
資料-4　No.1（販売）

5 月 26 日 氏　名

フリガナ ブース選択　※いずれかを選び、□枠に○印を入れてください。

〇

〒 125 - 0062

創業年 10:00 ～ 18:00 定休日

円 200 円

円 200 円

円 120 円

2

2

２日目

５００食

３００食

３００食

５００食

３００食

３００食

かつしかフードフェスタ2017　出展申込書

葛飾区フードフェスタ実行委員会　実行委員長　染谷 光雄 様 販売
出展者募集要項の内容を十分に理解し、承認の上で「かつしかフードフェスタ2017」の出展を申し込みます。

店舗名 和菓子　葛飾
Ａブース プレハブ　募集数　5

Ｃブース テント　　募集数　15

年創業・開店 営業時間 木曜日・日曜日

平成 29  年 青戸一郎

ワガシカツシカ

会場販売価格 店舗通常価格
１日目

200

店舗住所
葛飾区 青戸〇ー〇ー〇

昭和 41

すあま 120

※上記に主要3商品を記入ください。別紙No.3には、全商品記入ください。

お店・出展商品のPRポイント

提供商品

2日間の予定提供数

栗饅頭 200

芋羊かん

メニュー名

青戸で創業50年を迎える老舗和菓子店です。名物の栗饅頭は創業時から販売し続ける看板メニューです。小豆は
国産材料にこだわり、職人が一つずつ手作業で作っています。平成〇年に和菓子グランプリで金賞を受賞しまし
た。
去年からオンラインショップでの通販にも取り組んでおり、日本全国からご注文をいただいています。

地域活動・地域での取り組み
地元の小学校・PTAと協働で和菓子づくり教室を開催しています。
チャリティーセールを開催し、売上の一部を福祉施設等に寄付しています。
商店街の有志で「葛飾名物」の創出に取り組み、地元産小松菜を使用した小松菜カステラを開発しました。

メディアに取り上げられた実績
かつしかFM「プレミアム商店街」でレポートされました。

ホームページ・ブログ・ＳＮＳの開設状況
公式ホームページ　katsushika-wagashi.jp
インスタグラム　katsushika-wagashi

運営スタッフ要員数
ブース内（調理・販売）： 名体制

ブース外（行列整理）　： 名体制

見 本



店舗名

フリガナ

申請者氏名

連絡先 連絡可能な時間 10:00 ～ 20:00

携帯電話番号 FAX番号

E-mailアドレス

〒 -

飲食店営業 許可番号

和菓子製造業 許可番号

許可番号

葛飾区商店街連合会

葛飾区観光協会

葛飾区食品衛生協会

東京商工会議所葛飾支部

5月31日(水)
必着

連絡欄

03-3607-0000

wagashikatsushika@000.co.jp ※アドレスをお持ちでしたらご記入下さい

同じ
調理・製造場所

※資料-4 No.1の店舗住所と場所が異なる場合のみ記入

資料-4　No.2（販売）

和菓子　葛飾

アオト　イチロウ

役職名 店長
青戸一郎

03-3607-0000

090-0000-0000

食品営業許可証

営業種目 第　00000　号

営業種目 第　00000　号

営業種目

推薦団体

推薦団体 所属商店会名・組合名

〇 テクノプラザ商店会

葛飾区商店街連合会から推薦を受ける方は所属商店会名または準会員と記入ください。

葛飾区食品衛生協会から推薦を受ける方は所属組合名を記入ください。

※□枠に○印を入れてください。（なお、複数団体に加盟されてる場合は、1つだけお選びください）

【提出先・お問い合わせ窓口】　※平日（月～金曜日）９：００～１７：００
　かつしかフードフェスタ2017運営事務局
　委託業者 ： 株式会社イベント・コミュニケーションズ　　　担当者 ： 小池
　　　　　　　E-mail：k-food2017@eventcom.jp
　　　　　　　〒104-0061　東京都中央区銀座7-13-21　初波奈ビル
　　　　　　　TEL：03-3541-1711　FAX：03-3541-1712
　※お問い合わせの際は、「かつしかフードフェスタの件」とお伝え下さい。
　※ご提出は、電子メールをご利用ください。
　※郵送・ＦＡＸでも受け付けます。（なお、郵送の場合は、必ず複写をお手元にお残しください。）

