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ラオスフェスティバル 2020 

No.1 ■出店申込書 兼 販売品目リスト 

提出先 

ラオスフェスティバル実行委員会事務局 

E-mail: shutten@laos-festival.jp 

FAX. 03-3370-5198 

提出期限：３月３１日(火) 必着 

ラオスフードを扱う店舗を優先にお申込を受け付けます  【申込日：   月   日】 

会社名・団体名 

和名 英語名 

当日の店舗名 

 

フリガナ 日本語 英語 

担当者氏名   

住所 
〒 

E-MAIL  

連絡先 TEL FAX 携帯 

試飲・試食有無 

(物販ブースのみ) 

試飲  有  無 試食  有  無 

ブースタイプ☑ 

□レストランブース □フードケータリングカー □物販ブース   

□物販ブース 1/2  □NGO・NPO 等の資料展示ブース（物販不可） 

希望ブース数 ブース 搬入車両☑ □あり   □なし 

オプションリース

申込み☑ 

□あり   □なし 氷の発注☑ □あり   □なし 

＊ブース数は申込状況により、ご希望に添えない場合があります。 

○販売予定品目（書ききれない場合は別紙にて添付してください） 

商品名 調  理  内  容 販売予定価格 販売予定数 

    

    

    

    

    

    

＊ 上記の必要事項をご記入の上、飲食店営業許可証、酒類販売業免許証、PL 保険写しを添えて FAX または

郵送にてお送りください。 

＊ テント内での試食試飲を行う予定の方は、追加設備（給水タンク・ポリバケツ等）が必要となります。 

＊ 物販ブースで食品販売を行う場合は、各商品の日本語表記の食品表示ラベル（コピー）を必ず添付してく

ださい。 



ラオスフェスティバル 2020 

No.2  ■出店に関する誓約書 

以下に同意されましたらご署名いただき、ご提出をお願い致します。ご同意いただけない場合は、 

誠に不本意ながらご出店をお控えいただきます。皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

１．会場内では必ず主催者の指示に従ってください。 

２．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。多くの人にラオスを知ってもらうことが

目的の一です。ラオスに関係する飲食物の提供、物販を心がけてください。（タイ料理の場合、できるだ

けラオス語名での提供をお願いいたします。例：ガイヤーン→ピンガイなど） 

出店の可否等に関する審査は、ラオスに関連している、または本フェスティバルに相応しいかどうか、等

の確認となります。 

３．出店ブースの場所を話し合いなどによって交換することを禁じます。 

４．開催中は出店者ご本人が参加してください。代理出店はできません。 

５．申込み内容と異なるものの販売は出来ません。 

６．開催中は出店許可証を常時携帯またはブースに掲示してください。 

７．社会通念に反するもの（こと）、宗教の勧誘、法律に違反する行為は禁止とし、違法物品の販売、個人で

輸入したもの、についても販売は禁止とします。 

８．渋谷区保健所規定により、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

けて販売をしてください。紙コップ等は各団体でのご準備ください。 

９．車両通行許可証がない場合、駐車することはできません。許可証を見える位置に掲示し、駐車誘導係の指

示に従ってください。また、一般の方の駐車は認めません。 

１０．会場内の樹木を利用して紐やロープを張ることはできません。 

１１．会場内及びリース品に損傷を与えることは禁止とし、もし損傷を与えた場合は補償をしていただきます。 

１２．本フェスティバルはクリーンなフェスティバルを心がけております。ブース内の整理整頓、ゴミ分別に

ご協力ください。また、ビン、カン、生ゴミなど、各団体で出たゴミはお持ち帰りいただくか、主催者

側に処理を依頼する場合は、別途ゴミ処理申請をしてください。昨年は路上に廃棄される事態が発生い

たしました。このような場合、違約金 50,000 円と処理費用の実費を申し受け、及び来年以降の出店が

できません。 

１３．出店者は衛生面に最大限の努力をし、手洗いの徹底、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。汁物等は会場の排水溝には絶対に流さないようにして下さい。 

