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タイフェスティバル in名古屋実行委員会 
三重県桑名市陽だまりの丘 6-103 ヤマモリ㈱内 

実行委員長 三林 憲司 

 
 

タイフェスティバル in名古屋 2012開催及び出展者募集のご案内 

 
謹啓 時下益々ご清栄の御事とお慶び申し上げます。 
この度タイフェスティバル in 名古屋実行委員会では以下要領にてタイフェスティバル in 名古屋

2012を開催致しますので謹んでご案内申し上げます。 
民間委員会主体の手作りフェスティバルとして、ご来場頂く方にご満足頂けることを第一目標に、精

一杯努めて参りますので引き続きのご指導・ご鞭撻の程、お願い申し上げます。 

 
つきましては、このイベント趣旨をご理解頂き、共に作り上げていただける出展者様を大募集致しま

す。出展に関心をお持ちいただけました場合、別紙出展申込書にご記入の上、タイフェスティバル in
名古屋実行委員会（FAX：052-962-0680）へご返信ください。出展ブースには限りがありますので応
募が予定ブースを超えた場合は先着順となることをご了承ください。出展いただける団体様には 4月上
旬に委員会よりご連絡をさせていただきます。 
 
タイのフルーツがベスト・シーズンを迎える 5 月、日本においても爽やかな気候の中のイベントで、
皆様にお会いできますことを楽しみにしております。 

 
謹白 

 
記 

【タイフェスティバル in名古屋 2012開催要項】 
☆主催：タイフェスティバル in名古屋実行委員会 
☆開催日時：2012年 5月 26日(土) & 27日(日) 10:00-20:00 ※2日間 
☆開催場所：名古屋市中区栄 3丁目 65番地久屋広場 

 
以上 

 
 

出展に関するお問合せ先：タイフェスティバル in名古屋実行委員会 
岸口（きしぐち）・村山（むらやま） 

名古屋市中区丸の内 3-20-9 ㈱三晃社内 
電話：052-961-2224 FAX：052-962-0680 

e-mail: thaifesnagoya@live.jp 
blog: http://blog.livedoor.jp/thaifesnagoya/ 
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タイフェスティバル in名古屋 2012出展申込書 

 
団体名： 

 

貴団体名 イベント当日の看板名： ※句読点や記号（ 、 。 ・ 「」 等）及び文字間のスペース等は明確にご記入ください。 

 
 

御代表者様名 
 
 

ご連絡先 

ご住所：〒 

 
Tel.                                   Fax. 
 
ご担当者名：             e-mail: 

出展カテゴリー 

ブース単位：W3600mm×D3600mm／1ブース 
□飲食店・ドリンクブース【151,200円/1ブース×（   ）ブース】 
 ※飲食店ブース内提供料理は 1ブースにつき 4品とします 
□物販・サービスブース【126,000円/1ブース×（   ）ブース】 
□タイ語・マッサージ・カービングスペース【26,250円×（   ）スペース】 
 ※タイ語・マッサージ・カービングスペースでの物品販売は禁止致します 
 ※タイ語・カービングは 1/2ブース、マッサージはマット単位の出展となります 

合計：（   ）ブース=（            円） 

販売内容 

＊物販は試食の有無、飲食では調理メニュー例を記載ください。 
 
 
 
 

【ブース設備に含まれるもの】※詳細別紙ご参照ください 
※カービング・タイ語・タイマッサージスペース 
テント（W5400×D2700mm） 
三方側幕+正面幕（上に巻き上げ上部で固定）／蛍光灯／電力(1kw)／Wコンセント／社名看板 
◆カービング・タイ語：テーブル(W1800×D600)x1本／パイプ椅子 x2脚 
◆マッサージ：床面シート敷き 
※物販・情報ブース 
テント（W3600×D3600mm） 
三方側幕+正面幕（上に巻き上げ上部で固定）／蛍光灯／電力(1kw)／Wコンセント／ 
テーブル(W1800×D600)x2本／パイプ椅子 x4脚／社名看板 
※飲食店ブース 
上記設備＋水道設備（2槽シンク 1基/1出展者） 

