
ロハスフェスタ広島ロハスフェスタ広島ロハスフェスタ広島ロハスフェスタ広島    2017 2017 2017 2017     

 

［開催概要］［開催概要］［開催概要］［開催概要］    

日 程 2017 年 5 月 26 日（金）・27 日（土）・28 日（日） 

場 所 旧広島市民球場跡地 

時 間 
10 時～18 時半   26 日（金）27 日（土） 

10 時～1７時     28 日（日） 

出展予定数 350 ブース（予定） 

会 費 350 円（小学生以下無料） 

雨天決行 ※荒天により中止になる場合があります 

募 集 2016 年 12 月 22 日（木）～2017 年 2 月 27 日（月）12：00（正午） 

主 催 ロハスフェスタ実行委員会 

共 催 ＴＳＳテレビ新広島  

 

※※※※ロハスフェスタの出展会員登録がまだの方は応募フォームが別となります。ロハスフェスタの出展会員登録がまだの方は応募フォームが別となります。ロハスフェスタの出展会員登録がまだの方は応募フォームが別となります。ロハスフェスタの出展会員登録がまだの方は応募フォームが別となります。    

    

    

☆万博・広島☆万博・広島☆万博・広島☆万博・広島 2222 会場出展特典☆会場出展特典☆会場出展特典☆会場出展特典☆    

□出展者さまアンケートの声をうけて、少しでも出展していただきやすいよう、『2017 春ロハス特別・万博

広島 2 会場出展特典』を設けました。 

 

① 広島 3 日間出展で応募、かつ万博もご応募される方は優先して審査をさせていただき結果を早めに

確定致します。 ※物販出展のみ 

② 万博・広島どちらも出展される方のみ広島の出展者証（出展日数・枚数にかかわらず）を無料とさせ

ていただきます。  

    



☆☆☆☆変更点変更点変更点変更点・ご応募時の注意事項・ご応募時の注意事項・ご応募時の注意事項・ご応募時の注意事項☆☆☆☆    

・合否の通知方法が・合否の通知方法が・合否の通知方法が・合否の通知方法がメールにメールにメールにメールに変わりました。変わりました。変わりました。変わりました。（応募フォームには必ず連絡の取れるメールアドレスを記入ください）（応募フォームには必ず連絡の取れるメールアドレスを記入ください）（応募フォームには必ず連絡の取れるメールアドレスを記入ください）（応募フォームには必ず連絡の取れるメールアドレスを記入ください）    

締切後、各自マイページにて合否の確認をいただいておりましたが、 

発表は締め切り後、2 月 28 日（火）よりカテゴリーに分けて順次メールにてご連絡致します。 

（広島 3 日間出展で応募、かつ万博もご応募される方は優先して審査をさせていただき結果を早めに確定 

致します。） 

 

・・・・出展形態の名称が下記に変更となります。出展形態の名称が下記に変更となります。出展形態の名称が下記に変更となります。出展形態の名称が下記に変更となります。    

・飲食（喫茶・個包装 加熱は不可）→ 物販 ※リターナブル瓶での提供はＯＫ 

※ドリンクをリユースカップに注ぐ場合はご自身で三方横幕をご用意ください 

（加熱の行為がある場合は飲食） 

・飲食（現場調理 加熱が可能）→ 飲食 

申請フォームも上記の表示となりますので、お間違え無いようよろしくお願い致します。 

・応募フォームにて 1 ブース出展・2 ブース出展（3 日間出展のみ）をお伺いします。 

(物販出展に限り 2 ブース以上可)  ※出展決定後変更は出来ませんのでご注意ください。 

※2 ブース出展の方のテント数は申請フォームにてお伺いします。 

・飲食出展（現場調理）の方は、三方横幕が必須となります。（出展料に含みます） 

・食品内容確認書が別フォームとなります（全て web 上で行っていただきます） 

・合同出展についてご応募時にお伺いします。（会員で無い方へのブースの間貸しは禁止しております。取り扱う

商品の作家さんを追加される場合も必ず審査が必要です。） 

＊合同出展の形態についてはマイページのお知らせ欄の[合同出展について]をお読みください。 

＊合同出展の方は日替わりでの出展など、メンバーの中でスケジュールを組んで 

ご出展いただくことも可能です。 

 