１４．営業時間を厳守し、営業終了後の車両搬出は主催者の指示に従ってください。 

１５．主催者は各団体で提供する飲食物、物品に関するご来場者とのトラブルに一切の責任を負いません。各

団体の責任の下、ご対応ください。 

１６．会場での盗難や万引き等は出店者自身の責任において処理してください。１日目終了時から翌朝までブ

ース内に置いていく荷物についても同様です。主催者は一切その弁済責任を負いません。 

１７．テント外での調理・販売、スピーカーなどの使用、その他出店団体の迷惑になる行為は禁止とします。 

１８．天災等、不可抗力の原因での開催中止によって生じた損害等については、主催者は一切補償しません。 

１９．その他、必ず出店要項に従ってください。出店要項も誓約内容とします。 

 

以上の出店規約をご理解いただき、内容に同意をいただけましたら、 

3/31 までに署名をして提出してください。 

 

店舗名： 

 

 
自署欄：                               

FAX または Mail にて実行委員会事務局までお送りください。 



No.3-1 ■テントレイアウト（飲食ブース用）■

※上下水道、給湯器は2店舗で共有です。

※必ず向かって右側のブースになるとは限りません。ブース位置は4月頃、抽選会にて決定いたします。

【記入例】

どぶづけ

商品ストック

調理台・コンロ

販売用カウンター

＜本番当日のテント内のレイアウトを下図に書き込んでご返送ください＞

テーブル テーブル

給湯器

２層シンク

冷蔵庫
手洗い器

3.6m

【ブース前面】

月 日

3.6m

給湯器

冷蔵庫

２層シンク

■店舗名：

■ご担当者： ■TEL：

冷蔵庫

手洗い器

提出先：

ラオスフェスティバル事務局

電 話： 03-6276-3090

E-mail：shutten@laos-festival.jp

FAX:03-3370-5198

提出期限：３月３１日（火）必着



No.3-2 ■テントレイアウト（物販ブース用）■

月 日

＜本番当日のテント内のレイアウトを下図に書き込んでご返送ください＞

※必ず向かって右側のブースになるとは限りません。ブース位置は抽選となります。

【記入例】

テーブル テーブル

販売用カウンター

パイプイス

テーブルテーブル

商品ストック

（試飲・試食がある

場合）

蛇口付きポリタンク、

ポリバケツ各１台

3.6m

3.6m

【ブース前面】

■店舗名：

■ご担当者： ■TEL：

※テントに装飾を

ご検討中の出店者様は、

イメージ図も必ず添えて

ご提出下さい。

様式は自由です。

間口3.6両側が開口しま

す。左右は閉じます。

提出先：

ラオスフェスティバル事務局

電 話： 03-6276-3090

E-mail：shutten@laos-festival.jp

FAX:03-3370-5198

提出期限：３月３１日（火）必着



No.3-3 ■テントレイアウト（物販ハーフブース用）■

月 日

＜本番当日のテント内のレイアウトを下図に書き込んでご返送ください＞

※必ず向かって右側のブースになるとは限りません。ブース位置は抽選となります。

【記入例】

テーブル テーブル

販売用カウンター

パイプイス

テーブルテーブル

商品ストック

（試飲・試食がある

場合）

蛇口付きポリタンク、

ポリバケツ各１台

■店舗名：

■ご担当者： ■TEL：

テントに装飾をご検討中

の出店者様は、イメージ

図も必ず添えて

ご提出下さい。

様式は自由です。

間口3.6ｍが開口します。

提出先：

ラオスフェスティバル事務局

電 話： 03-6276-3090

E-mail：shutten@laos-festival.jp

FAX:03-3370-5198

提出期限：３月３１日（火）必着

1.8m

3.6m

【ブース前面】



No.3-4 ■テントレイアウト（展示ブース用）■

月 日

＜本番当日のテント内のレイアウトを下図に書き込んでご返送ください＞

※必ず向かって右側のブースになるとは限りません。ブース位置は抽選となります。

【記入例】

テーブル

