
【KOBE World Festival 2019】 
～神戸ポートオアシス エリア～ 

ブース出店案内  Booth Information 

(締切： 2019 年 8.月 30 日  振込期日： 2019 年 9 月 6 日) 

Closing Date of Entry Application  30th Aug 2019 

  Day of Payment              6th Sep 2019 

◆開催場所：        神戸ポートオアシス （神戸市三宮駅から徒歩 15 分） 

Venue           Kobe PortOasis   at  Sannomiya, Kobe 

◆出店場所：        同上 

 Location of Tent     Same as above 

◆開催日時： Date of Event＆Event Open 

Preparation Day  5th Oct 2019 9：00-10：00 設営日 10/5(土） 9：00-10：00 

Event Day  5rｄ Oct 2019 

6tｈ Oct 2019 

10:00-20:00 

10:00-19:00 

イベント 

イベント 

10/5(土)  

10/6(日) 

10:00-20:00 

10:00-19:00 

Day of Removing  6th Oct 2019 19:30-22:00 片付け 10/6（日） 19:30-22:00 

 

◆入場料          無料 

 Entry Admission     Free 

 

◆搬入日時        10/5（土）      時間は後日お知らせします。 

 Date of Setting up    5th Oct      Time Schedule will be announced later 

◆撤収日時        10/6(日)    イベント終了後 

 Date of Removing    6th Oct        After finishing the event. 

 

◆出店種類  Type of Tent   

F Food Booth 

M Miscellaneous goods Booth 

P PR Tent  

“Commercial Enterprises Tent or Public Service Tent“ 

  

◆申し込み方法  Application for Participation 

所定の申込用紙に記入し、ファックスか E メールにて実行委員会に申込書をお送り下さい。 

Please fill up Application Form and send it by Fax or E-mail.      

FAX:078-333-2830  E‐mail：kobeworldfestival@gmail.com 

◆問い合せ （Contact Tel）      

TEL:078-391-5533  

◆振込先（Bank Account） 池田泉州銀行 本店営業部  The Sensyu Ikeda Bank, Honten-Eigyobu Br. 

普通口座  0000362        Ordinary Account  No.0000362 

口座名義:  (有)ワン・ワールド・ジャパン 

Name of Account  ONE WORLD JAPAN LTD 



    【Tent Booth Rental Fee＆ Facilities, Equipments】  

（8% tax included）                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コード 

Code 
ブース種類 

Type of Booth 
サイズ 

Size 

レンタル料 

Rental Fee 
F 

Food / フード 1.8mW×1.8.mD \10,000 （2Days） 

 To offer World Cuisine, Drinks, Desserts 

      ワールド料理、飲み物、デザートの有料提供 

 Table 1, Chair 2 

机 1 台、イス 2 脚 

M 
Miscellaneous goods / 雑貨 1.8ｍW×1.8mD \3,000 (2Days) 

 World Goods and handicrafts, garments etc   (NG: Cuisine, Drinks) 

ワールド雑貨、民芸品、工芸品、CD、服、靴、アクセサリーなど (NG:食べ物、飲み物） 

 Table 1, Chair 2 

机 1 台、イス 2 脚 

P 
PR / 企業・学校・その他 団体 PR 1.8mW×1.8mD \5,000 (2Days) 

 Display, Sell goods, Demonstration products or Distribute the company’s pamphlets, 

企業商品や雑貨の展示、販売及び、会社概要   

 Table 1, Chair 2 

机 1 台 イス 2 脚 当日パンフレットにサポート企業としての社名（ロゴ）掲載 



Venue （場所概要） 
■Venue:  KOBE PortOasis at Sannomiya （神戸ポートオアシス） 

■Address：Shinko-cho, Chyuo-ku, Kobe-city 

■Date:  2019 年 10/5(土)、6(日) 

 

 

 

 

 

 



Layout （レイアウト） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F … Food booth  M … Miscellaneous goods   P … PR Zone 

１階 エントランスエリア 

 
2 階 通路エリア 

 

（2 階へ） 

（1 階 エントランスへ） 

へ） 

2 階 ホールエリア 

 



Layout （レイアウト） 

Attention!! 

