12th. AFRICAN FESTIVAL YOKOHAMA 2019

GUIDE LINE
第１２回 アフリカンフェスティバルよこはま２０１９

出 展 概 要

APRIL.5.2019 - APRIL.7.2019
自 2019 年 4 月 5 日
至 2019 年 4 月 7 日

African Festival Yokohama Organizing Committee
2-16-1-103 Okano, Nishi–Ku, Yokohama –Shi, 220-0073 Japan

アフリカンフェスティバルよこはま実行委員会
神奈川県横浜市西区岡野 2-16-1-103

■Application
The application will be closed when all booth areas are filled. (First come, first serve)
Exhibitors are required to cook and serve pure African traditional food, also required to
display/showcase or sell African goods produced or hand crafted only in Africa. All goods for
sale and for exhibition need to be approved by the organizers. Goods and exhibitions will be rejected if
they are considered inappropriate for the 12thAfrican Festival Yokohama 2019.

■Cancellation
In the event of cancellation, 100% cancellation fee will be charged. Hence, all applicants must take
note.

■Move-in and Move-out
Thursday, 4th April 2019

3:00pm~7:00pm

Friday, 5th April 2019 8:00am~10:00am
Move-in

Saturday, 6th April 2019 10:00am~10:30am
Sunday, 7th April 2019 10:00am~10:30am

Move-out

Sunday, 7th April 2019 5:00pm~7:00pm

Exhibitors are required to remove things after use by themselves. Exhibitors will be responsible for
every accident. The organizers will only be responsible for accidents due to the organizers faults.

Fire usage is strictly prohibited inside the venue.

■Food Area
Foods must be cooked before they are brought into the venue. Raw food (fresh vegetables etc.)
is not accepted to be served. Exhibitors can Warm Foods at the venue by using electrical
appliances only. There must not be gas, candle, or fire usage whatsoever at the festival
grounds.

■Security of Exhibits
Exhibitors should take care of their belongings by themselves.

■Exemption Clause
The organizers will postpone or cancel the festival in cases of emergency. Please note that organizers
cannot be responsible for the losses caused to the exhibitors in such cases.

1

■出展申込み
予定小間数に達し次第申込みを締め切ります。(先着順受付)
出展物は第１２回アフリカンフェスティバルよこはま２０１９の開催趣旨に添い、アフリカ製の商品もしくはアフリ
カ郷土料理とし、事前に主催者側の承諾を得た品目とします。主催者が適切でないと判断した場合には出展
をお断りさせていただく場合があります。

■出展の取消し
出展者からの出展取消しは原則として認められません。主催者が出展の取消しを了承する場合には出展者
は出展料の 100％をキャンセル料として支払わなければなりません。

■展示関連作業

搬入・装飾施工

搬出・撤去

2019 年 4 月 4 日(木)

15:00～19:00

2019 年 4 月 5 日(金)

8:00～10:00

2019 年 4 月 6 日(土)

10:00～10:30

2019 年 4 月 7 日(日)

10:00～10:30

2019 年 4 月 7 日(日)

17:00～19:00

小間内設備で出展者が施工した箇所は搬出・撤去期間中に原状回復してください。
出展者にかかわる行為によって事故が発生したときは、当該出展者の責任において解決してください。
期間中に発生した廃棄物は出展者の責任において処理してください。
会場内は火気厳禁です。

■飲食出展
会場内での調理はできません。許可された場所で調理後、会場に搬入してください。生もの（生野菜など）は
販売できません。会場内では電気器具による保温のみです。会場内は火気厳禁です。

■展示物の管理
出展物については出展者の責任において管理してください。

■免責
主催者は不可抗力によりフェスティバルの開催を延期又は中止することがあります。出展者の発生経費につ
いて主催者は補償の責を負いません。
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■1.MARKET ZONE - Normal Booth
アフリカンマーケット - 標準ブース

COUNTRY NAME PLATE
国名板

RAIL for Hook
フック用レール
POLE
柱

2400mm

STANDED PANEL
つい立
Can use Pins, Tape, etc.

WALL
壁面

ピン、マジックテープ等使用可

HOOK ONLY
No Pins, Tape, etc.
専用フック以外使用禁止
ピン、テープ等不可

1800mm

2700mm

2700mm

600mm

Exhibitors are required to sell African goods produced or hand crafted only in Africa.
Exhibitors cannot exhibit and sell out side booth.
If you wish to sell alcohol in this event, “Liquor selling license” and “a permission from the tax
office“ are required.
アフリカ製品以外は販売できません。
ブース外での展示および販売はできません。
酒類販売には「酒類販売業免許通知書」写しおよび「期限付酒類小売業免許届出書（収受印のあるもの）」写
しが必要です。
Participation & Booth Fee: JPN¥110,000
Dimensions of one booth: 2,700mm X 3,300mm X 2,400mm
Booth Fee includes:
1.Two-side panel and wall
2.Fascia board with Country name
Note: Additional facility required such as furniture, etc. must be ordered in advance and paid for
separately.
出展料： 110,000 円
小間寸法：2,700mm X 3,300mm X 2,400mm
小間基本設備：
1.二面つい立と一面壁
2.前面に国名板がつきます。
備考：テーブルなどの備品は別料金にて別途お申込ください。
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■2.MARKET ZONE - Corner Booth
アフリカンマーケット – 角ブース

RAIL for Hook
フック用レール

COUNTRY NAME PLATE
国名板

POLE
柱

2400mm

STANDED PANEL
つい立
Can use Pins, Tape, etc.

