Guidelines for stall holders to apply for “Sri Lanka Festival 2019”
August 3rd & 4th 2019 at Yoyogi Park , Shibuya , Tokyo
1) Stalls

① Restaurant Category （7.4mx3.6m）
Restaurant
② A-Category

300,000JPY/2days

(3.6m x 5.4ｍ)

Liquor & Beverage

180,000 JPY/2 days

Tea sampling

140,000JPY/2 days

Non-food

130,000 JPY/2 days

③ B-Category

(3.6m x 3.6m)

Liquor & Beverage

155,000 JPY/2 days

Tea sampling

115,000 JPY/2 days

Non-food

105,000JPY/2 days

*** Above rates are inclusive of booth basic equipment & standard stall shown in the brochure of
2019 Sri Lanka Festival documents.

2) Notes


Important : Any bottles of beverage should not be served, only in paper or plastic
cups be allowed.



All garbage need to be strictly separated

and bring to garbage center by stall

holders , any non-seperated garbage refused to take by the garbage center.


Stall holders should bear the cost of additional furniture, equipment etc. , if needed,
and ordered by them to their stall.



The order form and prices list of additional furniture & equipment, health guidelines
etc. will be provided by organizer to exhibitors through “2019 Sri Lanka Festival
Home Page” = srilankafestival.jp or send by organizer at stall holder’s request.



Stall holders should pay total participation fees before the 15th July, 2019 ( Payment
notification / Invoice will be sent to each participant after receiving their order form
for extra furniture.)



Deadlines of applications : 10th June 2019 for stall, 15th July 2019 for additional
furniture.



Any cancellation after the end of June 2019will be Non-Refundable.



Stall holders meeting will be held at Sri Lanka Embassy on 4th July 2019
14:00~17:00 , every stall holders needs to attend this meeting for stall allocations
and organizing important guidance.

「２０１９年スリランカフェスティバル」ご出店の手引き
日時・場所 ２０１9 年 8 月３日～４日 東京渋谷 代々木公園
１）

ブース関係
①

レストランカテゴリー(サイズ 7.2mx3.6ｍ)
レストラン関係

②

300,000 円/2 日間

A-カテゴリー （サイズ 3.6mx5.4m ）

③

お酒・飲み物

180,000 円/2 日

紅茶関係 試飲

140,000 円/2 日

物販

130,000 円/2 日

B-カテゴリー （サイズ 3.6mx3.6m ）
お酒・飲み物

155,000 円/2 日

紅茶関係 試飲

115,000 円/2 日

物販

105,000 円/2 日

＊上記費用には、基本設備・経費・機材が含まれています。詳細については、ホームページ記載の資料をご参
照願います。

２）留意事項


重要 ： ガラスボトル類の販売は一切出来ません 。紙コップ、又はプラスティックカップにて
販売願います。



キッチリ分別されたゴミは、ゴミステーションにて廃棄可能。分別されていない場合は引き取
り不可とします。



もし追加の家具・機材が必要な場合は、別途費用をご負担いただくと共に、申込書を送付
願います。



追加の家具・機材・保健所関連資料等の申込書は、「2019 スリランカ フェスティバルホー
ムページ]＝srilankafestival.jp より入手してください。フェスティバル事務局にご依頼頂いた
場合、郵送させて頂きます。



出店者の方は、参加費用の総額を、2019 年 7 月 15 日までにご送金願います。請求書関
係は、申込書関係がまとまり次第送付いたします。



申 し 込 み 期 限 ： ブ ー ス 申 し 込 2019 年 6 月 10 日 、 追 加 機 材 ＝ 2019 年 7 月
15 日



2019 年 6 月末以降のキャンセルにつきましては、返金不可となりますので、予めご承知おき
ください。



出店者様の全体会議は、2019 年 7 月 4 日 14:00～17:00 にスリランカ大使館内会議室に
て開催されます。ブースの配置決め、重要事項の説明・確認がありますので、必ず参加をお
願いします。