※合同出展のルールはこちら 

<<<<ＮＥＷＮＥＷＮＥＷＮＥＷ>>>>    

飲食出展飲食出展飲食出展飲食出展（現場調理）（現場調理）（現場調理）（現場調理）の方のみの方のみの方のみの方のみ    

段ボール以外の燃えるゴミ（生ゴミ含む）の処理を 1 袋（45 リットル）1000 円で承ります。 

※これまで全てのゴミを持ち帰っていただいておりましたが、特に遠方からのご出展者さまはブース内でゴミを保

管する等の対応を行っていただかざるを得なく、衛星管理上の懸念がございました。 

今回の変更は衛生管理を徹底を目指すためのもので、決してゴミ捨てを推奨するものではございません。引き続

き皆様にはゴミの削減へのご協力をお願い致します。 

 

物販出展の方のみ物販出展の方のみ物販出展の方のみ物販出展の方のみ    

ブース数が 2 ブース以上お選びいただけます。（偶数のみ） 移動販売車両は 2 台までお選びいただけます。 

 

全出展者様全出展者様全出展者様全出展者様    

入金方法にクレジットカード払いクレジットカード払いクレジットカード払いクレジットカード払いが追加となりました    

    

Ｊ・Ｐ・ＬＡから始まるＩＤナンバー

の方は応募フォーム（飲食） 

からご応募ください。 

http://img01.citylife-new.com/usr/l/o/h/lohasnews/goudousyuttenn.pdf
http://img01.citylife-new.com/usr/l/o/h/lohasnews/goudousyuttenn.pdf


［出展募集概要］［出展募集概要］［出展募集概要］［出展募集概要］    

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。 

② 1 日出展    5 月 28 日（日） 

2 日間出展  5 月 26 日（金）・27 日（土） 

3 日間出展  5 月 26 日（金）～28 日（日） の 3 タイプの出展日がお選びいただけます。 

※物販 2 ブース出展の方は 3 日間出展のみ。 

※飲食出展・物販で電気を使用される方は 3 日間出展のみとなります。 

③ 応募フォームにて 1 ブース出展・2 ブース出展（3 日間出展のみ）をお伺いします。 

(物販出展に限り 2 ブース以上可)  ※出展決定後変更は出来ませんのでご注意ください。 

※2 ブース出展の方のテント数は申請フォームにてお伺いします。 

④ 出展が決定された方は出展者説明会への参加が必須となります。（発表はマイページで確認いただいておりまし

たが、今回はメールメールメールメールにて合否の通知を致します） 

※２０１５年・２０１６年度のロハスフェスタに出展された方、開催は中止になりましたが広島ロハス説明会に出席さ

れた方は任意となります。（LOHAS Festa 万博 2017 SPRING の説明会に参加された方は任意となります。） 

⑤ 当日の混雑緩和のため、搬入は必ず前日に行ってください。但し、1 日出展の方は当日搬入のみ当日搬入のみ当日搬入のみ当日搬入のみとなります。 

⑥ 荒天の際の安全を考慮し、テント出展時は主催側が用意するテントを必ずレンタルして頂きます。 

※テントの設営・撤去は全て主催手配のレンタル業者が行います 

※テントでの飲食出展（現場調理）にはテント・三方横幕代が出展料に含まれています。 

⑦ 飲食物を提供される方は,必ずレンタルリユース食器でご提供ください。 

(ただし、個包装食品・試飲・試食 他はご相談ください) 

⑧ 発表は締め切り後、2 月 28 日（火）よりカテゴリーに分けて順次メールにてご連絡致します。 

 

◆◆◆◆出展者出展者出展者出展者説明会について説明会について説明会について説明会について    

【①～④】の回になります。 

① 3 月 3 日（金） 10 時～の回  大阪会場 

② 3 月 3 日（金） 14 時～の回  大阪会場 

③ 3 月 4 日（土） 10 時～の回  広島会場 

④ 3 月 4 日（土） 14 時～の回  広島会場 

 

◆◆◆◆出展者出展者出展者出展者説明会会場説明会会場説明会会場説明会会場（予定）（予定）（予定）（予定）    ※※※※決定決定決定決定次第次第次第次第マイページのお知らせ欄にＵＰ致します。マイページのお知らせ欄にＵＰ致します。マイページのお知らせ欄にＵＰ致します。マイページのお知らせ欄にＵＰ致します。    

