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前書き 
このマーケットでの販売に関するガイドは2019年に内務省が資金を出したイーンズランド少数民族コミュ

ニティ評議会のSWEEP（女性の就職と経済活動に参加することを支援する）プロジェクトの一環として編集

されました。多様な文化および言語のコミュニティから50人以上の女性がこのプロジェクトに参加し、ワ

ークショップ、説明会、または個別のセッションに出店ました。多くがマーケットに興味を示していて、

このガイドはこのような女性たち、特に店を出したことがない女性を考慮に入れて作成されました。またE

CCQのSWEEPチームの支援とともに、経験豊かなマーケット販売者でありマーケット主催者であるキャスリ

ン・フェルトハム氏によるものです。キャスリンはマーケットに関する多くのワークショップを開催して

きました。ECCQは、キャスリン、太平洋諸島の女性グループであるフランジパニ・フレンズ、ベロング自

治会に感謝しています。また、ベロング自治会に繋がりをもち、すでにマーケットを運営しそこで販売し

ている女性にも感謝しています。このガイドの最後に、キャスリンに関する詳細情報があります。 
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マーケットで何が売れる？ 
いくつかのマーケットに行って、どんなものを売買しているのか、そして何が人気かを直接見るといいで

しょう。そうすれば、自分の文化に関係する個性的なものを考えつくかもしれません（たとえば、食べ

物、工芸品、おもちゃ、衣服など、他の人も好きそうなもの）。または、自分で工芸品、ジュエリー、食

品などを作ることもできます。何を作りたいか、着たいか、食べたいかを考えてみましょう！自分は好き

だけれどオーストラリアではあまり見かけないものもいいかもしれません。 

 

食品を準備したり販売したりするには、通常、食品営業許可が必要です。 
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出店の準備、店の出し方 

始めるためにいくつか必要なものを紹介します。 

  

● 丈夫なタープテント – 日除け・雨除け用。約180ドルかかります。 

● ウェイト – 風が強い日に不可欠です。 – ハードウェアストアから約30〜60ドルで買えます。  

● 夕方か早朝にマーケットを出すのに適した照明。  

● 折りたたみ式テーブル（約 50ドル）、テーブルクロス（50ドル）。  

● 陳列棚またはラック。  

● 小銭、値札、バッグ、名刺。  

● 緊急キット – 絆創膏、頭痛薬、粘着テープ、はさみ、懐中電灯。  

● 電子決済端末 – eftposマシンのようなもの（持っていない場合、顧客が現金をおろすことがで

きるように、ATMがあるマーケットに出店してください。）  

● 座るための椅子を一脚か二脚。  

● すべての荷物を現場に運ぶためのトロリー。  

● 初めての出店の場合、一部のマーケットでは追加料金でテーブルとタープテントをレンタルするこ

とができます。  
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マーケットの種類  
自分と自分の商品に合ったマーケットに出店してください。以下のようなさまざまな種類のマーケットか

ら選択できます。  

 

● 毎月の工芸品と手作り品専門マーケット。  

● 毎週のファーマーズマーケット – これらのマーケットでは、大抵いくつかの工芸品や特別な

「ブティック」商品も販売されています。  

● マウントグラバット、ロックリー、マンリー、デイビスパークマーケットなどの長い歴史を持つマ

ーケット。  

● ヴィンテージマーケットのような一回限りのマーケット – ファッションアイテムなど、何世紀

か前の中古アイテムを販売しているかもしれません。自分の文化特有のユニークな、または珍しい

衣料品、ジュエリー、装飾品などが出品することができます。 

● 学校または教会が開進する募金目的のフェイトや資金調達。  

● 祭り – 毎年1回または2年に1回開催される地域の祭り。 

● マーケットは屋内または屋外、あるいはその両方で開催されます。  

● ナイトマーケット  

● 犬同伴可能なマーケット  
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ブースを予約する前にすべきこと  
そのマーケットが自分に合うかどうかを確認するためにマーケットの主催者に以下のような質問をすると

いいいでしょう。 

 

