プ
シ
ョ
ン
・
税
込

1500円 長テーブル追加１台
サイズ：450×1800mm 、カラー：黒、テーブルク
ロスなし

計15台

500円 ミニテーブル１台
サイズ：450×600mm 、カラー：ブラウン、テーブ
ルクロスなし

2台

300円 椅子追加１脚 スツール、カラー：黒 計15脚

7700円／日 発電機１台 容量：2300w （ガソリン満タン） 2台

1000円～ ポータブル電源（共有利用）
700w までの出力
費用は使用する電気製品による（PC・照明は1000
円・冷蔵庫などの容量の大きいものは3000円）

１式



大井町駅の概要

JR東日本 105,838 人 / 1日

東急電鉄 72,548 人 / 1日

東京臨海高速鉄道 44,308 人 / 1日

■鉄道各線の大井町利用者数（日）

■品川駅から一駅 ■大井町駅周辺の概要

- 大井町駅は３路線（JR、りんかい線、東急）乗入れ
- 品川駅から一駅、乗換え駅として利用者も多い
- 働く人・住む人・遊ぶ（買い物）人が混在している
- 20台後半～40代が多く住み、マンション建設も進んでい

るおかげで人口は増加傾向。
- 世帯年収は五反田・目黒・大崎駅周辺と同程度（大森・

蒲田よりやや高い）
- この１０年で駅前の再開発が進んでおり、今後も大きく

変化（マンションや商業施設などの建設）が進む予定
- 近くには区役所もあり行政サービスのため来る人も多い
- 買い物客は、マルシェ会場周辺のヨーカ堂や阪急を利用
する人が多い



出店場所について

アワーズイ
ン阪急

東京三菱
UFJ銀行

→ JR大井
町駅

出店エリア
(最大１５
ブース)

大井町駅西側
アワーズイン前広場



当日レイアウト例（2021年11月の場合）



傾向と今までの実績

阪急前広場という立地

大井町は、新幹線が停まるターミナル駅である品川駅から一駅、また東京の空の玄関口で
ある羽田空港にもアクセスしやすい土地です。（１日の駅の平均乗降客数20万人）その傍
ら、最近では高層マンションが多く建っており住民も多くいる土地で、地方や海外からの
旅行客や出張者、地域の住民など多様な人が集まりやすい土地柄です。
出店する場所である阪急前は、大井町駅の正面であり、イトーヨーカ堂や阪急食品館での
買い物客、ホテルの宿泊客、飲食店などで休日を楽しむ家族連れなどが週末行き交う場所
です。なので、１日で多くの人（約500～800人程度）がマルシェを開催しているとその興
味から足を止めています。

マルシェの出店に関する実績詳細

この場所では、毎週のようにマルシェを開催していることもあり、毎週楽しみにしている
地元住民の方も多くいらっしゃいます。通常のマルシェでは、下記のような店舗が今まで
に出店しています。
出店店舗実績 ： 無農薬野菜、季節のフルーツ、地方の特産品（長野、山梨、熊本 など）、
緑茶、干物、ごま製品、ピクルス専門店、米農家、クラフトビール、乾物、海苔専門店、
コーヒー、木工製品、花屋、焼き芋、アイスクリーム、和菓子 など
２日間の売上：約５～２５万円程度（単価や季節、その日の天気によって異なります）



マルシェで成功するために

１，陳列や見せ方にこだわる

遠くからでも見やすい大きく読みやすい値札や売り言葉の表示、あたたかい雰囲気の
あるテーブルクロス、美味しくみえる工夫がされている小物使いなど

３，継続的に出店し続ける店舗

継続的に出店することで、商品を目当てでくるリピート客をつかむ。
東京における御社商品のファンを作る。

２，商品を特化し、専門性をアピールする

遠くからみて何屋かわかる、専門的なほど他にはない商品、こだわった商品だと感じ
興味をおぼえる、なんでも屋はうまくいかない傾向にある

今までに、多くの店舗がマルシェに出店くださいましたが、同じ商品を販売していても、売
れるお店と売れないお店があります。下記のような店舗はマルシェにおいて売り上げを伸ば
している傾向にあります。



