
 

    

    

    

    

    

    

    

    

LaosLaosLaosLaos Festival 2012 Festival 2012 Festival 2012 Festival 2012    

出店要項出店要項出店要項出店要項    

    

必必必必ずおずおずおずお読読読読みみみみ下下下下さいさいさいさい    
    

※※※※内容内容内容内容をををを改訂改訂改訂改訂ししししたたたた場合場合場合場合はははは、、、、HHHHPPPP 上上上上でででで告知告知告知告知致致致致ししししまままますすすすののののでででで、、、、再度再度再度再度内容内容内容内容をををを確認確認確認確認ししししててててくくくくだだだださいさいさいさい。。。。    

    

    

    

 



 

ラオスフェスティバル主催者（ラオスフェスティバル実行委員会）はラオス政府関連事務所および

政府機関の協力の下、ラオスを幅広く PR するため、またラオス観光年として、ラオスフェスティバル

２０１２を開催致します。 

つきましては、以下の通りご案内申し上げます。 

皆様のご理解とご協力を宜しくお願いいたします。 

 

1111．．．．ラオスフェスティバルラオスフェスティバルラオスフェスティバルラオスフェスティバル 2012201220122012 開催概要開催概要開催概要開催概要    

(1)開催場所  代々木公園 B 地区（イベント広場およびケヤキ並木） 

(2)開催日時  2012 年 5 月 26 日(土)、27 日(日)  10:00〜19:00 

        ＊雨天決行 

(3)入場料   無料 

(4)開催趣旨  様々なラオス関連団体の活動発表を通して、その活動意義を伝え、ラオスを深く知

ってもらう。収益金はラオスの学校建設資金とする。また、リサイクルやゴミの削

減と言った環境問題についても意識した運営を行う。尚、来場見込み者数は１０万

人を予定。 

(5)フリーマーケット同時開催  300 店/2 日間 予定 

(6)搬入日時    2010 年 5 月 26 日(土)・27(日) 7:00〜9:00 

(7)出店場所  代々木公園 B 地区 

(8)出店条件  レストランブースは飲食店営業許可書が必要 

(9)来場見込数 １０万人    

 

    

2222．．．．販売及販売及販売及販売及びびびび搬入搬入搬入搬入、、、、搬出搬出搬出搬出スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

販販販販    売売売売 時間時間時間時間 

5月26日（土） 10:00〜19:00 

5月27日（日） 10:00〜19:00 

 

搬搬搬搬    入入入入 時間時間時間時間 

5月26日（土） 07:00〜09:00 

5月27日（日） 07:00〜09:00 

 

搬搬搬搬    出出出出 時間時間時間時間 

5月26日（土） 19:40〜22:00 

5月27日（日） 19:40〜22:00 

 



 

3333．．．．テントテントテントテント出店出店出店出店のののの基本設備基本設備基本設備基本設備などについてなどについてなどについてなどについて 

    付帯付帯付帯付帯設備設備設備設備    出店料出店料出店料出店料・・・・募集数募集数募集数募集数    

レストランレストランレストランレストラン    

ブースブースブースブース    

    

    

テントテントテントテント間口間口間口間口 3.63.63.63.6mmmm××××3.6m3.6m3.6m3.6m、、、、長長長長机机机机 2222 卓卓卓卓、、、、椅子椅子椅子椅子 2222 脚脚脚脚

蛍光灯蛍光灯蛍光灯蛍光灯 1111 本本本本、、、、電源電源電源電源 1.5KW1.5KW1.5KW1.5KW、、、、２２２２槽槽槽槽シンクシンクシンクシンク、、、、上下上下上下上下

水道水道水道水道、、、、手洗手洗手洗手洗いいいい設備設備設備設備、、、、給湯器給湯器給湯器給湯器、、、、冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫 170L170L170L170L（（（（２２２２

槽槽槽槽シンクシンクシンクシンク〜〜〜〜冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫はははは 2222 店舗共同使用店舗共同使用店舗共同使用店舗共同使用））））    

出店申込金出店申込金出店申込金出店申込金 202020200,0000,0000,0000,000 円円円円（（（（2222 日間日間日間日間））））    

募集数募集数募集数募集数：：：：44440000 ブースブースブースブース    

    

ステージステージステージステージ前前前前ドドドド

リンクブースリンクブースリンクブースリンクブース    

テントテントテントテント間口間口間口間口 3.6m3.6m3.6m3.6m××××3.6m3.6m3.6m3.6m、、、、長机長机長机長机 2222 卓卓卓卓、、、、椅子椅子椅子椅子 2222 脚脚脚脚