● マーケットはいつから運営されていますか？ 

● ウェブサイトまたはフェースブックページがありますか？ 

● マーケットはどのぐらい忙しいですか？（自分で見に行ってチェックするのもいいです。）  

● 駐車場がたくさんありますか？駐車場が少ない場合、荷解きと荷造りをするのが難しくなり、また

人々がマーケットに来る妨げになります。 

● どのようにマーケットを宣伝していますか？ 

● ブースはいくつありますか？ 

● ブース料金はいくらですか、何が含まれていますか？（たとえば、テーブルが含まれていますか？

保険は？）  

● 同じまたは類似した商品を売っているブースはいくつありますか？ 

● ブースの広さは？ 

● 損害賠償責任保険は要ですか？ （このガイドの後半に損害賠償責任保険についての詳細がありま

す）。 

● 雨が降っているときや天気が悪いときはどうなりますか？ 

● カード決済を受け入れない場合、マーケットにATMはありますか？ 
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初めての出店  
前夜（午後または夕方のマーケットの場合はその日の朝）に必要なものをすべて準備してください。食べ

物、水、帽子、椅子、携帯電話、そしてマーケットに人があまりいない時のために本も忘れないでくださ

い。 

 

マーケットへの道順を調べ、早めにきましょう。荷降ろし場所、荷物の置き場所、駐車場所、到着予定時

刻をよく理解してください。一部のマーケットでは、特定の間までに到着するか、特定の時間までに車が

マーケット内から出る必要があります。それらの時間帯をまもってください。ほとんどのマーケットは、

開催日の前に細かな情報を送信します。この情報を必ず読んでください。 

 

初日の前に自宅でブースを建てる練習をすることをお勧めします。そうすれば、どのように組み立てるか

が分かります。初日には、思ったよりも時間が長くかかります。マーケットが開いたときには準備万端で

あるように心がけましょう。 

 

また、荷造りに関する情報をよく理解してください。マーケットの主催者は、事前に許可をもらわない限

り、ブースの持ち主が早めに店じまいすることを好みません。静かな時であっても、いつ自分のブースに

終了時刻まぎわにお客が来るかもしりませんし、売るチャンスを残す手はありません。 

 

 
 

お客さんと話しましょう 
英語をうまく話せなくても、フレンドリーな笑顔をお客さんに向けることで印象は大きく変わります！あ

なたが椅子に座っていても、必ず椅子から立ち上がって接客してください。そして可能であれば、あなた

の商品の魅力についてお客さんに熱意を持って説明してください。まだお客さんが見ていない商品につい

て説明することもいいでしょう。  
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マーケットでの値段設定のコツ 
以下のアドバイスはあくまで参考として読んでください。皆さんそれぞれ環境が違いますので、値段設定

に正解、不正解はありません。 

 

手作り商品の場合  

相場を調べましょう－お客さんは幾らまでなら出せると思っているでしょうか、そして他のお店はどれく

らいの値段設定をしていますか？ 

＊他のお店は同じような商品を幾らで販売していますか? 

＊友達や家族に、自分の商品がどのくらいの値段設定なら購入を決断するか聞いてみましょう  

＊他のお店の商品がどのくらいの値段で動いているか観察してください 

＊最初に幅広い値段設定をし、その設定額の中間か、少し下の値段で商品の販売を開始してください 

 

支出の計算 

＊材料（できるだけ卸値でまとめ買いできるようにしてください） 

＊準備にかかる時間 

＊商品を作るために使った、または借りた道具にかかった費用 

次の計算方法を試してください： 

材料費＋制作時間（１時間につき$10か$20） ＝値段A 

材料費ｘ３＝値段B 

値段A＋値段B 割る２＝値段C 

値段Cをマーケットリサーチで調べた価格と比較して、調整してください。 

 

手作りではなく、購入した商品の販売の場合 

 

材料の原価をもとにする値段設定の仕方。この設定の例― 

商品にかかった費用：＄１０ 

送料：＄１ 

値上げ額５０％  

$11 + $5.50 = $16.50 か $16.49 

 

マーケットに合わせた値段 

競争相手はどのような方法で商品を販売していますか。相手の商品と比べて自分の商品の価値がどのくら

いになるかを考慮して値段を競争相手より低く、同じくらい、または高く設定しましょう。 
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ブースの宣伝方法 
まずは基本から（例えば手書きのポップ設置、そしてブースの規模が大きくなるに合わせて以下の方法を