見 本



店舗名

※販売ブースはメニュー数に制限はありません。複数出品の方は全ての商品情報を記入して下さい。

2 種類 1

2日目

菓子類 どら焼き 〇〇〇ｇ 200円 〇〇〇個

2

2日目

和菓子 みたらし団子 〇〇ｇ 〇〇〇円 〇〇〇セット

資料-4　No.３（販売）

■出展内容を記載してください。出展申込後のメニュー追加はできません。出品する可能性のある商品は全て記入ください。

和菓子　葛飾

〇〇〇個

　　1）使用する食材（原材料）
※No.4にラベルシートまたは同等の資料を添付
できる場合、こちらの項目は省略してください。

卵・砂糖・牛乳・薄力粉・ベーキングパウダー

ゆで小豆・〇〇・〇〇

メニュー・出品数　　計

分類 商品名・メニュー名

1食あたりの提供量
目安となるもの
唐揚げ200ｇとか
ラーメン1玉100ｇ等

単価（予定）

予定食数
（最大提供可能数)

1日目

（原材料）

↓↓↓

↓↓↓

（作業方法　等）

（作業方法　等）

〇〇〇セット

焼きあがった生地に粒あん(大さじ1)をはさむ 現場に持ち込む〇日前に調理
個包装する

項目 内容 備考

卵・砂糖・牛乳を混ぜ、薄力粉とベーキングパ
ウダーを混ぜ合わせる

↓↓↓

できた生地をフライパンで焼く
　2）現場までの下処理状況
　　　（店舗等、許可施設）

　3）提供方法
　　　（フードフェスタ会場）

どら焼き1つずつに透明な袋で個包装して提供 1個200円のほか、3個500円、10個1500円の
パック販売も行う。

分類 商品名・メニュー名

1食あたりの提供量
目安となるもの
唐揚げ200ｇとか
ラーメン1玉100ｇ等

単価（予定）

予定食数
（最大提供可能数)

1日目

現場に持ち込む〇日前に調理
個包装する

上新粉に熱湯を加え、団子の生地を作る

↓↓↓ ↓↓↓

棒状にまとめ、球状に成型し竹串にさした後、
焼く

　　1）使用する食材（原材料）
※No.4にラベルシートまたは同等の資料を添付
できる場合、こちらの項目は省略してください。

みたらしのタレ（しょうゆ、三温糖・みりん・片栗粉）・上新粉

　2）現場までの下処理状況
　　　（店舗等、許可施設）

（原材料）

↓↓↓

↓↓↓ ↓↓↓

タレについては、しょうゆ、三温糖、みりん、片
栗粉・水を入れ、沸騰させてつくる

　3）提供方法
　　　（フードフェスタ会場）

透明パックにより3本セットで提供
項目 内容 備考



資料-4　No.４（販売）

店舗名 和菓子　葛飾

商品名／どら焼き

原材料／つぶあん（砂糖、小豆、水あめ、寒天）

　　　　　　皮（小麦粉、卵、砂糖、食用植物油脂、はちみつ、洋酒）

　　　　　　トレハロース、ソルビトール、膨張剤、香料

※原材料の一部に大豆を含みます。

内容量／1個（70グラム）

消費期限／2017.11.18

保存方法／直射日光をさけて常温で保存

製造者／〇〇　〇〇　葛飾区青戸0-0-0

■食品表示ラベルシート（電子データ）添付シート

保健所申請で参考資料となりますので、出品する商品すべての食品表示ラベルシートを必ずご提出して下さい。
携帯電話、スマートフォン、iPhoneでお撮りいただいた写真の添付で結構です。
　　※または、商品表示ラベルシートと同等の項目を下記にご記入いただいても結構です。
また、電子データでのご提出が難しい場合は、こちらの「添付シート」を出力し、食品表示ラベルシートを貼るか、複
写したものを貼り付けていただき、FAXまたは、郵送でご提出いただいても受け付けます。

生菓子

商品名：おはぎ
原材料名：もちこめ・砂糖・小豆・トレハロース・食塩
製造日：2017.11.16
消費期限：2017.11.18
保存方法：高温多湿を避けて保存
製造者：〇〇 〇〇

くるみパン

名称／パン

原材料名／小麦粉・くるみ・砂糖・マーガリン

食塩・パン工房・豆乳・ビタミンC

内容量／1個（〇〇ｇ）

製造日：2017.11.16

消費期限：2017.11.18

保存方法：直射日光、高温多湿を避けて下さい

製造者：〇〇 〇〇

〒125-0032 葛飾区水元○ｰ○ｰ○

TEL&FAX 03-3607-0000


