
Vivre de BIO Marché
東京ミッドタウン

出店募集要項



東京ミッドタウンにてマルシェを開催致します

「Vivre de BIO Marché」では六本⽊にある東京ミッドタウンより
〜究極の上質こだわりマルシェ〜

として⼀層質の⾼いこだわりオーガニック商品を全国に向け発信していきます

東京ミッドタウンにテナントを構えたい
港区に店舗を出したい

六本⽊周辺の⼈達に⾃社商品を届けたい
テストマーケティングしてみたい

こんな想いのある⽅是⾮出店お待ちしております

東京ミッドタウンマルシェに出店し御社の商品を広く PR してみませんか？？



ご存知ですか？
本来はイベントスペース代,、テナント代が数百万と高いミッドタウン、、

なかなか単独での出店は難しい場所です。

「Vivre de BIO Marché」はミッドタウンへの出店のチャンスをご提供いたします。

⽉に⼀度東京ミッドタウンに店舗を構えてみませんか。

ミッドタウン敷地内・周辺は、ハイエンド層、外国⼈も多く居住するエリア。

Organic に対しても感度の⾼いエリアです。

この機会にご出店を是⾮ご検討ください。

皆様のご出店を⼼よりお待ち申し上げております。

東京ミッドタウン出店のメリット

・ミッドタウンに出店したという御社の信頼、ブランドアップ、PRへ活⽤

・東京ミッドタウンにお買い物に来たお客様に商品を PR できる
ミッドタウン来場者数：

年間：3000万⼈
⽉間：250万⼈
1⽇ ：8万3330⼈

・ハイエンド層に定期的に購⼊してもらえるお客様獲得につながる可能性

・テストマーケティングができる



マルシェ告知内容（⽉によって変動あり）

・ミッドタウン Web サイトへの掲載

・Vivre de BIO Marché単独チラシ配布（写真右A.B.）
（管内配布、折り込み、ポスティング、周辺店舗等）

・ミッドタウン館内誌「SCENE」への掲載
（折り込み含め約３３万部前後配布）

・ ミッドタウン館内映像配信

・Vivre de BIO Marché Web サイトに掲載

・Vivre de BIO Marché facebook 、instagramへの掲載

・ Vivre de BIO Marché LINE@での告知

・ その他、雑誌、ラジオ、テレビ等など今後拡⼤予定

＜オプション＞

・Vivre de BIO Marché単独チラシ裏⾯への掲載（写真右B.裏⾯)