試してください。 

お店の名前を憶えてもらうために、大小のビジネス名が入ったサインをブースに設置します。 

名刺の準備（ビスタプリントやオフィスワークで低価格で作成できます）。 

同じマーケットに何度も出店しましょう。 

フェイスブックやインスタグラムを活用しましょう。そして必ずお客さんにアカウントを知らせて下さ

い！  

お客さんにお店への連絡方法を伝えて下さい。 
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損害賠償責任保険について 

損害賠償責任保険とは？ 

 

損害賠償責任保険は、もしマーケットで出店者が他の参加者に怪我をさせた際に損害を補償する保険で

す。例えば誰かがあなたのブースで転倒して怪我をした場合、そしてその責任があなたにある時、被害者

の治療費、さらには収入の損失を被ることになるかもしれません。 

一部のマーケットは出店費用にこの保険を含んでいます。出店費用以外の支出として請求するマーケット

もあります。しかし多くのマーケットはあなたが既にこの保険に入っていると想定しています。保険にか

かる費用は年間約＄２５０ほどです。 

 

他に必要な手続きはありますか？ 

 

食品営業許可や他の種類の許可が必要になるかもしれません。ただこれはマーケットの場所がどの市役所

の管轄に入るかで変わるので、まずは市役所に連絡することをお勧めします。そしてマーケットの主催者

にも必要な許可についての情報や関係者との連絡方法を聞いてください。 

 

出店に関するその他の注意事項 
初めてのマーケットが上手くいかなくてもすぐに諦めないでください。何が上手くいったかいかなかった

かをその都度検証してください。 

 

マーケット成功には様々な要因が関わっています。天候や場所、他のブースの商品、同じ日に開催されて

いるイベントなど自分ではコントロールできないこともあります。 

でも、もしマーケットが思っていたよりうまく行かなかった時、以下の質問を自分自身にしてみてくださ

い 

 

商品にあった会場選びをしましたか？ 

 

顧客にあった値段設定はできていましたか？ 

 

ディスプレイを変えることでもっとアピールができますか？ 

 

あなたのブースが趣味かビジネスであるかを決めるルール があります。趣味は楽しむことが醍醐味であ

り、多くの収入を目的にはしていません。もしマーケットで沢山の収入が発生したら、税金がかかるかど

うか確認してください。詳細はこちらのサイトをご覧ください。www.business.gov.au  
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参考になるサイトとリンク 
地元のフェイスブックグループは以下の団体を含みます 

QLD Markets & More Networking-  

Market Madness SE Queensland  

Stall Holders & Markets in Brisbane & Surrounds QLD  

 

ウェブサイト 

Brisbane kids www.brisbanekids.com.au/  

Urban list www.theurbanlist.com/brisbane/a-list/best-markets-brisbane  

Must do Brisbane www.mustdobrisbane.com/features/brisbanes-best-markets  

www.mustdobrisbane.com/features/sunday-markets-brisbane-dec-22  

The Weekend Edition https://theweekendedition.com.au/ 11 
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キャスリン·フェルトハムさんについて 
キャスリンはドイツに生まれ1994年にニュージーランドに引っ越し教育を受け、２０１１年に夫と幼い娘

と共にオーストラリアに移住するまで勤めていました。その後彼女はマーケットの持つクリエイティブな

環境と、子育てをしながら出店できるという柔軟性に惹かれました。そしてMamma Mia Handmade Goodies

という名前で自分で作ったヘアクリップとぬいぐるみの販売をスタートしました。その後自身主催のMamma 

Mia Marketを2014年に開催。このマーケットは一年半の間続き、Farmers and Food MarketとMid Week Eat 

and Moo and Glue Farmer’s marketへと切り替わりました。このマーケットはどちらも始まって約一年ほ

どになります。英語が母国語ではないオーストラリア移民だった彼女の経験が、クリエイティブの追求と

そこから得られる収入の双方を求めている他の女性たちを助けたいという熱に繋がっています。 
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