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はじめに

昨今、自分の好きな事や得意なことを活かして、様々なハンドメイドイベントに出店す
る方や、web ショップを持って販売する方の姿を多く見かけるようになってきました。
アクセサリーや食べ物などのものづくり系だけでなく、マッサージやネイルのような施
術や、ワークショップのような体験型サービス、自分が好きなものを集めたセレクト
ショップなども小商いの仲間。常識や形にとらわれず、新しい商売を始められる自由度
の高さが魅力です！小さな規模でずっと続ける人もいれば、だんだんと規模を大きくし
て、自分のお店を持ったり、起業したりする人もいます。

「小商い」は、自分の手の届く範囲で楽しみながら始められるのが良いところ。学業、家
事育児、本業とのバランスを取りながら、まずは自分のペースで「自分らしい仕事」を
つくっていくことができます。

HELLO MARKET が、「小商いにチャレンジしようとしている人たちを応援するための
マーケット」と打ち出しているのには理由があります。
「小商い」とひとことに言っても、いざ始めてみると作品や商品のこと以外にも考えるべ
きことがたくさんあって、意外とてんやわんやになってしまうものです。それもそのは
ず、普通の会社なら営業、経理、広報、制作・・と各部署に分かれて一つのビジネスをやっ
ている訳ですから、いくら小さな規模とは言え、それを急に一人でやり続けていくとな
ると、想像以上に体力・気力との勝負だったりします。

勇気を出して、自分の好きなことや得意なことを活かして始めた小さな商い。せっかく
働き方の選択肢が増えたのだから、楽しく健康的に、継続可能な形でハッピーな気分で
働き続けていける人を増やしたいと、私たちは願っています。
そのために、HELLO MARKET では、ただ出店ブースを提供するだけでなく、継続し
て出店者の皆さんとコミュニケーションをとっていく中で、悩みを一緒に共有して解決
策を探したり、夢の実現に必要な材料・情報を集めたり、時にはスキルアップのための
講座を開いたりと、それぞれのお店が望む方向に進んでいくためにできることを全力で
サポートしていきます！出店は登録制なので、継続して定期的に同じ志の仲間たちと顔
を合わせ、切磋琢磨していける環境でもあります。

それぞれの小商いを試行錯誤するための実験場として、HELLO MARKET を是非使い
倒してもらえたら嬉しいです！



こんな人を募集しています！

・自分の好きなこと、得意なことを活かして、自分で稼いでみたい

・子育てと両立しながら、自分のペースで仕事をしたい

・副業を始めて収入口を増やしたい

・イベント出店、何から準備すべきかわからない

・新しい働き方や生き方を模索してみたい

・本業の傍、週末だけの自分の顔を持ってみたい

・趣味のハンドメイドを、ビジネスにしてみたい

・実店舗を持たず、イベント出店等をメインに活躍していきたい

・ネット販売での成長のため、リアルなお客様と出会いたい

・とにかく対面販売 ( 接客 ) が好き

・いつか自分のお店を持って独立したい

・お店を持ったばかり (2 年以内 ) なのでもっと固定ファンを増やしたい

・「小商い」を始めてみたものの、なかなか軌道に乗らない

・自分のお店をどうブランディングしたら良いかわからない

【必須条件】

・千葉県在住の方

・継続出店をお約束いただける方（最低半年に一回）

※半年以上出店がない場合は、登録解除となります

【選択条件】

下記 1~3 のうちいずれかに回答する方

1、小商い未経験の方

2、イベント出店経験等はあるが、ご自身のスタイルを模索中の方

3、実店舗を持っているが、開業 2 年未満の方

4、WEB 販売を行なってきたが、対面販売も展開していきたい方
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こんなこと、ビジネスになるかな？とお悩みの方も、まずはご相談ください！