お申し込みの数が予定しているブース数を超えた場合、参加をお断りする場合がございます。 

その際、申し込みを早くされた団体（入金を終えた申込者）を優先致します。 

In case the number of entry exceeds the number of booth expected, we might not accommodate  

all the entries. The stalls will be provided to the eligible vendors on the basis of first come- first serve 

basis, so we request the vendors to apply and pay the stall charge beforehand to secure their stalls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レイアウトは、申込数やイベント進行上により、上記と多少、異なる場合もございます。 

ご了承の上、お申込み下さい。 

The Layout is for image illustration. 

Actual layout may slightly vary from the above image, due to the number of applicants or event safety or area of 

the park. Before your entry, please be understanding of this. Thank you for your cooperation and understanding. 

 

 



 

出店種類 Type of Booth F 

●出店条件 Qualification for Participation 

 

・衛生設備は保健所許可に準拠するもの。 

・Ｆａｃｉｌｉｔｙ’s Hygienic Conditions are subject to compliance with Health Authority’s standard. 

 

･調理行為（盛り付け・カット・炒める・焼くなどの行為）は禁止致します。 

 

･あらかじめ包装・瓶詰めされている商品を販売してください。 

 

 

●付帯設備（Facilities and Equipments per Standard Size R/B Tent） 

Food Booth  付帯設備 １ブース（F） 机 1 台 イス 2 脚  

Foof 1Booth    Table 1, Chair 2 

 

●出店料（Price） 出店 2 日間 （8% tax included） 

Food (World Cuisine, Beverage, Desserts etc)  F \10,000（2Days） 

 

 

●申込締切   2019 年 8 月 30 日 (金) 

・Closing Date of Entry Application ;  30th Aug 2019 

 

●出店の承認 Approval of Entry Application 

  申込書を審査後、出店契約確認書が送付されます。出店契約確認書に基づき、 

9 月 6 日 (金) までに、出店料をお支払い頂きます。 

 Approval of Application will be subject to working committee’s evaluation and result of evaluation will be 

informed by letter. Final approval of application will be subjected to signing contract and payment of rental fee by 

6th Sep 2019. 

 

●注意事項 Attention 

 自己の都合によるキャンセル、及び台風や地震などの自然災害によりフェスティバル中止による出店料の返金

は一切致しませんのでご注意下さい。また、通常の場合、雨天決行いたします。 

 Payment will not be refundable in case of applicant’s reason and in case of act of force majeure in nature like 

typhoon and etc. 

 

 

 

Booth - F 



 

禁止行為および諸注意 

Act of Prohibition and Attention to be followed 

 

1.出店および食品販売行為に関連して発生した事故、苦情に対して全ての賠償責任を負って頂きます。 

1.Tenant has responsibility on any claims and damages accrued from the act of selling and activity derived from 

within his facilities. 

 

2.出店者は衛生面に最大の努力をし、事故、苦情が発生しないように注意して下さい。帽子、エプロン、手袋は 

必ず着用のこと。 

2.Tenant pays full precaution on hygienic conditions not cause any accident and complains. All the attendants who 

conduct food preparation and serving should wear cap, apron and hand gloves matching with hygienic regulation. 

 

3.出店者は、お客様に対応する整理要員を必ず出すようにして下さい。 

3.Tenant must have an attendant for smooth business transaction. 

  

4.他の出店者にまで聞こえる大音量を禁止します。 

4.Use of loudspeakers is prohibited.  

 

5.申込者と出店者が異なる場合は、出店をお断りする場合があります。 

5 In case of discrepancy between applicant and shop tenant, application can be refused.  

 

6.周囲に対して、美観を損ねたり、風紀を乱す行為はしないで下さい。 

6. Please do not act in any disorderly manner. 

 

7.貴重品はお持ち帰り下さい。自己責任のもと、ブース内に残された商品・備品等は、シートカバーの覆いをする

などして、盗難や突然の風雨による損傷を未然に防ぐようご留意下さい。 

7.All the risk against the theft and weather conditions are to be tenant’s responsibility. 