【大阪会場】【大阪会場】【大阪会場】【大阪会場】    ３月３月３月３月３３３３日（金）日（金）日（金）日（金）    （①②）（①②）（①②）（①②）    

場所：フォルテ 301 

住所：〒566-0011  大阪府摂津市千里丘東２丁目１０番１号 

    

【広島会場】【広島会場】【広島会場】【広島会場】    ３月３月３月３月４４４４日（土）日（土）日（土）日（土）のみのみのみのみ    （③④）（③④）（③④）（③④）        

場所：テレビ新広島 新館４F 会議室 

住所：〒734-0001 広島県広島市南区出汐２－３－１９ 

 

・・・・場所、場所、場所、場所、日時は変更になる場合がございます。日時は変更になる場合がございます。日時は変更になる場合がございます。日時は変更になる場合がございます。    決定決定決定決定次第次第次第次第マイページのお知らせ欄にＵＰ致します。マイページのお知らせ欄にＵＰ致します。マイページのお知らせ欄にＵＰ致します。マイページのお知らせ欄にＵＰ致します。    

・集合は時間厳守でお願いします。時間は約 2 時間を予定しております。 

・2015年・2016年度のロハスフェスタに出展された方、開催は中止になりましたが広島ロハス説明会に出席された方は



任意となります。 

・出展店舗の代表者がご出席下さい。代理人のご参加も可能ですが、その際はフェスタ当日に現場に 

参加する予定のスタッフに限らせて頂きます。 

・説明会に説明会に説明会に説明会にご参加いただけない場合はフェスタへのご出展決定が取り消しご参加いただけない場合はフェスタへのご出展決定が取り消しご参加いただけない場合はフェスタへのご出展決定が取り消しご参加いただけない場合はフェスタへのご出展決定が取り消しとなりますので、ご注意ください。 

 

※※※※マイページとはマイページとはマイページとはマイページとはロハスフェスタ出展会員のみが閲覧できるロハスフェスタ出展会員のみが閲覧できるロハスフェスタ出展会員のみが閲覧できるロハスフェスタ出展会員のみが閲覧できる、、、、ロハスフェスタ出展会員ロハスフェスタ出展会員ロハスフェスタ出展会員ロハスフェスタ出展会員専用専用専用専用サイサイサイサイ

トトトトです。です。です。です。このサイトでは出展に際するお知らせなどを確認いただけます。このサイトでは出展に際するお知らせなどを確認いただけます。このサイトでは出展に際するお知らせなどを確認いただけます。このサイトでは出展に際するお知らせなどを確認いただけます。    

 

◆ご応募から出展当日までの流れ◆ご応募から出展当日までの流れ◆ご応募から出展当日までの流れ◆ご応募から出展当日までの流れ    

応募は【【【【マイページのお知らせ欄に開設される指定フォームマイページのお知らせ欄に開設される指定フォームマイページのお知らせ欄に開設される指定フォームマイページのお知らせ欄に開設される指定フォーム】】】】より、当日までの連絡は【【【【メールメールメールメール】】】】にて行います。  

 

 

■■■■出展募集締め切り出展募集締め切り出展募集締め切り出展募集締め切り    

2222 月月月月 22227777 日（日（日（日（月月月月））））正午正午正午正午    

募集要項をよくお読みいただき、指定フォーム指定フォーム指定フォーム指定フォームより必要事項を記入し申し込んでください 

メールにてメールにてメールにてメールにて合否の通知をお送り致します 

 

■■■■出展者説明会出展者説明会出展者説明会出展者説明会    

① 3 月 3 日（金） 10 時～ 【大阪会場】 

② 3 月 3 日（金） 14 時～ 【大阪会場】 

③ 3 月 4 日（土） 10 時～ 【広島会場】 

④ 3 月 4 日（土） 14 時～ 【広島会場】 

 

【大阪会場】【大阪会場】【大阪会場】【大阪会場】予定予定予定予定    ※※※※決定決定決定決定次第次第次第次第マイページのお知らせ欄にＵＰ致します。マイページのお知らせ欄にＵＰ致します。マイページのお知らせ欄にＵＰ致します。マイページのお知らせ欄にＵＰ致します。    