販売用カウンター

パイプイス

1.8m

3.6m

【ブース前面】

■店舗名：

■ご担当者： ■TEL：

テントに装飾をご検討中

の出店者様は、イメージ

図も必ず添えて

ご提出下さい。

様式は自由です。

間口3.6の片側のみが

開口します。

提出先：

ラオスフェスティバル事務局

電 話： 03-6276-3090

E-mail：shutten@laos-festival.ｊｐ

FAX:03-3370-5198

提出期限：３月３１日（火）必着



No.4 ■オプションレンタル備品リスト■

●指定の申込用紙に必要事項をご記入の上、3月末までにFAXまたはメールにてお申込下さい。

※締め切りを過ぎてからのお申込は、在庫状況によりお受けできない場合がありますので、ご了承下さい。

●代金のお支払いは、請求書記載の期日までに事務局指定の口座までお振込み下さい。

●金額は２日間の料金です。

●掲載されていない備品で、ご希望のものがありましたら、事務局までお問い合わせ下さい。

●事情により、備品の仕様・料金が変更となる場合があります。

１．冷凍冷蔵庫

●170L ¥18,000

●230～270L ¥22,000

２．ガスボンベ

●10kg（重さ19kg） ¥7,000

●20kg（重さ29kg） ¥13,000

※未使用の場合も返金不可です。

４．ガスコンロ（3重）

【LP(プロパン)ガス用】

※使用目安：5kgボンベで約8時間

■サイズ：W510×D330×H100mm

■重量：8.4kg

■ガス消費量：0.55kg/h

■2重バーナー

３．ガスコンロ（2重）

【LP(プロパン)ガス用】

※使用目安：5kgボンベで約4.5時間

■サイズ：W690×D450×H195mm

■重量：19kg ■ガス消費量：0.95kg/h

■3重バーナー

５．フライヤーセット

【LP(プロパン)ガス用】

コロッケ・アメリカンドッグなどの揚げ

物に。アメリカンドッグが一度に12本

揚げられます 。

※使用目安：5kgボンベで約10時間

■油量11リットル

■サイズ：W400×D450×H290mm

■重量：27kg

■ガス消費量：0.42kg/h

¥16,000

６．台付鉄板焼器

【LP(プロパン)ガス用】

やきそば、お好み焼きなどの焼き

物に

※使用目安：5kgボンベで約7時間

■サイズ：

全体W925×D770×H900mm

鉄板W900×D550mm

■重さ：60kg

■ガス消費量：0.68kg/h

¥22,000

７．焼き鳥器

【LP(プロパン)ガス用】

※使用目安：5kgボンベで約15時間

■サイズ：W600×D180×H170mm

■ガス消費量：0.68kg/h 

¥13,000

￥8,000

¥6,000

８．卓上鉄板焼器

【LP(プロパン)ガス用】

小型の鉄板焼器。フランクフルト等に

※使用目安：5kgボンベで約18時間

■サイズ：W550×D350×H130mm

■重量：16.4kg

■ガス消費量：0.25kg/h

¥6,000

【LP(プロパン)ガス用】

焼イカ、焼トウモロコシなどに

※使用目安：5kgボンベで約9時間

■サイズ：W590×D530×H290mm

■重量：30.2kg

■ガス消費量：0.45kg/h 

¥17,000

９．赤外線焼物器



１０．大型ガス炊飯器（4～9L）

【LP(プロパン)ガス用】

■4～9L用

■サイズ：W524×D481×H420mm

■重量：16.9kg

■ガス消費量：0.85kg/h

¥9,000

スープや煮込み料理に！

●サイズ：

φ390×深さ390×板厚3.3mm

●重量：6.4kg 

¥8,000

１２．半寸胴鍋（28L１１．寸胴鍋（45L）

うど、そばの湯通しに！

●サイズ：

φ390×深さ240×板厚3.3mm 

●重量：4.6kg 

¥6,000

１３.アルミ段付鍋35L（Φ51cm）

カレー約130人分、ぜんざい約190

杯分が作れます。（あくまでも目安で

す。材料等によって量は変わります）

●重量：5.0kg

¥7,000

１４．クーラーボックス（150L）