■出店店舗は登録制

ご出店いただく方には、HELLO MARKET の登録メンバーとなっていただく必要があります。

一時的な単発出店は受け付けておりませんので、ご了承ください。

■継続出店

上記の通り、継続して関わっていく中でそれぞれの「小商い」のスタイルを模索していくお手伝いを

したいと考えているため、継続して出店し続けるお約束をいただけた方のみ、ご出店が可能となりま

す。半年以上出店、連絡なく出店のおやすみが続いた場合には、一旦登録解除とさせていただきます。

もちろん、ご家族の介護や、ご自身の妊娠出産等、物理的に継続出店が難しくなってしまった場合には、

個別に対応しますので気負わずお気軽にご相談ください。

▷出店ペース例

・とにかく顔を覚えてもらいたいので、1 ヶ月に 2 回ずつ頻度高く出店

・その他の事との両立のため、1 ヶ月に 1 回、第２・第４どちらかに決めて毎月出店

・制作期間を確実に確保するため３ヶ月に１回の出店

・そんなにたくさん小商いに時間を割けないけど活動は続けたいので、半年に 1 回は人前に出て出店

それぞれの目標やサイズ感に合わせた出店ペースを選ぶことができます！

▷同じ場所で継続出店するメリット

・自分に合った商いのリズムや規模感を探れる

・顔を覚えてもらえるので、ファンを掴みやすい

・商品のラインナップやつくり方を変えたときの反応を見れる

・お客さんとのコミュニケーションも円滑になり信頼関係が築ける

■出店登録に応募する

本紙「出店募集要項」を最後までお読みいただいた上で、下記応募フォームより応募ください。

ご応募いただきました時点で、本紙の内容にご了承いただけたものとみなします。

応募受付から 5 日以内に、運営側よりご連絡させていただきます。

登録店舗は運営側よる選考とさせていただきます。ご了承ください。

【応募フォーム】

http://urx.space/Yyyb

登録制と出店頻度について3



■開催場所：HELLO GARDEN とお隣の緑町公園

　・千葉県千葉市稲毛区緑町 1-18-8

　・京成千葉線みどり台駅から徒歩 3 分、JR 総武線各駅西千葉駅から徒歩 6 分

屋外環境のため、夏は暑く冬は寒いですが、通りがかりの人の目にも触れやすく、目的を持って来場される方以

外にも、地域にお住いの方や近所の子供たちも多く訪れます。公園では週末の休暇を楽しむファミリーも遊んで

いて、ファミリー層の来客が多いです。

※HELLO GARDEN と公園どちらでの出店になるかは、その時々の出店店舗数により、配置が変わります。

●雨の場合は場所を屋内スペースに変更して開催します。

・開催場所：MIKEY HOUSE( 千葉市稲毛区緑町 2-12-9)

※開催 3 日前に場所変更の判断をして、出店者の皆さんにご連絡します。

※いずれも、出店者用の駐車スペースはありませんので、近隣のコインパーキングをご利用ください。

開催場所と環境について4

こちらの場所は、京成千葉線みどり台駅からは徒歩 1 分と駅近なので、雨の日でもご友人や顧客の方をお誘いす

るには比較的お声がけしやすい環境かと思います。ただ、1 店舗あたりの出店スペースは HELLO GARDEN で

開催する際よりも狭くなる可能性があるため ( その時の出店数による )、狭くなった場合には出店料は変動制と

なります。



■コミュニケーションツールの活用

登録店舗の皆さんへ円滑に情報の共有を行うため、「LINE WORKS」というアプリを使ってコミュニ

ケーションを取っています。

メールアプリ「LINE」とほぼ同様に使用できるアプリですが、ビジネス向けに作られたもので、掲示板機能やファ

イルの共有、スケジュール管理などで優れていて、プライベートの連絡とも切り分けて使用できるため、導入し

ています。開催に関する運営からの重要な連絡や、勉強会等のイベント開催告知、交流会等のミニイベントのお

知らせもこちらから行います。出店者さん同士でのコミュニケーションや、運営スタッフへの個別質問等にも活

用しています。個人の LINE とは連動しませんので、ご安心ください。

■出店調査

先々の出店予定については、約２ヶ月前からの調査となります。

上記の LINE WORKS を通じて、2 ヶ月後の出店可否を調査するアンケートが毎月第４土曜日の 19 時に配信され、

それにご回答いただくことで出店申請ができます。

出店申請とコミュニケーションについて5



●フード
《フルサイズ》出店料：3,000 円
什器を 1 店舗でフルに使用する場合／一つのテントの中に１店舗のみ
・ブース ( テント ) サイズ▷幅 :200cm× 奥行き :200cm
・什器サイズ▷幅 :180cm× 奥行き :45cm× 高さ :110cm のテーブル
※売上が 30,000 円を超えた場合は、売上の 10% の金額に切替