蛍光灯蛍光灯蛍光灯蛍光灯 1111 本本本本、、、、電源電源電源電源 1.5KW1.5KW1.5KW1.5KW、、、、２２２２槽槽槽槽シンクシンクシンクシンク、、、、上下上下上下上下

水道水道水道水道、、、、手洗手洗手洗手洗いいいい設備設備設備設備、、、、給湯器給湯器給湯器給湯器、、、、冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫 170L170L170L170L（（（（２２２２

槽槽槽槽シンクシンクシンクシンク〜〜〜〜冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫はははは 2222 店舗共同使用店舗共同使用店舗共同使用店舗共同使用））））    

出店申込金出店申込金出店申込金出店申込金 400,000400,000400,000400,000 円円円円（（（（2222 日日日日間間間間））））    

募集数募集数募集数募集数：：：：2222    

出店出店出店出店のののの条件条件条件条件：：：：レストランブースレストランブースレストランブースレストランブースにににに

申申申申しししし込込込込まれているまれているまれているまれている団体団体団体団体。。。。    

レストランケーレストランケーレストランケーレストランケー

タリングカータリングカータリングカータリングカー    

なしなしなしなし    出店申込金出店申込金出店申込金出店申込金 100,000100,000100,000100,000 円円円円（（（（2222 日間日間日間日間））））    

募集数募集数募集数募集数：：：：10101010    

物販物販物販物販････企業企業企業企業････    

団体団体団体団体ブブブブースースースース    

テントテントテントテント間口間口間口間口 5.45.45.45.4mmmm××××3.6m3.6m3.6m3.6m、、、、長長長長机机机机 2222 卓卓卓卓、、、、椅子椅子椅子椅子 2222 脚脚脚脚    

蛍光灯蛍光灯蛍光灯蛍光灯 1111 本本本本、、、、電源電源電源電源 1.5KW1.5KW1.5KW1.5KW    

出店申込金出店申込金出店申込金出店申込金 150,000150,000150,000150,000 円円円円（（（（2222 日間日間日間日間））））    

募集数募集数募集数募集数：：：：33330000 ブースブースブースブース    

物販物販物販物販････企業企業企業企業････    

団体団体団体団体 1/21/21/21/2 ブースブースブースブース    

テントテントテントテント間口間口間口間口 2.72.72.72.7mmmm××××3.6m3.6m3.6m3.6m、、、、長机長机長机長机 2222 卓卓卓卓、、、、椅子椅子椅子椅子 2222 脚脚脚脚    

蛍光灯蛍光灯蛍光灯蛍光灯 1111 本本本本、、、、電源電源電源電源 1.5KW1.5KW1.5KW1.5KW    

出店申込金出店申込金出店申込金出店申込金 80,00080,00080,00080,000 円円円円（（（（2222 日間日間日間日間））））    

募集数募集数募集数募集数：：：：10101010 ブースブースブースブース    

NGONGONGONGO、、、、NPONPONPONPO 等等等等のののの資資資資

料展示料展示料展示料展示のみののみののみののみの

ブースブースブースブース（（（（物販不物販不物販不物販不

可可可可））））    

テントテントテントテント間口間口間口間口 1.8m1.8m1.8m1.8m××××2.7m2.7m2.7m2.7m 長机長机長机長机１１１１卓卓卓卓、、、、椅子椅子椅子椅子１１１１脚脚脚脚    

蛍光灯蛍光灯蛍光灯蛍光灯１１１１本本本本    

※※※※テントテントテントテント間口間口間口間口 3.6m3.6m3.6m3.6m××××奥行奥行奥行奥行 2.7m2.7m2.7m2.7m のののの 1/21/21/21/2 ブースブースブースブース

となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

出店申込金出店申込金出店申込金出店申込金 20,00020,00020,00020,000 円円円円（（（（2222 日間日間日間日間））））    

募集数募集数募集数募集数：：：：16161616 ブースブースブースブース    

※レストランブースの方は保健所の指導により、２槽シンク、上下水道、手洗い設備、給湯器、冷蔵

庫の設備が必要とされます。 

※発電機の持込はできません。 

※出店位置の指定はできません。 

※主催者では、上記を基本設備としてご用意しております。追加、変更などをご希望の場合は、持参 

またはオプションリースをご利用ください。 

※募集数を超えた場合は抽選となります。予めご了承ください。 

 