 
ご返信期限：2012年 4月 14日(土) 
※会場設備の都合上、出展希望者多数の場合は先着順にてお受付をさせていただきます。 

 
ご返信先：タイフェスティバル in名古屋実行委員会事務局 FAX：052-962-0680 
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タイフェスティバル in名古屋 2012出展要綱 

 
1. 開催期間 
2012年 5月 26日(土) & 27日(日)10:00-20:00 ※2日間 
 
2. 開催場所 
名古屋市中区栄 3丁目 65番地久屋広場 

 
3. ブースの分類（募集予定ブース数） 

1) 飲食店／ドリンクブース（24ブース） 
2) 物販店／情報・サービスブース（22ブース） 
3) タイ語・カービング・マッサージブース（7スペース） 

 
4. ブース内基本設備＜飲食店・物販・サービス・ドリンク共通＞ 

1）テント（W3600×D3600／養生設備含む） 
    ※ブースの仕様は変更の可能性があります 

2)三方側幕＋正面幕（上に巻き上げ上部で固定） 
3)蛍光灯(2灯) 
4)電力(1KW) 
5)Wコンセント 
6)テーブル R（W1800×D600）2本 
7)パイプ椅子 4本 
8)社名看板 
9)搬入・搬出時および 5月 26日(土)21:00～27日(日)10:00における警備サービス 

 
5. 飲食各ブースに用意されるもの 
上記 1)-9) 
10)水道設備 ※2槽シンク 1基／1出展者 
11)炊飯・食材加工用コンテナハウス（共同使用） 
※ 手洗い用ポリタンク（蛇口のついたもの）は各出展者にてご用意ください 
※ ドリンクブースおよび複雑な調理を伴わない飲食店ブースではコンテナハウスの提供は致しま

せん（個別ご連絡） 
 

6. タイ語・カービング・マッサージエリア 
1）テント（W5400×D2700／養生設備含む） 

    ※ブースの仕様は変更の可能性があります 
2)三方側幕＋正面幕（上に巻き上げ上部で固定） 
3)蛍光灯(2灯) 
4)電力(1KW) 
5)Wコンセント 
6)テーブル R（W1800×D600）1本 ＊タイ語・カービング 
7)パイプ椅子 2本 ＊タイ語・カービング 
8)床面シート ＊マッサージ  
9)搬入・搬出時および 5月 26日(土)21:00～27日(日)10:00における警備サービス 
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7. 出展料（開催期間中の水道代及び電気代を含む） 
飲食店／ドリンクブース…151,200円／ブース 
物販店／情報・サービスブース…126,000円／ブース 
タイ語／カービング／マッサージスペース…26,250円／スペース 

 
8. 出展ブース設置における規約 
会場内設備の便宜上、イベントエリアは＜飲食店ゾーン＞＜物販・サービス・ドリンクゾーン＞に

大別致します。飲食店ゾーン内水道設備は複数ブース共用を基本とし、専用設備が必要な場合にお

いては追加工事(出展者負担)とします。 
 

9. 申込み及び出展の条件 
1) 出展申込者は、フェスティバル当日に出展する事業主、経営者または NGO 団体と同一である
こと。万が一、申込者と出展者が異なっている場合や、他者の営業許可証を使用した場合、出

展の権利をまた貸しあるいは譲渡した場合は、タイフェスティバル in名古屋実行委員会事務局
は出展を許可しない権利を有します。 

2) 出展希望者は、出展申込書を日本語で記入して下さい。看板名はゴシック体にて統一します。
看板の英語表記も可ですが、タイ語は看板には反映できません。 
飲食店ブース出展者は以下の関連書類も添付して下さい： 
・ 営業許可証（日本の公的機関が発行したもの） 
・ 経営飲食店パンフレット（あれば） 
・ テント内の備品レイアウト図面（指定のもの、後日フォーマット配布） 
・ 取扱い品目申請書（指定のもの、後日フォーマット配布） 
申込書に記入した販売する料理全品について、調理手順と販売予定量を詳しく記入して下さい。

