
出店募集要項
2 0 2 1 . 0 1 . 2 1

H E L L O  G A R D E N



はじめに

雇われて働くという選択肢以外にも、好きなことや得意なことを活かして、個人事業や
副業をはじめ、自分なりの仕事を自分でつくる人が増えています。自分で仕事をつくる
ことは、その仕事を通じて社会の中で自分を表現することができたり、仕事と日々の暮
らしのバランスを取りながら働けたり、仕事を通じて新しいコミュニティが自分の周り
に生まれたりしていくことがなどが魅力です。

イベントで焼き菓子やコーヒーを販売する方や洋服やアクセサリーのブランドを立ち上
げる方などの姿を多く見かけるようになってきました。また、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、講座やワークショッ
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をはじめ
る人もいます。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。

HELLO MARKET は、そういった「自分なりの仕事を自分でつくるチャレンジをしよ
うとしている人たちを支援する事業」です。いざ自分で仕事を始めてみると、商品やサー
ビスを生み出す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
なってしまうのです。それもそのはず、いくら小さな規模とはいえ、自分ひとりでもひ
とつの会社のようなもの。普通の会社なら営業、経理、広報、制作・・と各部署に分か
れてチームで一つのビジネスをやっている訳ですから、それを急に一人で何役もこなし
ながら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仕事。せっかくなら、
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、悩みを
一緒に共有して解決策を探したり、夢の実現に役立つ情報を集めてシェアしたり、時に
はスキルアップのための講座を開いたりと、それぞれの仕事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。

それぞれの仕事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！

・趣味の範囲を超えて、自分の好きなこと、得意なことを活かして、ビジネスをはじめたい

・子育てと両立しながら、自分のペースで働きたい

・副業をはじ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

・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

・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

・自分で仕事をはじめてみたものの、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

【条件】

・千葉県在住の方

・実店舗運営や web 販売をはじめている場合は、開業 2 年未満の方

・18 歳以上の方

・HELLO MARKET が定める出店規約に同意する方

●未経験者や大学生でもチャレンジできます！

1

出店条件2

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

出店するためには、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お仕事が軌道にのり、発展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。

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

・自分に合った仕事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価格設定や売り場のつくり方などを実験し、リアルな反応を見て検証できる

・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、ファンを増やせる

■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、応募フォームの内容にて一次審査にて行い、結果を運営側よりご連絡させ

ていただきます。その後面接にて最終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や商品ジャンルのバランスにより、

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 2 日前の 18 時に判断）

　開催場所：MIKEY HOUSE( 千葉市稲毛区緑町 2-12-9)

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。ただし、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ります。

※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



出店スペースは以下の通りです。テントや展示台などの什器は基本的に HELLO MARKET 運営側に
て用意し、お貸しします。什器利用料は基本出店料に含まれます。

●フード
・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 A サイズ▷幅 :90cm× 奥行き :45cm× 高さ :110cm のテーブル

●クラフト及びその他物販
・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 B サイズ▷幅 :90cm× 奥行き :90cm× 高さ :55cm のテーブル

用

●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。

●出店スペースを拡大したい場合：基本出店料の他に、出店する日ごとに追加料金がかかります。
①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：500 円／ 1 日
②出店スペースを 2 倍にしたい場合：1,000 円／ 1 日

●設備レンタル：基本出店料の他に、出店する日ごとに追加料金がかかります。
・ライト：500 円／個
・電源：500 円／一口
・ガスコンロ：500 円／一口（ガスボンベはつきません。ご自身にてご用意ください。）

出店スペースと貸し出し什器について5

什器 A: フード出店用 什器 B：クラフト出店用



●出店料の支払いについて
・HELLO MARKET の出店料は、年間定額制です。
・更新月は毎年 4 月です。(10 月からの新規出店者は全コース半額にてスタート )
・1 年間に出店可能回数を消化できなくても返金はいたしかねます。
・主催側の都合で開催が中止となり、出店可能回数を消化できなかった場合には一部返金をさせてい
ただきます。
・支払いは基本的に現金にて一括払い or２回分割払い（4 月と 10 月）です。3 回以上の分割をご希
望の場合は、年間出店料の総額の 5% を分割手数料として頂戴いたします。
・（株）マイキー発行の 100 円チケットでの支払いも可能です。
・途中のコース変更も可能です。その場合の料金については、月割にて追加徴収、もしくは返金をさ
せていただきます。