●コーラビンなら60本冷却できます。

●サイズ：W925×D585×H845mm、

深さ375mm

●重さ：15kg

¥10,000

１５．テーブル

●サイズ：W1800×D600×H700mm 

¥2,500

１６．パイプ椅子

●サイズ：W448×D465×H735mm

¥800

１７. 耐火ボード

¥2,500

１８. ブルーシート

●サイズ：W900×D600×H10mm ●サイズ：W3600mm×D3600mm

¥2,500

価格はすべて税抜

１９．冷蔵コールドテーブル6尺

■サイズ：W1800 x D600 x H820mm

■有効内容積：421L

■使用温度：-20℃

２０．冷凍コールドテーブル6尺

■サイズ：W1800 x D600 x H820mm

■有効内容積：421L

■使用温度：-2℃～5℃

２１．冷蔵冷凍コールドテーブル6尺

■サイズ：W1800 x D600 x H820mm

■有効内容積：冷凍室155L冷蔵室246L

■使用温度：冷凍-20℃冷蔵-2℃～5℃

冷

凍
冷

凍

冷

蔵

冷

蔵

¥48,000 ¥55,000 ¥55,000



No.5 ■オプションレンタル備品申込書■

月 日

数量と金額と合計をご記入下さい。

※レンタル代金は、請求書記載の期日までに指定口座へお振込みください。なお、提出期限を過ぎてか

らのお申し込みは、在庫状況によりお受けできない場合がありますのでご了承ください。

※上記以外でのレンタルをご希望の商品がある場合は、事務局へお問い合わせください。

■店舗名：

■ご担当者： ■TEL：

提出先：

ラオスフェスティバル事務局

電 話： 03-6276-3090

E-mail： shutten@laos-festival.jp

FAX:03-3370-5198

提出期限：３月３１日（火）

番号 レンタル商品 単価（税込） 数量 金額

1- a 冷凍冷蔵庫（170L） 18,000円 台 円

1-b 冷凍冷蔵庫（230～270L） 22,000円 台 円

2–a ガスボンベ10kg 7,000円 本 円

2-b ガスボンベ20kg 13,000円 本 円

3 ガスコンロ（2重巻き） 6,000円 個 円

4 ガスコンロ（3重巻き） 8,000円 個 円

5 フライヤーセット 16,000円 台 円

6 台付鉄板焼器 22,000円 台 円

7 焼鳥器 13,000円 台 円

8 卓上鉄板焼器 6,000円 台 円

9 赤外線焼物器 17,000円 台 円

10 大型ガス炊飯器（4～9L） 9,000円 台 円

11 寸胴鍋（45L） 8,000円 台 円

12 半寸胴鍋（28L） 6,000円 台 円

13 アルミ段付き鍋（35L) 7,000円 台 円

14 クーラーBOX（150L） 10,000円 個 円

15 机（1,800mm×600mm）（追加申込分） 2,500円 台 円

16 椅子（追加申込分） 800円 個 円

17 耐火ボード（900mm×600mm） 2,500円 枚 円

18 ブルーシート（3600mm×3600mm） 2,500円 枚 円

19 冷蔵コールドテーブル6尺 48,000円 台 円

20 冷凍コールドテーブル6尺 55,000円 台 円

21 冷凍冷蔵コールドテーブル6尺 55,000円 台 円

合計（税込） 円



No.6 ■追加電気工事申請書■

あらかじめ飲食ブースには1.5kW、物販ブースには1.5kWの電源が付帯設備として用意されて

おります。それ以上の電気容量を使用する場合には、別途費用にて事前の工事が必要となり

ますので、下記に必要となる電気容量をご記入の上、事務局あてにお申込下さい。

※代金のお支払いは、請求書の期日までに事務局指定の口座までお振り込みください。

※フェスティバル当日、予定以上の電力を使用しているブースには、一部使用器具の停止を命じる

場合がありますので、あらかじめご了承ください。

月 日

追加電気工事費用(税込) 追加容量 合計金額

1.5KWにつき17,000円 KW 円

■店舗名：

■ご担当者： ■TEL：

提出先：

ラオスフェスティバル事務局

電 話： 03-6276-3090