場所：フォルテ 301 

住所：〒566-0011  大阪府摂津市千里丘東２丁目１０番１号 

【広島会場】【広島会場】【広島会場】【広島会場】予定予定予定予定    ※決定次第※決定次第※決定次第※決定次第マイページのお知らせ欄にＵＰ致します。マイページのお知らせ欄にＵＰ致します。マイページのお知らせ欄にＵＰ致します。マイページのお知らせ欄にＵＰ致します。    

場所：テレビ新広島 新館４F 会議室 

住所：〒734-0001 広島県広島市南区出汐２－３－１９ 

 

■■■■申請フォーム入力申請フォーム入力申請フォーム入力申請フォーム入力    

3333 月月月月 6666 日（月）～日（月）～日（月）～日（月）～3333 月月月月 13131313 日（月）日（月）日（月）日（月）    

レンタル備品等の申請を行って頂きます 

マイページの「お知らせ」欄内に開設する申請フォームに入力し送信してください。 

■■■■お振り込みお振り込みお振り込みお振り込み    
3333 月月月月 13131313 日（月）～日（月）～日（月）～日（月）～3333 月月月月 21212121 日（日（日（日（火火火火））））    

出展料のお振り込み期日となります。 

■■■■発注備品発送発注備品発送発注備品発送発注備品発送    
4444 月月月月後半後半後半後半頃頃頃頃    

開催約 2週間前に出展許可証等、その他の書類をお送りします。 

■■■■前日搬入日前日搬入日前日搬入日前日搬入日    5555 月月月月 22225555 日（日（日（日（木木木木））））    

※当日の混雑緩和のため前日搬入にご協力ください。 

但し、1 日出展の方は当日搬入のみ当日搬入のみ当日搬入のみ当日搬入のみとなります 

 

■フェスタ当日■フェスタ当日■フェスタ当日■フェスタ当日    

5555 月月月月 26262626 日（日（日（日（金金金金）・）・）・）・27272727 日（土）・日（土）・日（土）・日（土）・22228888 日（日）日（日）日（日）日（日）    

当日は搬入時に出展許可証、車両入場許可証、出展者入場証など必要なものを 

ご持参ください。 

 

 



［出展ブースの形態］ 

 

◆◆◆◆テント出展：テント出展：テント出展：テント出展：物販物販物販物販    ・・・・1111 ブースブースブースブース        

物販物販物販物販/ / / / 個包装食品個包装食品個包装食品個包装食品    ////リターナブルでの瓶ドリンクのみ販売リターナブルでの瓶ドリンクのみ販売リターナブルでの瓶ドリンクのみ販売リターナブルでの瓶ドリンクのみ販売    

    

※１日※１日※１日※１日出展の方は出展の方は出展の方は出展の方は当日搬入のみ当日搬入のみ当日搬入のみ当日搬入のみとなりますとなりますとなりますとなります    

※電気機器の使用※電気機器の使用※電気機器の使用※電気機器の使用はははは 3333 日間出展の方のみ日間出展の方のみ日間出展の方のみ日間出展の方のみ    

※火器・電気機器を使用するドリンクの提供は不可※火器・電気機器を使用するドリンクの提供は不可※火器・電気機器を使用するドリンクの提供は不可※火器・電気機器を使用するドリンクの提供は不可    

※ドリンクをカップに移し替える※ドリンクをカップに移し替える※ドリンクをカップに移し替える※ドリンクをカップに移し替える提供の場合三方横幕をご自身でご用意ください提供の場合三方横幕をご自身でご用意ください提供の場合三方横幕をご自身でご用意ください提供の場合三方横幕をご自身でご用意ください    

（表示は税別）（表示は税別）（表示は税別）（表示は税別）    

 

ブーススペースブーススペースブーススペースブーススペース    
間口間口間口間口 3.63.63.63.6ｍｍｍｍ××××奥行き奥行き奥行き奥行き 2.72.72.72.7ｍｍｍｍ 

出展料出展料出展料出展料    1111 日日日日間間間間出展出展出展出展    21212121,,,,000000000000 円円円円        

2222 日間出展日間出展日間出展日間出展    26262626,000,000,000,000 円円円円    

3333 日間出展日間出展日間出展日間出展    33,033,033,033,000000000 円円円円        

※全出展テント代込み 

 