（※ご希望の⽅はご連絡ください）

ミッドタウン出店のアプローチ
＊周辺住⺠（ハイエンド層）へのアプローチ
＊ミッドタウン内のレジデンスへのアプローチ
＊外国⼈層が多い

B.チラシ裏⾯A.チラシ裏⾯



【開催概要】

名 称： Vivre de BIO Marché in Tokyo Midtown
〜究極の上質こだわりマルシェ〜

開催期間 ：毎⽉基本第４週⼟曜⽇・⽇曜⽇

開催時間 ：１０：００〜１６：００

開催場所：東京ミッドタウン・外苑東通り沿い（ガレリアゲート前）
住所：東京都港区⾚坂９−７−１

募集店舗：約２４店舗

ミッドタウン来場者数：
年間：3000万⼈/⽉間：２５０万⼈/1⽇：8万3330⼈

主 催：東京ミッドタウン
共 催：Organic Hills （Vivre de BIO Ｍarché）

事務局 :株式会社アルファセンセーション

コンセプト

Vivre de BIO Marchéとは
『⽣きていくうえで必要不可⽋なマルシェ』

⼈・地球・環境。
究極のOrganic な商品とその⽅向性を⽬指す作り⼿さんの

「想い」のこもったこだわり商品をお届けするマルシェです。

【美】⾝体の内から、外から綺麗に
【⾷】地球と⼈に優しい⾷を
【住】⾃然と共存した丁寧な暮らし

美・⾷・住＝Organicの追求と提案＝Vivre de BIO Marché



１．募集店舗

・⾷品・加⼯品
◆野菜・果物・⽶類
◆⽸詰・瓶詰・・調味料
◆焼き菓⼦・パン
◆コーヒー⾖・茶葉類
◆ジャム、はちみつ類
◆ジュース・ドリンク類

・その他雑貨など

※出品できる商品は常温保温ができる密閉商品となります。
※ミッドタウンにおいては⾷品中⼼のマルシェとなります。

２．出店基準

⼈、地球、環境を考えた オーガニックな商品とその⽅向性を
⽬指す作り⼿さんの「想い」のこもったこだわり商品。

以下のいづれかに該当する⽤品

・無農薬・無肥料の⾃然野菜
・⾃家採取、固定種、在来種
・農薬や化学肥料などの化学物質に頼らず育てた野菜
・化学調味料や保存料、⾷品添加物を不使⽤商品
・遺伝⼦組み換え作物不使⽤商品
・フェアトレードの理念で⽣産された商品
・アニマルウエルフェアの理念の畜産物
・⾃然治癒⼒を⾼めるもの
・環境負荷が少ない、環境への配慮がされている商品
・児童労働や⽣産者の搾取に関わっていないもの

（＊判断基準は運営事務局で決定させて頂きます。）



４．キッチンカー出店条件

・使⽤するキッチンカーは飲⾷営業許可を取得していること
・営業する⽅は該当するキッチンカーの営業許可を取得した⽅
・営業許可証の「営業所所在地」が「都内⼀円」であること
・提供する商品は営業許可証を取得した際申請した商品であること
・電気・⽔道などは⾞内の設備で完結できること

（ガソリン使⽤不可）

※現在募集を控えております。

5．什器・持込品

【貸出品】
・テント・テーブル・イス（希望により陳列カゴ）

（テントサイズは２０００×２０００⼜は２２００×２２００）
（椅⼦２個、テーブル１個）
・陳列カゴは数に限りがありご希望に添えない場合もあります。

【持込品】
テーブル、カゴの布や看板など、その他商品陳列に関する
装飾品はお持込下さい。

・会場装飾について:のぼりは使⽤できません。

３．⾷品販売、飲⾷販売

保健所の規定により以下ご注意下さい。
・飲⾷販売につきましては指定の製造許可証、営業許可証を

保有していること。

・原則として常温保存できる密閉商品であること。

・冷蔵・冷凍商品・惣菜は出品不可です。
アイスのみ冷凍ショーケース持参で可能（保険所規定）

・試⾷は可能ですが、テント内での⾷べ物のカットや調理
は不可です（事前に⼀⼝サイズにしたものをタッパー等で
持込み 提供して下さい）

・試飲も可能ですが、テント内にてカップに注いでの販売
⾏為は不可です。

・試⾷・試飲共に保健所から指導が⼊る場合がございます。
指導には従って頂くようお願いします。

・酒類を販売する際には税務署への届けは出店者様ご⾃⾝
にてご対応ください。
事務局からの「出店許可証」が必要な場合、ご依頼から
5⽇営業⽇で発⾏致します。

・⾷中毒や腐敗等のトラブルは、出店者でご対応ください。
主催者で⼀切の責任を負えません。

・アレルギーの可能性がある⾷品を含む店舗は必ず
『アレルギー表⽰』をお願いします。



９．⾷器、レジ袋等

・⾷器は地球環境に配慮したものをご利⽤ください。
・試飲、試⾷等でもゴミの出ない⼯夫、再資源をご利⽤ください。
・当イベントはエコバック持参を来場者に呼びかけています。

レジ袋の持ち込みも極⼒ご遠慮ください。
・なお、エコバックは受付にて販売もしています。

１０．電気、ガス、⽔

・テント内ではガスの使⽤は出来ません。
・電気の必要な⽅はご相談下さい。
・冷蔵のショーケースの使⽤は不可能となります。
・⽔道は基本使⽤不可です。店舗内で排⽔をすることは出来ません。