フェスティバル当日は、これ以外の料理を販売することはできませんのでご注意下さい。 
3) 飲食店ブース出展者は、日本国内で定められている衛生規準に従って頂きます。フェスティバ
ル当日は、名古屋市中保健所食品衛生課の職員が各ブースを訪問し、事前に提出して頂いた書

類通りの調理及び販売を行っているかどうかを調べます。炊飯、食材の加工は委員会で用意す

るコンテナハウス（他ブースと共通で使用）内でのみ可能、テント設備では焼く、揚げる、温

める等、最終工程のみ作業が可能です。適切でない出展者には直ちに販売および出展を中止し

て頂きますのでご注意下さい。 
4) 出展者の使用する備品やブース装飾品などは自ら持ち込むか、実行委員会に依頼して下さい。
実行委員会において手配可能なレンタル備品一覧は後日出展者宛送付、備品レンタル料はイベ

ント開催後に請求と致します。なお、ガスの取り扱い規制強化により、今回からプロパンガス

等危険物の持ち込みを原則禁止とします。実行委員案内のレンタル備品をご使用下さい。プロ

パンガスについてはフェスティバル当日、取り扱い業者による点検を行います。自ら持ち込む

備品については、日本国内の規定に従ったものとします。 
5) タイフェスティバル in名古屋実行委員会事務局は、飲食店及びドリンクブース出展者に限りア
ルコール飲料の販売を許可します。ビン飲料の破損による来場者のケガを防止する意図で、ビ

ン飲料での販売を禁止、缶飲料の販売のみ許可と致します。ビン飲料の提供を希望される出展

者は別途お問い合わせください。物販ブース出展者によるアルコール飲料の販売は一切禁止し

ます。物販目的の缶飲料（ソフトドリンク）であれば販売しても構いません（冷蔵したものや

栓を開けての販売は禁止します）。 
6) タイ語・カービング・マッサージブースでの物品販売は一切禁止とします。当エリア内での活
動は体験タイ語・カービングおよびマッサージサービスに限定となります。 
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10. 出展申込み期間 
出展をご希望の方は、2012年 4月 14日(土)までに指定の申込書及び必要書類を下記の住所まで
郵送（締切日当日の消印有効）頂くか、FAXにてお送り下さい。出展に関する詳細、お問い合わせ
申込書の送付先は下記の担当者までお願い致します： 
 
タイフェスティバル in名古屋実行委員会 岸口（きしぐち）・村山（むらやま） 
名古屋市中区丸の内 3-20-9 ㈱三晃社内 

Tel.052-961-2224/Fax.052-962-0680 
e-mail: thaifesnagoya@live.jp 
blog: http://blog.livedoor.jp/thaifesnagoya/ 
 
 

11. 出展の決定及び発表 
出展申込み最終締め切りは 2012年 4月 1４日(土)とします。期日までに出展をご要望いただいた
団体には後日実行委員会ご連絡及び指定フォーマットの配布を行います。申込者が出展予定ブース

の数を超えた場合は申込みの早い順で検討致します。但し出展者決定の後、出展の権利を放棄した

り、なんらかの理由で出展の権利を剥奪される出展者がでた場合は、タイフェスティバル in名古屋
実行委員会事務局は出展の決定から外れた申込者の中から選出し出展する権利を授与します。 
 

12. 出展料の支払い 
1) タイフェスティバル in名古屋実行委員会事務局は 2012年 4月中に、出展者名と合わせて出展
料の振込先の銀行口座を発表致します 

2) 出展者は出展料の全額を 2012年 5月 11日（金）までに、指定の銀行口座にお振込み下さい。 
3) タイフェスティバル in名古屋実行委員会事務局は、出展料の支払い日及び銀行振込み日をもっ
て、出展料支払い完了日と致します。期限内に出展料全額の支払いが完了していない出展者は、

出展する権利を放棄したものとみなし、代わりの出展者を選出します。 
4) お支払い頂いた出展料は、いかなる理由でもお返し致しませんので、ご了承下さい 

 
以上 

 