 

 

 

 

その他の料金その他の料金その他の料金その他の料金    

●●●●レンタルテーブルレンタルテーブルレンタルテーブルレンタルテーブル：W180cm×D60cm×H70cm   

1,000 円/台(1 日・2 日間出展) 

1,500 円/台（3 日間出展） 

●●●●レンタルレンタルレンタルレンタルイスイスイスイス： 

500 円/脚(1 日・2 日間出展)  

750 円（3 日間出展） 

●出展者証●出展者証●出展者証●出展者証 350 円（中学生以上） 

●●●●招待券招待券招待券招待券        300 円/枚 ※10 枚から承ります 

●●●●車両入場車両入場車両入場車両入場証証証証  

1 日出展 800 円 

2 日間出展 1,000 円 

3 日間出展 1,200 円 

※搬入出の際、車両が会場に入場する時に必要です 

●●●●コミュニケーションチャームコミュニケーションチャームコミュニケーションチャームコミュニケーションチャーム        695 円/個 

●●●●電気使用料金電気使用料金電気使用料金電気使用料金：15,000 円（3 日間出展のみ） 

 （1 口（1.5kw）まで ※それ以上必要な方はご相談ください） 

 

［応募条件］［応募条件］［応募条件］［応募条件］    

・テントは安全対策のため主催者側が手配した物をレンタルして頂きます。 

・飲食物の取り扱いのある方は食品内容フォームの送信が必須となります。 

・電気設備の使用が可能です ※個別の発電機使用は禁止※個別の発電機使用は禁止※個別の発電機使用は禁止※個別の発電機使用は禁止しております。電気設備を使用される方は３日間出展のみとな電気設備を使用される方は３日間出展のみとな電気設備を使用される方は３日間出展のみとな電気設備を使用される方は３日間出展のみとな

ります。ります。ります。ります。 

・ガスコンロや電気ポットなどの調理器具の使用は禁止使用は禁止使用は禁止使用は禁止しております。 



［食品［食品［食品［食品、ドリンク、ドリンク、ドリンク、ドリンクの販売について］の販売について］の販売について］の販売について］    

※飲食物を販売するご出展者様は、※飲食物を販売するご出展者様は、※飲食物を販売するご出展者様は、※飲食物を販売するご出展者様は、最終項の［最終項の［最終項の［最終項の［    広島県：営業開始届における衛生指導要綱広島県：営業開始届における衛生指導要綱広島県：営業開始届における衛生指導要綱広島県：営業開始届における衛生指導要綱    ］］］］    

及び及び及び及び[[[[ロハスフェスタロハスフェスタロハスフェスタロハスフェスタ    広島広島広島広島 2017201720172017    各エリアについて各エリアについて各エリアについて各エリアについて    ]]]]を必ずご確認くださいを必ずご確認くださいを必ずご確認くださいを必ずご確認ください    

・リターナブル瓶でのドリンク提供は可能です。 

・ドリンクをカップに注ぐ場合は必ずご自身で三方横幕をご用意ください。 

・現場で調理を必要とする食品の販売は出来ません。 

 ※カセットコンロや電気ポットなどの調理器具の使用は禁止使用は禁止使用は禁止使用は禁止しております。 

・個包装の食品販売は、自宅で作ったものは販売できません。 

製造許可のある場所にて製造されたものに限ります。 

・ロハスフェスタｉｎ広島においては「営業開始届」「営業開始届」「営業開始届」「営業開始届」を事務局にて一括で取りまとめて提出します。 

・営業開始届での出展対象は、ロハスフェスタの開催日程だけではなく、広島市内の他イベントと合わせて年間通算 3333 日以日以日以日以

内内内内の出展であることが条件になります。それを超えると「営業行為」となり、営業許可の対象となります。また、臨時店舗であ

ることから、取り扱える商品には制限があります。 

（取り扱える商品については、広島市役所へご確認の上ご応募下さい。代表電話 082-245-2111） 

・飲食出展の方は出展者説明会後に、指定の用紙【営業開始届に関するヒアリングシート】をロハスフェスタ事務局までご提

出いただきます。 

※提出のない場合はご出展いただけません。※提出のない場合はご出展いただけません。※提出のない場合はご出展いただけません。※提出のない場合はご出展いただけません。 

また提出書類については保健所に受理されない場合、再考の上再提出頂きます。 

 