 

8.自家発電機、カセットコンロ（火器等）のご使用は禁止です。 

 

9.スペースの出店位置は運営事務局にて決定いたします。 

9. The location of the store will be decided by the administration office. 

 

10.スペース内部にはテーブル１台、椅子２脚が設置されておりますが、それ以外の備品はございません。 

10. There is one table and two chairs inside the space, but there are no other fixtures 

 

 

 

 

 

Booth - F 



 

 

環境対策  Role of Eco Friendly Cooperation 

 

1.各店舗は分別されたゴミ箱（燃えるゴミ、不燃ごみ、缶、ビン）を設置して下さい。 

1.Each tenant must bring individual garbage boxes (Flammable, Non-flammable, Can, Bottle) 

 

2.出店の際に出たゴミは、必ず分別して指定のゴミ箱に捨てて下さい、あるいはお持ち帰り下さい。 

2. Please properly separate your garbage and throw them to the only designated trash drum,  

or take back your own garbage home 

 

3.その他、神戸市の指示があった場合はそれに従って下さい。 

3.Please follow the order given by the administration office of Kobe-City. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Booth - F 



 

出店種類 Type of Booth M,P 

●出店条件 Qualification for Participation 

(M)(P)での、食べ物や飲み物等の販売は禁止(レトルト、冷凍食品などその場で食べない物のみ原則 OK)、 

です。 

 You can’t sell foods or drinks in the Tent Type (M)(P) (※except retort pouch and frozen foods)  

 

展示や販売等の内容は一度ご相談下さい。  

 

●付帯設備 （Facilities and Equipments per Standard Size V/P Tent） 

雑貨ブース    付帯設備 １ブース（M） 机 1 台 イス 2 脚 

Miscellaneous goods booth       Table 1, Chair 2 

PR ブース      付帯設備 １ブース（P） 机 1 台 イス 2 脚 

PR Booth                 Table 1, Chair 2 

 

 

●出店料（Price） 出店 2 日間 (8% tax included) 

Miscellaneous goods  Booth M \3,000（2Days） 

PR  Booth P \5,000（2Days） 

 

 

●申込締切   2019 年 8 月 30 日(金)     Closing Date of Entry Application ; 30th Aug ,2019 

 

●出店の承認 Approval of Entry Application 

  申込書を審査後、出店契約確認書が送付されます。 9 月 6 日 (金) までに 出店料をお支払い下さい。 

 Approval of Application will be subject to working committee’s evaluation and result of evaluation will be 

informed by letter. Final approval of application will be subject to signing contract and payment of rental fee by 

 30th Sep 2019. 

 

●注意事項 Attention 

 自己の都合によるキャンセル、及び台風や地震などの自然災害によりフェスティバル中止による出店料の返金

は一切致しませんのでご注意下さい。また、通常の場合、雨天決行いたします。 

 Payment will not be refundable in case of applicant’s reason and in case of act of force majeure in nature like 

typhoon and etc. 

 

●禁止行為及び諸注意  Act of Prohibition and Attention to be followed 

 

1.他の出店者にまで聞こえる大音量を禁止します。 

1.Use of Loudspeakers is prohibited. 

 

2.申込者と出店者が異なる場合は、出店をお断りする場合があります。 

Tent – M/P 

Tent -  M/P 



2.In case of discrepancy between applicant and shop tenant, application can be refused.  

 

3 周囲に対して、美観を損ねたり、風紀を乱す行為はしないで下さい。 

3.Please do not act in any disorderly manner. 

 

4.他の出店者にまで聞こえる大音量を禁止します。 

4.Use of loudspeakers is prohibited.  

 

5.申込者と出店者が異なる場合は、出店をお断りする場合があります。 

5 In case of discrepancy between applicant and shop tenant, application can be refused.  

 

6.周囲に対して、美観を損ねたり、風紀を乱す行為はしないで下さい。 

6. Please do not act in any disorderly manner. 

 

7.貴重品はお持ち帰り下さい。自己責任のもと、テント内に残された商品・備品等は、シートカバーの覆いをするな

どして、盗難や突然の風雨による損傷を未然に防ぐようご留意下さい。 

7.All the risk against the theft and weather conditions are to be tenant’s responsibility. 

 

8.各店舗は分別されたゴミ箱（燃えるゴミ、不燃ごみ、缶、ビン）を設置して下さい。 

8.Each tenant must bring individual garbage boxes (Flammable, Non-flammable, Can, Bottle) 

 

9.出店の際に出たゴミは、必ず分別して指定のゴミ箱に捨てて下さい、あるいはお持ち帰り下さい。 

9. Please properly separate your garbage and throw them to the only designated trash drum,  

or take back your own garbage home 

 

10.その他、神戸市の指示があった場合はそれに従って下さい。 

10.Please follow the order given by the administration office of Kobe-City. 

 