4444．．．．バーベキューコンロバーベキューコンロバーベキューコンロバーベキューコンロをををを使用使用使用使用したしたしたした販売販売販売販売についてについてについてについて 

※本年度は保健所からテント外での調理行為の禁止の指導を厳重に受けました。（ジャークチキン等

バーベキューコンロを使用した行為）この指導に従い、当フェスティバルでは以下のような条件を追

加致します。ジャークチキン等バーベキューコンロを使用した販売を行う店舗の方、必ずご確認くだ

さい。 

以上、確認の上出店申込をお願い致します。 

    

    



 

5555．．．．ドリンクドリンクドリンクドリンクのののの販売販売販売販売についてについてについてについて    

(1)瓶でのビール等の販売は、禁止させていただきます。必ず、紙かプラスティックのコップに注ぎな

おして販売して下さい。 

(2)瓶を手渡しで販売した場合、出店自体を中止させていただく場合もございますので、ご了承下さい。 

(3)缶や生ビールの販売は、従来通り、大丈夫です。 

    

6666．．．．保健所関係等保健所関係等保健所関係等保健所関係等についてについてについてについて 

5月26日(土)の午前中(予定)に保健所の担当者が各店舗を訪問します。本部担当者が、随行しますがご

協力お願いします。 

 

 

7777．．．．環境対策環境対策環境対策環境対策についてについてについてについて    

（（（（クリーンクリーンクリーンクリーンななななフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバルをををを目指目指目指目指ししししていていていていまままますすすす）））） 

(1)各店舗はごみ箱（可燃ゴミ、不燃ゴミ、缶、ビン）を設置して下さい。 

(2)販売された容器に対して主催者側よりお客様に買った店舗に返すように指導していますので御

協力をお願いします。 

(3)出店の際に出たゴミはできるだけ各自お持ち帰り下さい。（開催趣旨にも明記したようにゴミの

削減もテーマとしていますのでご協力をお願いします。） 

※尚尚尚尚、、、、ゴミゴミゴミゴミ集積所集積所集積所集積所にににに不当投棄不当投棄不当投棄不当投棄がががが認認認認められためられためられためられた場合場合場合場合、、、、ゴミゴミゴミゴミ処理代処理代処理代処理代のののの負担及負担及負担及負担及びびびび次回次回次回次回のののの出店出店出店出店をごをごをごをご遠慮頂遠慮頂遠慮頂遠慮頂きまきまきまきま

すのでごすのでごすのでごすのでご注意下注意下注意下注意下さいさいさいさい。。。。 

 

 

8888．．．．店舗前店舗前店舗前店舗前のののの机等机等机等机等のののの設置設置設置設置についてについてについてについて 

テント出展の前に机・椅子等の設置は、他のお客様の迷惑になる可能性があるため禁止とさせていた

だきます。ご了承ください。 

 

 

9999．．．．店舗店舗店舗店舗 PRPRPRPR 等等等等についてについてについてについて 

自店舗のPRやイベントチラシなどを配布していただいてもかまいません。名刺やチラシなどを持参い

ただくと良いと思います。 

 

 

 



 

10101010．．．．駐車場及駐車場及駐車場及駐車場及びびびび駐車許可証等駐車許可証等駐車許可証等駐車許可証等についてについてについてについて    

別途、駐車場所の指定をした、駐車許可証（各店舗 1台に限ります）を希望店舗に配布させていた

だきます。当日は、代々木公園のゲートにて、許可証の確認をします。確認を終えてから、指定の場

所に車を駐車してください。 

 

 