WALL
壁面

ピン、マジックテープ等使用可

HOOK ONLY
No Pins, Tape, etc.
専用フック以外使用禁止
ピン、テープ等不可

1800mm

2700mm

2700mm
600mm

Exhibitors are required to sell African goods produced or hand crafted only in Africa.
Exhibitors cannot exhibit and sell out side booth.
If you wish to sell alcohol in this event, “Liquor selling license” and “a permission from the tax
office “ are required.
アフリカ製品以外は販売できません。
ブース外での展示および販売はできません。
酒類販売には「酒類販売業免許通知書」写しおよび「期限付酒類小売業免許届出書（収受印のあるもの）」写
しが必要です。
Participation & Booth Fee: JPN¥120,000
Dimensions of one booth: 2,700mm X 3,300mm X 2,400mm
Booth Fee includes:
1.One-side panel and wall
2.Fascia board with Country name
Note: Additional facility required such as furniture, etc. must be ordered in advance and paid for
separately.
出展料：120,000 円
小間寸法：2,700mm X 3,300mm X 2,400mm
小間基本設備：
1.一面つい立と一面壁
2.前面に国名板がつきます。
備考：テーブルなどの備品は別料金にて別途お申込ください。
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■3.FOOD ZONE - Normal Booth
フードコート - 標準ブース

COUNTRY NAME PLATE
国名板

With Share Kitchen
共同キッチン

KITCHEN COUNTER
キッチンカウンター
2700mm

Foods must be cooked before they are brought into the venue. Raw food (fresh vegetables etc.) is not
accepted to be served. Exhibitors can Warm Foods at the venue by using electrical appliances only.
There must not be gas, candle, or fire usage whatsoever at the festival grounds.
Exhibitors can sell foods approved by Health and Social Welfare Bureau.
Exhibitors cannot exhibit, serve and sell out side kitchen.
会場内での調理はできません。許可された場所で調理後、会場に搬入してください。生もの（生野菜など）は
販売できません。会場内では電気器具による保温のみです。会場内は火気厳禁です。
届出のない食品は販売禁止です。
キッチン外での展示、盛付および販売はできません。
Participation & Booth Fee: JPN¥280,000
Dimensions of one booth: 2,700mm
Booth Fee includes:
1.Share Kitchen
2.Wall board with Country name
Note: Additional facility required such as furniture, etc. must be ordered in advance and paid for
separately.
出展料：280,000 円
小間寸法：2,700mm
小間基本設備：
1. 共同キッチン
2.壁面に国名板がつきます。
備考：テーブルなどの備品は別料金にて別途お申込ください。
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■4.FOOD ZONE – Lunch Box
フードコート – お弁当

COUNTRY NAME PLATE
国名板
STANDED PANEL
つい立
Can use Pins, Tape, etc.

WALL
壁面

ピン、マジックテープ等使用可

No Pins, Tape, etc.
ピン、テープ等使用禁止

1800mm
2700mm
2700mm

Foods must be cooked and packed before they are brought into the venue. Exhibitors can Warm
Packed Foods at the venue by using electrical appliances only. There must not be gas, candle, or
fire usage whatsoever at the festival grounds.
Exhibitors can sell foods approved by Health and Social Welfare Bureau.
If you wish to sell alcohol in this event, “Liquor selling license” and “a permission from the tax
office “ are required.
Exhibitors cannot exhibit and sell out side booth.
会場内での調理および盛り付けはできません。許可された場所で調理および包装後、会場に搬入してくださ
い。会場内では電気器具による保温のみです。会場内は火気厳禁です。
届出のない食品は販売禁止です。
酒類販売には「酒類販売業免許通知書」写しおよび「期限付酒類小売業免許届出書（収受印のあるもの）」写
しが必要です。
ブース外での展示および販売はできません。
Participation & Booth Fee: JPN¥120,000
Dimensions of one booth: 2,700mm X 2,700mm
Booth Fee includes:
1.Two-side panel and wall
2.Wall board with Country name
Note: Additional facility required such as furniture, etc. must be ordered and paid for separately.
出展料：120,000 円
小間寸法：2,700mm X 2,700mm
小間基本設備：
1.二面つい立と一面壁
2.壁面に国名板がつきます。
備考：テーブルなどの備品は別料金にて別途お申込ください。
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□ FLOOR PLAN
会場予定図

2F

EXHIBITION ZONE
大使館コーナー

1.MARKET ZONE
-Normal Booth
マーケット-標準ブース
2.MARKET ZONE
-Corner Booth
マーケット-角ブース

3.FOOD ZONE
-Normal Booth
フードコート-標準ブース
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4.FOOD ZONE
-Lunch Box
フードコート-お弁当
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