出店者のみなさんにお支払いいただいた出店料は、下記のような用途で責任を持って運用させていただきます。

出店料について6

年間定額出店料

コース名

４回コース 年４回まで 5,000 円

10,000 円

20,000 円

35,000 円

①―②

①―③

①―④

①―④

年６回まで

年 12 回まで

何回でも OK

６回コース

12 回コース

出店し放題コース

出店可能回数 料金 無料特典（詳細は下記の表を参照）

無料特典（詳しくは次のページをご覧ください。）

①HELLO GARDEN の web サイトや SNS への掲載、宣伝

②コンシェルジュによる個別相談、アドバイス（1 回 2 時間／年間 6 回まで）

4 回コースの方は 1,000 円／日

毎月 25 日に
次月の申し込みスタート

（6 回目以降は 1,000 円／回）

4 回・6 回コースの方は有料
（金額は回によって異なります。）

③HELLO MARKET 当日の託児サービス利用

④勉強会への参加

１：店舗やブランド全体のブランディング
２：今後の展望
３：SNS 戦略
４：商品開発や価格に関する相談
５：その他

マーケット運営のためのスタッフ人件費 ( 当日及び事前準備等を含む )、広告宣伝費 ( チラシ製作 / ポスティ
ング・WEB 広告・SNS の運用など )、運営雑費 ( 備品・衛生用品購入、什器メンテナンスなど )、スキルア
ップ勉強会の講師料、保育さんへの謝礼、ゲスト出店誘致費、など。



■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、仕事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。

■勉強会の開催

ビジネスのスキルアップを目的とした講座を定期的に開催いたします。

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、ビジネス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。もちろん参加は強制ではありません。

■コンシェルジュによる個別相談

ビジネス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、それぞれの分野を得意としたスタッフがコンシェル

ジュとして個別に相談に乗り、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〉
・ショップカードや商品パッケージをデザインしてほしい！
・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？

特典について7



必要に応じて、下記のオプションサービスをご利用いただくことが可能です。

・オプションサービスのお申し込みは、運営スタッフまでご連絡ください。

・年間定額コースはお申し込み日から 1 年間有効です。途中解約可能ですが、その場合の返金はいたしかねますの
でご了承ください。

オプションサービスについて8

オプションサービス

内容

①商材写真撮影＆色味加工

②当日撮影写真の利用権利

③写真の取り方講座

④ショップカードデザインと制作見積もり

⑤ショップカードの制作

⑥その他デザインと制作見積もり

⑦その他制作物の制作

⑧グラフィック画像制作

⑨勉強会の復習会

写真コース

デザインコース

なんでもサポートコース

5,000 円／ 5 カット

500 円／枚

5,000 円

10,000 円

3,000 円＋印刷費

都度見積もり

都度見積もり

2,000 円／枚

2000 円

2 万円／ 6 ヶ月
3.5 万円／ 1 年

3 万円／ 6 ヶ月
5 万円／ 1 年

5 万円／ 6 ヶ月
8 万円／ 1 年

料金 詳細

オプション年間定額サービス

1 個の商品で 5 カットでも、5 アイテム各 1 カットでも
OK。

SNS 等で UP された中で、気に入った写真があれば購
入可。購入した写真は永久に商用可。

事前導入 (30 分 )＋撮影練習 (3 時間 ) それぞれ別日程
にて実施。※事前課題あり

ショップカードのデザイン提案、データ作成と制作にか
かる費用の見積もり。

ロゴ、看板、POP、パンフレット、オリジナル什器など
のデザイン提案、データ作成、制作費用の見積もり。

⑥のデザインをもとに、制作。内容によって費用は異な
ります。

SNS や WEB の告知等に使用する、オリジナル画像の制
作。各種 SNS 等希望のサイズに対応。

勉強会各回の開催後に復習会の内容を都度発表。各回の
内容によっては、復習会が開催されない回もあります。

・写真撮ってもらい放題。( 色味加工を含む )
・当日撮影写真の使い放題
※共有ドライブ内にて全ての写真のダウンロード可。契
約期間中にダウンロードした写真は永久に商用可。

ショップカード・店頭 POP・チラシ・ブランドパンフレッ
ト・ポートフォリオ・看板・什器・屋台などのデザイン
提案、データ制作と見積もりまでを 3 つまで発注可能。
※制作費や材料費は含みません。

上記 2 コースのサービス内容＋小商い勉強会復習会への
参加し放題が含まれます。

④のデザインをもとに、制作。紙質や枚数によって印刷
費は異なります。3,000 円は業者さんへの印刷手配料。



■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。

登録や出店に関すること以外の個別相談は、LINE WORKS では対応いたしかねます。コンシェルジュによる個別

相談をお申し込みください。

■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9



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10