１１．事故等の責任

・開催中、会場内外に関わらず、出店者様に関わる⾏為に
よって事故が発⽣したときには、該当出店者様にて解決
していただきます。

６．駐⾞場

・駐⾞場の⽤意はございません。
ミッドタウンまたは近隣駐⾞場を各⾃ご利⽤ください。

・駐⾞場内での事故等は、主催者は⼀切責任を負いません。

７．販売物

・販売物の管理は出店者ご⾃⾝でお願いします。
・販売物価格は適正であること、消費者の安全を損なう恐れ

のあるものや著しく他の出店者の迷惑となるもの、偽ブラ
ンド品著作権を侵害するもの、販売禁⽌素材を使⽤した品
等は販売出来ません。

＊主催者が不適正と判断した場合営業を停⽌させて頂きます。
＊トラブル等については⼀切責任を負えません。

8．出店位置

・出店位置は主催者側で決めさせていただきます。



１２．申込の流れ

①【エントリーシート】にて出店申込を送付
② 審査後、事務局より出店可否の報告と【出店内容申込書】送付

＊事務局にて出店基準・全体のバランス等確認のうえ
最終的に出店店舗を決定させていただきます

③【出店内容申込書】を事務局に速やかに返信
④【請求書】を送付
⑤ 開催前に振込ください

※②の審査には多少時間を要します。
（必ずスケジュール空けてお待ちください）
※事務局の都合・判断により出店不可の通知があった場合を除き

開催１ヶ⽉前よりキャンセル料が発⽣いたします。

１３.広告媒体（Vivre de BIO Marché In Tokyo Midtown）

◆東京ミッドタウンイベントガイドへの掲載
◆ミッドタウン会場内サイン
◆ミッドタウンWebサイトへの掲載
◆ミッドタウン館内誌「SCENE」への掲載（折り込み含め約３３万部）
◆ミッドタウン館内映像配信
◆マルシェ単独チラシ配布（出店店舗広告掲載可）
◆Vivre de BIO Marché Webサイト
◆Vivre de BIO Marché facebookページへの掲載
◆Vivre de BIO Marché アプリへの掲載
◆その他、雑誌、ラジオ、テレビ等など今後拡⼤予定

この機会にご出店を是⾮ご検討ください!

また質問等ございましたらお気軽にご連絡ください.

皆様のご出店を⼼よりお待ち申し上げております
※出店基準や店舗数に限りがございます為、希望に添え
ない場合もございます
お早めのご連絡お待ちしております。

Organic Hills
organic.hills@queen-t.jp



Vivre de BIO Marchéの会員制コミュニティ

BIO Marché Club
お客様の会員と生産者さんのコミュニティの会

【主な活動】
＊Marchéと連動し、出店者様のお野菜や⾷材を主に使⽤した⾷事会の開催
＊Organic Lifeの提案を⽬指す勉強会・講演会・交流会・映画鑑賞会の開催
＊⾃然と共存を⽬的とした野外イベント（主にグランピングなど）
＊畑活動

【主な⽬的】
＊Organic商品のマルシェと連動したご紹介
＊organic⾷材の救済活動
＊会員様同⼠のコミュニティ・交流
＊⽣産者様と会員様を繋げる場
＊organicの輪を広げる
＊⾃然と共存の場を提供する

など予定しております。
今後⾊々特典・活動を増やして参ります。
皆様の登録をお待ちしております！

LINE@で会員登録していただくと特別な情
報やご優待、ご招待、一早い情報、イベン
トのお知らせ、ポイント取得などがござい
ます。

LINE@

【問い合わせ】
Organic Hills

organic.hills@queen-t.jp 

「BIO Marché Clubランチ会」のお知らせ

東京ミッドタウンのマルシェの翌週に毎月コミュニティ食事会を開催。

第一回目の食事会は約３０名の方々にご参加頂き、
生産者様・出店者様、参加のお客様からも大変好評を頂きました。

出店者様の食材を使用したお料理をご提供することで、より近く商品に触れていただけます。

広範囲へPRする「マルシェ」➕より近く接し食べて見てもらう「食事会」

マルシェの出店と合わせてお申込み頂くことでより一層ファンを作ります。

「BIO Marché Clubランチ会」の出店者様を募集しております。
…………………………………………………………………..
【コミュニティ出店】募集
内 容： 提供いただいた素材での料理提供やプレゼント等でPR
出店費用：原価３０００円分の商品提供
日 時：毎月マルシェ翌週の水曜13時～（予定）

※パンフレット等コミュニティ内で配布いたしますので合わせてご提供ください。
参加費 ：食事会にご出席の出店者様は別途食事会参加費が必要となります。

（当日ご参加の出店者様は皆様にご紹介させて頂きます）
商品提供方法：マルシェ後の月曜日着にて会場に郵送願います。

（送料は出店者様にてご負担）
…………………………………………………………………..
※提供頂いた商品の活用PR方法は当マルシェにお任せ頂きます。

毎月第四週目の土日に東京ミッドタウンにてビオマルシェを開催しております。
＊原則マルシェとの併用申込優先で受付ております。
＊コミュニティ出店のみご希望の方はご相談ください。

私共と一緒に盛り上げて下さる出店者様を募集しております。
皆様のご参加をお待ちしております。

#biomarche
#vivredebiomarche（ヴィヴルドビオマルシェ）