集客について

マルシェの集客・PRにあたり、以下を実施する予定です。

●【当日会場】「静岡産直マルシェ」ののぼりの設置・チラシの配布

遠くからも静岡マルシェが開催していることが分かります。
またチラシによって出店者それぞれのPR・SNSにつなげます。

●【当日会場】「静岡盛り上げ隊」による声掛け＆SNS発信

静岡出身者などで構成されるボランティアグループ「静岡盛り上げ隊」のメンバーが
当日は出店のサポートを行います。声掛けやＳＮＳでの発信を行う予定です。

●【事前】WEBサイトでの情報発信

静岡産直マルシェの特設WEBサイトを特設し、出店者や商品の情報を発信します。

●【事前】SNSでの情報発信

出店者や商品の情報をSNS（FB、ツイッターなど）で発信します。

●【事前】静岡県東京事務所メルマガ・WEBサイトでの情報発信

出店者や商品の情報を静岡県東京事務所のメルマガとWEBサイト（まんぷく静岡in東京）
で発信します。



集客について（参考）

前回（2022年3月開催）のチラシ
配布場所：
当日会場、出店店舗（エシカルシー・PARK COFFEE）、
シェアオフィスMICAN など



静岡応援隊（ボランティア）について

「ふるさとに貢献したい」「静岡の魅力を知らせたい！」「静岡のために何かし
たい！」という想いで集まってくれた、静岡出身者からなる静岡応援隊
当日の設営や盛り上げなどをお手伝いしてくれます。



アンバサダーについて

静岡産直マルシェ公式アンバサダーがSNSやYouTubeでマルシェを盛り上げてく
れます。毎回１＝２名のアンバサダーが活躍してくれます。

2021年静岡産直マルシェ公式アンバサダー

梶山悠莉彩 さん（浜松市出身大学生）

募集中



フードドライブについて

マルシェ当日は、フードドライブを開催しています。
ご家庭にある使わない食材を回収し、しながわ子ども食堂ネットワークに寄付を
します。
出店企業には、事前に伝えもう販売はできない食材や雑貨を商品と一緒に持って
きてもらい、同じように寄付をします。
集まった食材はネットワークを通じて、品川区内の子ども食堂で調理されたり配
布されたりします。



前回の様子（2021年9月）

〈静岡新聞 2021/9/21〉



前回の様子（2021年11月）

〈静岡新聞 2021/11/9〉



前回の様子（2022年3月）

〈静岡新聞 2022/3/5〉



搬入・搬出経路について

アワーズイ
ン阪急

東京三菱
UFJ銀行

→ JR大井
町駅

出店エリア
(最大１５
ブース)

車両の搬入経路
車両の搬入・搬出時の停車位置

●車両で搬入搬出する場合は、
出店エリアには車両を乗り入れ
はできないので、脇の路上に
一時停車いただき、そこから
運ぶようにしてください。

●荷物を下ろしたあとは、
速やかに車両を移動してください。

●宅急便等で荷物届ける場合は、
下記宛に送付、
（〒140-0014 東京都品川区大井1-50-5
阪急前マルシェ会場）

受取時に携帯電話でやり取りする
ようにしてください。
前日送付希望の場合はご相談ください。

●土曜日の夜は一旦テントを撤去
しますので、荷物等をそのまま
置いておくことはできません。
（MICANに置いておくことはできます）

●搬入は10時以降（9-10時はテント設営）
搬出は17時以降でお願いします。



駐車場について

●搬入後は、駐車場をご利用ください。

№ パーキング名 台数 時間/料金 最大料金

❶
タイムズ大井町
阪急ガーデン

223

06：00-02：00
30分 200円

※26:00-6:00 入
出庫不可

1,300円

❷
タイムズ大井第
２・１９

9
25分 220

円

駐車後24時間 最大
料金1,540円

18:00-09:00
550円

❸
タイムズ大井第
５

5
25分 220

円

09:00-18:00
2,200円

18:00-09:00
770円

❹
NPC24H大井町第
１ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ

28
30分 200

円
3時間 800円
最大料金 1,600円

❺
タイムズ大井第
９

29
25分 220

円

駐車後24時間 最大
料金1,540円

18:00-09:00
550円

❻
タイムズ大井第
１２

10

09:00-00:00 12分
100円

00:00-09:00 60分
100円

なし

❼
イトーヨーカド
― 地下駐車場

132

09：30-23：00
30分 200円
※ヨーカド―での買い
物金額によって割引あ

り

なし



食品の販売について

その場で加工した食品を販売する場合には、別途加工方法についての申込書を提出ください。その
内容を保健所に申請し、事前に許可をとります。食品衛生上、下記を遵守ください。
コロナの影響で、基本的にはその場での飲食はしてもらえません。全て持ち帰りとなります。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kyoka/files/rinzisyutten13.pdf

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kyoka/files/rinzisyutten13.pdf


出店お申込み・お問合せ先

●出店お申込み先

右記フォームよりお申込みください。
※お申込み期限：2022年4月22日

https://docs.google.com/forms/d/1m-
jYwYnVfikqpu7kEt6rEWHxcQkbGWoOOaAIcfinBf
E/edit

●お問合せ先

ご不明点などありましたら
下記にご連絡ください。

静岡産直マルシェ実行委員会
（シェア＆レンタルオフィスMICAN内）

担当：矢後（ヤゴ）
電話： 03-5742-5508
メール： shizuokamarche35@gmaii.com

●出店料のお振込み先

出店料は下記口座にお振込みください。
領収書が必要な場合はお伝えください。

名義名：カ）テイーブル 静岡銀行 大井町支店 普通 No.0201898


