楽

Genießen

OUR SPONSORS in 2018

ドイツより特別来日生バンド演奏が雰囲気を盛り上げてくれます。

飲

Trinken

オリジナルオクトーバーフェスト東京ビアをたっぷりご賞味ください。

食

Essen

REQUEST

ご協賛願い

ADVERTISE YOUR COMPANY 美味しいドイツ料理をご満足いただけるよう沢山ご用意してお待ちしております。

踊

Tanzen

by donating your products or give-aways and/or by participation of
more than 50 persons. (automatic listing of sponsors and official announcement on stage)
広告 − 景品をご協賛いただくか50名様以上でのお申し込みで

企業名をスポンサーリストに掲載し、場内アナウンスさせていただきます。

NOTICE

ご注意

In case of insufficient bookings or unforeseen circumstances beyond our control,
the event schedule is subject to change. We appreciate your understanding in advance.
誠に勝手ながら十分な参加人数が集まらぬ場合は、ご希望の日程に添えない場合または開催できない場合が
ございます。またイベント内容も変更する場合がございますので予めご了承ください。

ドイツの民族音楽にのせて、ポロネーズやシュンケルンを一緒に踊りましょう！

INFORMATION

遊

オクトーバーフェスト東京委員会

Spielen

お問い合わせ

OKTOBERFEST TOKYO COMMITTEE

Gotanda Koyo Bldg. , 1-9-4, Higashi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0022
〒141-0022 東京都品川区東五反田1-9-4 五反田宏陽ビル c/o IPA株式会社

Tel: (03)5488-5651

Fax: (03)5488-5655

e-mail: info@oktoberfesttokyo.com
八芳園の美しい日本庭園で、秋の夜風を浴びながらガーデンゲームをお楽しみ下さい。

http://www.oktoberfesttokyo.com

午後6:00-10:00

オリジナルオクトーバーフェストビール、

お楽しみください。

音

ドイツより特別来日バンドによる生演奏

今年も白金の杜で、陽気で実りあるひとときをお過ごしいただけますよう、

エンターテイメント： ステージイベント、ダンス、ガーデンゲーム、

ワイン、ソフトドリンク他

バンドによる生演奏、ダンスやステージゲームなど興趣にあふれたイベントも
楽：

製品展示及び販売、ポスター・社旗による会場内広告

金

額：

お一人様

締切り：

2019年8月30日（金）

お申込方法：

右記の予約申込書にご記入の上ファックスでお送り下さい。
またホームページからもお申し込み頂けます。

TRAFFIC INFORMATION / 交通のご案内
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Happo-en
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Meiji Gakuin

明治学院

高輪警察署 Shinagawa Sta.

品川駅

Takanawadai Sta.

高輪台駅

● 地下鉄
〈南北線・三田線〉白金台駅 下車50m
2番出口より徒歩1分
〈浅草線〉高輪台駅 下車800m
● 都バス
目黒駅東口より「白金台駅前」下車
〈品93〉目黒駅⇔品川駅⇔大井競馬場
● タクシー 各 駅 より5分
＜山手線＞目黒駅、五反田駅、品川駅

個数：

目黒通り

Taxi
5 min. from JR Yamanote-Line
“Meguro, Gotanda or Shinagawa” Sta.
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Subway
Nanboku/Mita-Line “Shirokanedai” Sta.
1 min. from Exit No.2

個数：

ある大変飲みやすいオクトーバーフェスト東京ビアを思う存分にご堪能下さい。

目黒駅

Shirokane-dai 白
Sta. Exit No.2 金
白金台駅 高
2 番出口 輪
台
駅

PCS

ドイツブラウマイスターが特別醸造する少し茶色かかった、フルーティでこくの

首
都
高
速
道
目路
黒
出
Meguro Sta. 口
Meguro Str.

R.S.V.P by Fri. 30 th Aug. 2019
FAX to: 03-5488-5655
Oktoberfest Tokyo Committee

http://www.oktoberfesttokyo.com

in München. Please enjoy the specially brewed “Oktoberfest Tokyo Beer”

ヴィーゼ（テレーゼの緑地）にちなんだオクトーバーフェストビアです。

17,500円（消費税込）

10名様以上のお申込グループはテーブル予約可能

“Wiesnbier” is named from Theresienwiese where is held the Oktoberfest

ヴィーゼンビアはミュンヘンのオクトーバーフェストが開催されるテレーゼン

Tickets
枚 申し込みます。

告：

）

抽選会、お土産販売
広

（

飲み物：

役職名：

ドイツ料理

の醍醐味を心ゆくまでお楽しみいただけます。ドイツから招いたミュージック

Title

八芳園（東京都港区白金台1-1-1）

理：

Date / Signature

場：

料

協賛品：

会

協賛品：

ドイツブラウマイスターによるオクトーバーフェストビール、
「ヴィーゼンビア」
は麦芽 100％の滑らかな味わいで、多彩なドイツ料理のビュッフェと共に、ビール

-slightly brown colored, fruity and rich taste to your heart’s content.

Reservation Form / 予約申込書

間：

OKTOBERFEST TOKYO BEER / オクトーバーフェスト東京ビア

2019 年 1 0 月 1 7 日 （ 木 ）

2019年10月17日（木）

時

謹白

Thu. 17 th Oct. 2019

開催日：

オクトーバーフェスト東京委員会

□

ご案内

今年でいよいよ 24 年目を迎えます。

皆様のご参加・ご協賛を心よりお待ちしております。

Company Name

にも楽しんでいただこうと開催して参りました「オクトーバーフェスト東京」も

貴社名 :

毎年ドイツ・ミュンヘンで行われる世界最大のビール祭りの雰囲気を日本の皆様

Name

謹啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

ご芳名 :

Due date:

〒

Oktoberfest Tokyo Committee

Address

Price:

Sincerely yours,

Thu. 17 th October 2019
6:00-10:00 pm
Happo-en (1-1-1, Shirokanedai, Minato-ku, Tokyo)
German (Bavarian dishes)
Specially brewed Oktoberfest Beer, Wine, soft drinks, etc...
Played by a popular German band
Events on stage, Dance, Garden Games
Raffle prizes, Sales booths
Product displays and sales,
Posters and Flags in the hall
Yen 17,500/participant (8% Tax included)
Seats will be reserved for 10 or more people.
R.S.V.P. by Fri. 30 th Aug. 2019
Please make a reservation by faxing the reply slip or on the web.
http://www.oktoberfesttokyo.com

ご住所 :

Advertising:

Fax:

Come and enjoy a pleasant and rewarding autumn evening at Shirogane in
traditional Bavarian ambience!

Tel:

The chefs will ensure the various German cuisines and you can enjoy
“Wies'nbier” specially brewed beer for the Oktoberfest, accompanied by live
music, dancing and a variety of attractions to suit everyone's taste.

日付 / ご署名：

This year marks the 24th time that the festival has been held in Japan .

Date:
Time:
Place:
Food:
Beverages:
Music:
Entertainment:

e-mail:

賛 （します・しません）

The “Oktoberfest Tokyo” is held annually to enable people in Japan to enjoy the
atmosphere of Germany's Munich Beer Festival, the world's largest and most
renowned such event.

Donation

協

INFORMATION

Ladies and Gentlemen,

We (will / will not) be a sponsor of Oktoberfest Tokyo 2019.

OKTOBERFEST TOKYO 2019

