●よくあるご質問●
Admission fee
The admission is free.
Please get your choice of beer by beer tickets. Food and soft drink are available by cash.
入場料
入場は無料です。
ビールはチケットを購入してください。料理、ソフトドリンクは現金で購入できます。

Beer ticket
1) 1 ticket = a cup of beer (245ml)
Please enjoy various kinds of beer. Beer tickets can be shared with your friends.
2) Food and soft drinks can NOT be purchased by beer tickets. Please buy them by cash.
ビールチケット
1）チケット 1 枚で 1 杯（245ml）
たくさんの種類のビールを楽しめます。また、チケットはグループでシェア可能です。
2）ビールチケットで料理の購入はできません。現金で購入してください。

Beer tickets sold on the day
Beer tickets will be sold at the venue.
A book of 5 tickets with 1 cup: 3,000 yen
Individual ticket: 650 yen
当日券
会場で購入できます。5 枚つづり 3,000 円（カップ一個付）
、1 枚 650 円

Refund of beer ticket
Refund of beer tickets are NOT available. Thank you for your understanding
券の払い戻し
券の払い戻しはできません。予めご了承ください。
Refund only if canceled for 3 days (July 22nd-August 2nd)
３日間中止の場合のみは払い戻しいたします。（７月２２日～８月２日）

Cup
1) Beer will be served with a specific cup provided at the event. Other cups are not acceptable.
2) A cup will be sold for 50 yen at the reception desk.
If you have advance tickets or a book of 5 ticket at the reception desk, you will receive a cup.
カップ
1）イベント用のカップにビールをサーブします。そのほかのカップは受け付けません。
2）受付にて 50 円で販売しています。

Food
Food will be available at stands by cash only. Please enjoy various kinds of cuisine.
料理について
料理は現金のみで販売します。各店のメニューをお楽しみください。

Food and drinks from outside
Bringing any foods and drinks is not allowed except for water in a bottle, pharmaceutical products, baby food, milk
for babies and special diet.
飲食物の持ち込み
持ち込みはできません。
水筒またはペットボトル入りの水 、医薬品、ベビーフード、ベビーミルク、特別な制限食は持ち込みで
きます。

How to enjoy the event for people who cannot drink beer
Please enjoy various kinds of cuisine and performances on the stage. Non-alcoholic beer and soft drinks will be
available.
ビールが飲めない方のイベントの楽しみ方
バラエティ豊かなフードとステージイベントをお楽しみいただけます。

People who are under 20 years old
People who are under 20 years old can join the event, but alcoholic beverage will not be sold to them.
入場者※未成年のお客様
子供も入場できます。ただし未成年者へのアルコール類の販売・飲酒は固くお断りいたします。

Restroom
There are some restrooms at the venue.
Please note that restrooms may be crowded during the event.
トイレ
会場にトイレがあります。イベントの間にトイレが混雑するのでご注意ください。

Smoking
Smoking is NOT allowed at the tables. Smoking is only allowed at the smoking place at the venue.
喫煙
会場内は禁煙ですが、喫煙スペースが設置されています。