ex)33,000 円売り上げがあった場合は、3,300 円の出店料。

《ハーフサイズ》出店料：2,000 円
写真の什器を２店舗で半分ずつ使用する場合／ 1 つのテントの中に２店舗が隣り合う
・テントサイズ▷幅 :100cm× 奥行き :200cm　( 一つのテントを２店舗で縦に 2 分割 )
・什器サイズ▷幅 :90cm× 奥行き :45cm× 高さ :110cm のテーブル
※売上が 2 万円を超えた場合は、売上 10% の金額に切替

ex)22000 円売り上げがあった場合は、2200 円の出店料。

●クラフト及びその他物販
《正方形フルサイズのみ》出店料▷2,000 円
写真の什器を 1 店舗で使用／一つのテントの中に２店舗が隣り合う
・テントサイズ▷幅 :100cm× 奥行き :200cm　( 一つのテントを２店舗で縦に 2 分割 )
・什器サイズ▷幅 :90cm× 奥行き :90cm× 高さ :55cm のテーブル
※売上が 2 万円を超えた場合は、売上 10% の金額に切替

ex)22000 円売り上げがあった場合は、2200 円の出店料。

●持ち込み什器で出店の場合（キッチンカーなど）
上記の規定を基準に、使用スペースに基づいた金額を運営にて決定。

●什器拡大の場合
指定の什器の他に、持ち込みのラックや棚など、テントの範囲をはみ出して設置する場合は、
出店料＋500 円をいただきます。

出店料について6



■未就学児のお子様の託児サービス

小さなお子様を連れてのご出店は、色々と大変な側面もありますので、ご希望の方は「託児サービス」

をご活用いただけます。

・保育スタッフには、小商いを頑張りたいママさんたちをサポートしたい！という思いで集まってくださった、近
隣にお住いのベテランママさんや、元保育士の方、現役保育士の方、面倒見の良い子供好きの大人、同じぐらい
のお子さんを持つママさんまで、たくさんの助っ人が揃っています。
・保育環境は、会場から徒歩５分程度に位置する弊社オフィスを使用しており、冷暖房完備の屋内で過ごせるよう
になっています。
・開店準備の時間から、片付けを終えるまで約８時間程度預けることができます。
・保育料の別途徴収はありません。出店者の皆さんからいただく出店料から、保育さんへの謝礼をお支払いしてい
ます。

■「小商い勉強会」参加無料

小商いのスキルアップを目的として定期的に開催している「小商い勉強会」を無料で受講できます。

ブランディングってどこから手をつけたらいいの？ディスプレイはどうしたら魅力的に見えるようになるの？な
ど、小商いを始めてみるとたくさんの疑問が湧いてくると思います。せっかく始めた小商いだから、スキルを磨
いてもっとたくさんの人に知ってもらいたい！という方が、前向きに知識を吸収していける環境を用意していま
す。一般向けには 3,000 円～4,000 円程度の参加費をいただく勉強会です。もちろん参加は強制ではありません。

■個別相談

小商いを続けていくにあたり、壁にぶつかってしまった時や、次のステップを考えている時など、誰

かに相談に乗って欲しい！と思った時には、スタッフが個別に相談に乗り、可能な限り一番良い解決

策を一緒に考えます。

〈これまであった相談例〉
・ショップカードをデザインしたいけどどうしたらいい？
・もう少し規模の大きいイベントに出てみたいけどどこがおすすめ？
・最近伸び悩んでるけど、何から手をつけたらいい？
・Instagram の使い方がよくわからない・・
・新商品の試作をつくったけどどう？

出店特典について7



登録店舗の方は、ONLINE HELLO MARKET へも出店可能です。

■ONLINE HELLO MARKET とは
HELLO MARKET でのお買い物を、オンライン上でもお楽しみいただける EC サイトです。
リアルな HELLO MARKET と同じ毎月第 2・第 4 土曜日に、0 時から 16 時まで限定 OPEN します。

ONL I N E  H E L LO  MARKET について8


