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「ロハスフェスタ」は、2006年、大阪府吹田市万博記念公園からスタートしました。 
それから十余年が経ち、ロハスフェスタ万博へは毎回10万人以上の方にお越しいただけるイベントになりました。 

 

ロハスフェスタのテーマは、「みんなの小さなエコを大きなコエに」。 
「マイバック・マイ食器の持参」 や「牛乳パックなどの資源回収」など、多くの方に賛同していただいております。 

 

そして、ロハスフェスタの最大の魅力は、出展者さまの作品とその想いです。 

人の手でつくられたものはあたたかく、想いがこもったものは美しいと私たちは考えます。 

ロハスフェスタ南港では、ハンドメイド・クラフト作家たちの想いや作品を 

もっと多くの方に伝えたいと考えています。 
また本年度は、SDGsに関しても積極的に取組んでいきたいと考えています。 

 

ロハスフェスタは出展される皆さまと共に創り上げるイベントです。 
来場される方々のライフスタイルが、もっとハッピーになれるよう、ご協力をお願いします。 

Lifestyles Of Health And Sustainability 
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「健康と持続可能な社会に配慮したライフスタイル」 



イベント概要 

名称 ロハスフェスタ  南港 2019 

開催日時 2019年 
8月10日（土）、11日（日）、12日（月祝） 
10:00〜17:00（時間は変更になる場合がございます） 

開催場所 

 

 

インテックス大阪 1号館・2号館 
（大阪市住之江区南港北1-5-102） 
 
前売700円、当日900円 ※小学生以下、無料 
 

来場者予想数 約30,000人 

出展者数 800ブース以上 

出展資格 ロハスフェスタ出展審査基準に準ずる 

 
主催 

 
ロハスフェスタ実行委員会 
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会費 



前回の開催風景 
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出展作品例 
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募集概要 

◆応募資格 
・ロハスフェスタ出展会員の方に限ります。 
※ロハスフェスタ出展会員とは http://event.lohasfesta.jp/aboutexhibit/to-exhibit/ 
※会員登録がお済でない方は、応募申込みと同時に会員登録を行っていただけます。(P.8参照) 

 
・(飲食個包装含む)物販の方に限ります。※現場調理の方の募集は別に行います。 

◆募集コンテンツ  
   雑貨、アクセサリー、バック、財布、編み物、洋服、靴、食器、陶器、ガラス工芸、家具、レザーグッズ、 
  キャンドル、ステーショナリー、ペーパークラフト、ドライフラワー、ぬいぐるみ、おもちゃ、絵画、   
   HANDMADE/CRAFT 作品、イラ スト、写真、キッズ・ベビーグッズ、ペットグッズ、フード(個包装のみ) など、 
  大量生産されたものではないオリジナル作品 
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募集概要 

 
①出展規約をよくお読みいただきご了承の上お申し込みください 

http://event.lohasfesta.jp/wp/wp-content/uploads/2018/11/lohasfesta_kiyakusaisoku_1022new.pdf 
 
②8月10日（土）・11日（日）・12日（祝・月）の中から、お好きな日にち（１日出展、2日間出展、3日間出 
   展）をお選びいただけます。 
 
③ブース数は、1ブース・2ブース・4ブース・移動販売車両の4タイプとなります。 
 
④出展形態は、【物販（個包食品販売装含む）】【物販移動販売車両】となっております。 

⑤こども向けのキッズエリアの展開を予定しております。そのエリアをご希望の方は、応募フォームにチ

ェック欄を 設けておりますので、必ずチェックください。またブース数に限りがございますので希望

者が多数の場合は、事務局にて抽選の上、決定させていただきます。予めご了承ください。 

 
⑥出展決定後、ご応募の際に申し込まれたブース数・お日にち等の変更は出来かねますので  
予めご了承ください。 

 
⑦合同出展は出来ません。（会員で無い方へのブースの間貸しは禁止事項です。） 
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募集締切り日：2019年5月13日（月）11:59 
※合否は応募いただいた順に、随時ご連絡させていただきます。 

※定数に達し次第、応募を締切る場合がございます。 
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1、応募方法について  
■専用の応募フォームに必要事項を入力の上、エントリーしてください。 応募フォ
ームは、ロハスフェスタ公式WEB内にＵＰされています。 
ロハスフェスタ公式WEB ： http://event.lohasfesta.jp/ 

 
・出展者会員IDをお持ちの方 

https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=clnew&formid=372 
 

・出展者会員IDをお持ちでない方 
https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=clnew&formid=371 

 

2、合否通知について  
■募集締め切り日 

2019年5月13日(月)となっております。 
※土日祝、4月25日(木）～5月6日(月)は審査期間対象外となります。 
※随時、先着順でご出展を決定して参ります。 
※定員に達し次第、締切日前に募集を終了する場合がございます。 
※審査内容に関するお問合せは、お答えしかねますので予めご了承ください。 