E-mail：shutten@laos-festival.jp

FAX:03-3370-5198

提出期限：３月３１日（火）



No.7 ■搬入搬出車両申請書■

月 日

下記に搬入・搬出時に使用する車両情報をご記入の上、事務局までご提出下さい。

※駐車は原則１ブースにつき1台とさせて頂きます。2台以上をご希望の方はご相談ください。

※駐車車両が多い場合は、公園下の駐車場を利用していただく場合があります。

日時

車両ナンバー

（レンタカーの場合「レンタカー」

と記入して下さい）

駐車希望の有無

（夜間の駐車は出来ません）

５月２９日

（金）

15:00-18:00

搬入

搬出

５月３０日

（土）

7:00-9:00

19:40-21:00

搬入

搬出

５月３１日

（日）

7:00-9:00

19:40-21:00

搬入

搬出

※書類到着後、事務局にて搬入出経路等を記した「車両通行許可証」をお送り致します。

※事務局が指定した時間以外の車両の進入はできませんので、あらかじめご了承ください。

※スムーズな搬入が行えるよう、必要最小限の台数でのお申込をお願い致します。

※駐車場の利用は各店舗1台ずつとなります。

※業者の搬入がある場合は、業者名をご記入ください。事前申請された業者の方には当日、会場入口で

車両証を発行いたします。

■店舗名：

■ご担当者： ■TEL（携帯）：

搬入業者名：

提出先：

ラオスフェスティバル事務局

電 話： 03-6276-3090

E-mail：shutten@laos-festival.jp

FAX:03-3370-5198

提出期限：３月３１日（木）



No.8 ■初回氷発注書■

5月30日(土)の初回発注分のみの必要分をご記入の上、FAXにて御送付ください。

●5月30日用 初回発注分

番号 単価 数量 金額

１ 板氷（4kg） 400円 貫目

２ フラッペ（4kg） 500円 袋

３ ぶっかき（3.5kg） 550円 袋

合計 円

※氷代金のお支払いは、フェスティバル当日、現金による現地精算とさせていただきます。

※初回以降の氷の発注については、フェスティバル当日、氷業者が各ブースを巡回いたしますの

で、直接その場で注文していただき、現金にて清算してください。

※参考：150ℓクーラーBOX（缶ビール5ケース入）の場合、板氷6貫目で2時間の冷蔵が可能です。

※参考：板氷はどぶづけに入れたり、フラッペはクラッシュアイスのような感じ、ぶっかきはグラス

に入れやすい大きさです。

月 日

■店舗名：

■ご担当者： ■TEL：

提出先：

ラオスフェスティバル事務局

電 話： 03-6276-3090

E-mail：shutten@laos-festival.jp

FAX:03-3370-5198

提出期限：４月３０日（木）



No.9 ■ゴミ処理申請書■

●ゴミ処理に関するポリシー（必ずお読みください）

出店形態に関わらず、出店の際に出たゴミは、原則としてすべてお持ち帰りいただきます。

なお、やむを得ない事情により、ゴミのお持ち帰りが出来ない出店者の方は、事前の申し込みにより

有料にて会場内のごみ処理場を利用することができます。事務局公認のシールを貼ったゴミ袋を販

売致しますので、ご購入の上、きちんと分別していただき、ゴミ処理場までお持ちください。

※出店者がブース内にゴミや残材などを無断で残していった場合、その処理費用（実費）に加え、違

約金として50,000円を追加した金額を出店者宛てに請求させていただきます。

種類 枚数 金額

一般ゴミ用袋（90ℓ）

３，０００円/枚
袋

産廃ゴミ用袋（90ℓ）

５，０００円/枚
袋

合計（税込） 円

※代金のお支払いは、フェスティバル当日、現金による現地精算とさせて頂きます。

※事前にゴミ処理の申し込みをされた出店者に限り、当日の追加購入も承ります。

月 日

■店舗名：

■ご担当者： ■TEL：

提出先：

ラオスフェスティバル事務局

電 話： 03-6276-3090

E-mail：shutten@laos-festival.jp

FAX:03-3370-5198

提出期限：４月３０日（木）