11111111．．．．禁止行為及禁止行為及禁止行為及禁止行為及びびびび諸注意諸注意諸注意諸注意    

(1)出店希望者は出店申込書を日本語で記入してください。（店名や社名、担当者欄には英語の表記

もしてください）関連書類も必ず添付してください。 

(2) ラオスフェスティバルはラオスの PR の場です。多くの人にラオスを知ってもらうことを大き

な目的の一つとしていますので、出店者はブース内においてラオスに関する PR をしてください。 

(3)販売を行う業者は以下の中から必要な証の写しを添付し提出してください。 

  ・飲食店営業許可証（日本の公的機関が発行し、許可期限有効のもの） 

 ・酒類販売業免許証 

(4)出店者は出店および食品・販売行為に関連して発生した事故、苦情に対しての全ての責任を負う

こととします。 

(5)申込者と出店者が異なる場合、出店をお断りする場合があります。  

(6)周囲の美観を損ねる行為、風紀を乱す行為はお断りいたします。  

(7)紙のガムテープは使用しないで下さい。（布製のガムテープを使用してください）  

(8)テント外での調理・販売行為は禁止といたします。  

(9)レストランブース出店者に限り、アルコール飲料の販売を許可します。物産、NGO、NPO ブー

スでは持ち帰り用の飲料であれば販売しても構いませんが、冷蔵したものや栓を開けての販売は

許可しません。  

(10)渋谷区保健所の規定に基づき、ドリンク類はビンのまま提供することを禁止とします。必ず紙

コップなどに開けて提供してください。空きビン類は公園内の所定の場所に捨てるか、持ち帰る

ようにしてください。  

(11)出店者は衛生面に最大限の努力をし、事故、苦情等が発生しないようにブース内、並びに周辺

は常に清潔な状態にして下さい。ゴミは各日、フェスティバル終了後に、指定の場所に捨てて下

さい。また会場の排水溝には絶対に流さないようにして下さい。  

 

上記内容上記内容上記内容上記内容にににに違反違反違反違反しししし、、、、係員係員係員係員のののの指示指示指示指示にににに従従従従わないわないわないわない場合場合場合場合、、、、退場退場退場退場してしてしてして頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。事務局事務局事務局事務局のののの判断判断判断判断によりによりによりにより退場退場退場退場してしてしてして頂頂頂頂

いたいたいたいた場合場合場合場合にはにはにはには、、、、出店料出店料出店料出店料はははは返金致返金致返金致返金致しませんしませんしませんしませんのでごのでごのでごのでご了承下了承下了承下了承下さいさいさいさい。。。。    

 

 

 

 

 



 

12121212．．．．出店申込出店申込出店申込出店申込みみみみ期間期間期間期間    

出店をご希望の方は、本日より２０１２年３月３１日（土）までに指定の申込書及び必要書類、お

振込み明細コピーを揃えて、FAX または郵送でお送りください。出店に関する詳細のお問合せも同様

となります。 

 

○東京国際学園内「ラオスフェスティバル 2012実行委員会」 出店担当宛（金澤・小嶋） 

〒151-0053 東京都渋谷区代々木 1-43-8 

TEL：03-3370-0718 ／ FAX:03FAX:03FAX:03FAX:03----3370337033703370----5198519851985198 

 e-mail：shutten@laos-festival.info 

 

13131313．．．．出店者出店者出店者出店者のののの決定及決定及決定及決定及びびびび発表発表発表発表    

厳正な審査の上、ラオスフェスティバル２０１２公式サイトにて順次発表致します。（４月上旬より）

尚、４月下旬にラオス大使館にて、主催者・後援機関・関連団体・出店者によるラオスフェスティバ

ル２０１２団結式、及び出店場所の抽選会を行います。式後、簡単なパーティーを企画しております。 

 

14141414．．．．出店料出店料出店料出店料のののの支払支払支払支払    

(1)３月３０日（金）までに以下の指定の銀行口座へ振込みを完了してください。 

昭和信用金庫  

新宿支店 普通１０７１３８６ 東京国際学園高等部ラオスフェスティバル代表荒井祐二 

(2)振込手数料は出店者にご負担いただきます。 

(3)期限までに出店料が振り込まれない場合は出店権利を破棄したものとみなします。 

(4)お支払いただいた出店料はいかなる理由があってもお返しいたしませんのでご了承ください。 

 

15151515．．．．出店出店出店出店ブースブースブースブース場所場所場所場所のののの決定決定決定決定    

出店ブース場所の決定は抽選形式です。ブース数の多い順に優先的に抽選くじを引いていただきま

す。出店ブースが同数の出店者は申込み・出店料振込みの早い順で抽選くじを引いて頂きます。尚、

一度決定した出店場所は出店者の申し出により変更することは出来ません。 

 

ラオスフェスティバル２０１２に関する詳細は、東京国際学園内「ラオスフェスティバル 2012 実行委

員会」出店者担当（金澤雅高・小嶋利信）までご連絡ください。 

〒151-0053 東京都渋谷区代々木 1-43-8 

TEL：03-3370-0718 ／ FAX:03-3370-5198 

 e-mail：shutten@laos-festival.info  