 
■合否の通知はメールで行います。 
応募フォームには必ず連絡の取れるメールアドレスを入力してください。 

 
■合否発表日 

応募後、事務局の審査が終わりましたら、随時ご連絡致します。 
※審査にお時間をいただくことがございます。 
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応募方法と 

合否通知について 

http://event.lohasfesta.jp/


ご出展料金 

※税別での表記となります。 

【追加備品】 ※出展日数に関わらず、同一料金となります。 
◆電気 15,000／500W・口、20,000円／1,500W、40,000円／
3,000W・口 
◆机（W1800×D450×H700) 1,500円／台 
◆イス  750円／台 

出展料には、ブース料と出展者証2枚が含まれております。 
その他、備品は含まれておりませんので必要な方は有料でのレンタルとなります。 
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1、販売面サイズ ： 

A：1ブース／間口2.0ｍ× 奥行き1.0ｍ （1面開口） 

B：2ブース  パターンA／間口4.0ⅿ×奥行き1.0ｍ(1面開口） 

C：2ブース  パターンB／間口2.0ⅿ×奥行き2.0ⅿ(2面開口) 

D：4ブース／間口4.0ⅿ×奥行き2.0ｍ(2面開口） 

※2ブースにおきましては、パターンAもしくはBとなります。 

申請フォームでお伺いしますが、ご希望に添えない場合がございます。 

 
 

Ｗ1800 

Ｄ
450 

奥行1.0M 

間口2.0M 

間口4.0M 

奥行1.0M 

間口2.0M 

間口2.0M 

間口2.0M 

販売面 販売面 

販売面 
間口4.0M 

間口4.0M 

販売面 
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間口2.0M 

※テーブルは付いておりません。 

必要な方は有料にてご用意いたします。 

※持ち込み可 

※テーブルを使用せず、什器のみで立体的 に 

 ディスプレーしていただいても結構です。 

出展形態注意点  

(物販とワークショップ①) 

【A：1ブース】 【 B：2ブース パターンA 】 

【 B：2ブース パターンB 】 【 D：4ブース 】 
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2、出展料に含まれるもの ： ブース代・出展者証2枚のみとなります。 
 

 
3、追加レンタル可能なもの（有料・税別） 

※レンタル料は、出展日数に関わらず、同一価格です。 

・レンタルテーブル  （W1,800×D450×H700） ・・・1,500円／台 

・イス・・・750円／台 

・電気・・・15,000円／500W・口 、 20,000円／1,500W・口 

40,000円／3,000W・口 
 

 
4、禁止事項 

・火気の使用 

・発電機の使用 

・瓶以外のドリンク販売 

・製造許可のない場所にて製造した飲食物（個包装）の販売 

・テント、タープ類の持ち込み不可。ただし、テントの骨組みのみ持ち込み可 
 

 
5、こども向けキッズエリアについて 

こども向けのワークショップや物販をされる方で、キッズエリアへの配置を希望される方は、応募フォー
ムのチェック項目へ 

必ずチェックをしてください。またブース数に限りがございますので希望者が多数の場合は、事務局にて抽

選の上、決定させて  いただきます。予めご了承ください。 

出展形態注意点  

(物販とワークショップ②) 



  出展形態注意点 

  (物販移動販売車両) 

1、販売面サイズ ： 間口4.0ｍ× 奥行き2.5ｍ （1面開口） 
 

 
2、出展料に含まれるもの ： ブース代・出展者証2枚のみとなります。 

3、追加レンタル可能なもの（有料・税別） 

※レンタル料は、出展日数に関わらず、同一価格です。 

・レンタルテーブル  （W1,800×D450×H700） ・・・1,500円／台 

・イス・・・750円／台 

・電気・・・15,000円／500W・口 、 20,000円／1,500W・口 

40,000円／3,000W・口 

4、禁止事項 

・火気の使用 

・発電機の使用 

・瓶以外のドリンク販売 

・製造許可のない場所にて製造した飲食物（個包装）の販売 

・テント・タープ類の持ち込み不可。ただし、テントの骨組みのみ持ち込み可 

5.0M 
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3.0M 



その他ご注意点 

 
1、食品衛生への取り組みについて 

・食品の取扱・販売については保健所の指導に従い運営します。 

・食中毒などが発生した場合、主催側は一切の責任を負いかねます。 

食品衛生管理については、現場に立たれる全ての方が法令以上の意識を持って臨んでください。 

・アレルギーをお持ちの方にも安全に提供頂くため、個包装の場合には【全ての商品に原材料のラベル表示】を必ず行ってください。 

・本イベントでは、イベント全体の雰囲気を大切にするため、メニューによっては変更をお願いする場合があります。 

 
2、レジ袋・ストローの使用制限について 

ロハスフェスタでは、「ごみのでないイベント」をさらに進めていくために、下記の2点を進めてまいります。 
出展者様におかれましても、下記をご確認いただき、 「ごみのでないイベント」へのご協力をお願いいたします。 
皆さまのご協力によってロハスフェスタは創り上げられています。ご支援ご協力、何卒どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

■レジ袋（ビニール袋）の削減のご協力について  
ロハスフェスタではゴミを出さないイベントの実現のため、来場者様、出展者様に「ごみのでないイベント」に
向けたご 協力を呼びかけ、来場者様には「マイバックの持参」を強く推奨しております。 
出展者様にはお会計の際に「マイバックをお持ちですか？」と必ずお声がけいただき極力、使い捨てとなる
袋の 使用数削減のご協力をお願いいたします。 
またエコリサイクルコーナーにて一般来場者の方から「紙袋」の回収を行っております。 
回収した紙袋は会場に設置を行い、マイバックをお持ちでない方へ配布をいたします。 
またレジ袋におきましても、 「生分解性レジ袋」を無人カトラリー販売所にて有料で販売いたします。 
 マイバックをお持ちでない方へは、ブースごとに袋の無料配布を基本的にはご遠慮いただき、無人カトラリー販売所を 
 ご案内いただきますようお願いします。 

■ストローの使用制限について 
ロハスフェスタでは、使い捨てプラスチック製ストローの使用を、今春開催より原則廃止いたしま
した。 ストローをご希望される来場者へは無人カトラリー販売所にて有料にて販売をいたします。 
無人カトラリー販売所をご案内いただきますようお願いします。 
なお、無人カトラリーにて販売するストローは、環境に配慮した素材のストローを導入し、環境問題へコミットメントをさらに高めて
まいります。 

 
※レジ袋・ストローが商品を販売する際に必須の場合は、事務局までご相談ください。 
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前回よくあったご質問① 

 
Q1、出展者動線はどのように確保されていますか？ 

A：レイアウトは下図のとおり、1ブース（2m×1m）が4つ集まって、島となっております。  

島と島の間は50㎝ずつ空けており、出展者の方の動線確保をしております。 
4ⅿ 

2ⅿ 
 

1ⅿ 

来場者動線 

出展者動線 

 
 

Q2、持ち込み什器について、何か制限はありますか？ 

A：持ち込み什器について、高さ制限は3メートルとしております。それ以上はご相談下さい。 

簡易テントの骨組みを使って頂いても結構ですが、原則、天幕・横幕は付けないでください。 

 
Q3、店舗間の間仕切りについて、何か制限はありますか？ 

A：間仕切りに壁やパネルを建てて頂けますが、①ブース背面、②隣接辺は店舗奥から半分まで建てていただけます

。 

高さは3ⅿまでとさせていただきます。またレース等の半透明素材を使用するなど、会場に閉塞感が出ないように
ご配慮を お願いします。壁・パネルの裏面は必ず化粧（飾り）をしてください。 
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前回よくあったご質問② 
 

Q4、前日搬入は全出展者参加ですか？ 

A：8月10日（土）に出展されない方は、当日朝の搬入のみとなります。 

10日（土）にご出展される方で前日搬入が困難な方は、当日搬入のみで終えて頂く事も可能です。 
本番日の荷捌き場の車両停車時間は15分ですので、予めご了承ください。 

 
 

Q5、ワークショップを実施します。参加者をブース枠内に収めるのは難しいのですが? 

A：ブースのしつらえはブース枠内に収めていただくようお願いします。 

ワークショップへの参加者（イス等）がブースをはみ出る事は差支えございません。 
（事前にワークショップを実施する事をご申請頂いている方に限ります。） 

 
Q6 、 出 展 料 に 出 展 者 証 は 含 ま れ て い ま す か ？  

       A：出展料には出展者証が2枚含まれております。 

    また出展者証は原則1屋号につき、3枚までとさせていただいております。  

       それ以上をご希望の方は、事務局までご相談ください。 

 
Q7、出展料にテーブルは含まれていますか？ 

A：テーブルやイス・電気のレンタルは別途有料となります。 
 

Q8、8月10日（土）・12日（月祝）の飛び石で出展を考えています。荷物は置いたままで大丈夫ですか？ 

A：ブースに荷物を置いたままお帰りいただく事は出来ません。一旦、お持ち帰りくださ
い。 什器などお持ち帰りが難しい方は、本部でのお預かりは可能ですが有料となりま
す。 金額などにつきましては、最終資料にてご案内させていただきます。 

 
Q9、駐車場はありますか？ 

A：出展者専用の駐車スペースはありません。近隣の有料駐車場を各自にて探していただき、駐車ください
。 搬出入時のみ、1号館＆2号館付近まで駐車していただくことは可能です。 
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