 

 

 

◆◆◆◆テント出展：テント出展：テント出展：テント出展：物販物販物販物販・・・・2222 ブースブースブースブース                            ※※※※3333 日間のみ日間のみ日間のみ日間のみ    

物販物販物販物販/ / / / 個包装食品個包装食品個包装食品個包装食品    / / / / リターナブルでの瓶ドリンクのみ販売リターナブルでの瓶ドリンクのみ販売リターナブルでの瓶ドリンクのみ販売リターナブルでの瓶ドリンクのみ販売    

※火器・電気機器を使用するドリンクの提供は不可※火器・電気機器を使用するドリンクの提供は不可※火器・電気機器を使用するドリンクの提供は不可※火器・電気機器を使用するドリンクの提供は不可    

※ドリンクをカップに変える※ドリンクをカップに変える※ドリンクをカップに変える※ドリンクをカップに変える移し替える移し替える移し替える移し替える提供提供提供提供の場合三方横幕をご自身でご用意くださいの場合三方横幕をご自身でご用意くださいの場合三方横幕をご自身でご用意くださいの場合三方横幕をご自身でご用意ください    

    

☆☆☆☆2222 ブース以上応募されたい方は個別で事務局までご相談ください。ブース以上応募されたい方は個別で事務局までご相談ください。ブース以上応募されたい方は個別で事務局までご相談ください。ブース以上応募されたい方は個別で事務局までご相談ください。    

（ＩＤナンバーがＪ・Ｐの方（メイン商品がフードの方）は（ＩＤナンバーがＪ・Ｐの方（メイン商品がフードの方）は（ＩＤナンバーがＪ・Ｐの方（メイン商品がフードの方）は（ＩＤナンバーがＪ・Ｐの方（メイン商品がフードの方）は 2222 ブースまで）ブースまで）ブースまで）ブースまで）    

（（（（4444 ブース・ブース・ブース・ブース・6666 ブース・ブース・ブース・ブース・8888 ブース偶数数のみ受け付けます）ブース偶数数のみ受け付けます）ブース偶数数のみ受け付けます）ブース偶数数のみ受け付けます）    

（表示は税（表示は税（表示は税（表示は税別別別別））））    

ブーススペースブーススペースブーススペースブーススペース    間口間口間口間口 5.45.45.45.4ｍｍｍｍ××××奥行き奥行き奥行き奥行き 3.63.63.63.6ｍｍｍｍ    

出展料出展料出展料出展料    3333 日間出展（日間出展（日間出展（日間出展（2222 ブースブースブースブース 1111 テント）テント）テント）テント）    56,056,056,056,000000000 円円円円    

（（（（2222 ブースブースブースブース 2222 テント）テント）テント）テント）    66,066,066,066,000000000 円円円円    

※2 ブース 3 日間出展のみ 1 テント（ブースの半分にテント）を選択出来ます。 

※全出展テント代込み 

 

 

 

 

●●●●レンタルテーブル：レンタルテーブル：レンタルテーブル：レンタルテーブル：W180cm×D60cm×H70cmW180cm×D60cm×H70cmW180cm×D60cm×H70cmW180cm×D60cm×H70cm            

3 日間出展 1,500 円/台 

●●●●レンタルレンタルレンタルレンタルイスイスイスイス：750 円/脚 

●●●●電気使用料金電気使用料金電気使用料金電気使用料金    ：：：：3333 日間出展のみ日間出展のみ日間出展のみ日間出展のみ 



 

その他の料金その他の料金その他の料金その他の料金    

3 日間出展 15,000 円（1.5ｋｗ）  

 ※使用機器の合計ワット数が 1.5kw までです。100Vのみ使用可能 

●出展者証●出展者証●出展者証●出展者証 350 円（中学生以上） 

●●●●招待券招待券招待券招待券        300 円/枚 ※10 枚から承ります 

●●●●車両入場車両入場車両入場車両入場証証証証  

3 日間出展 1,200 円 

※搬入出の際、車両が会場に入場する時に必要です 

●●●●コミュニケーションチャームコミュニケーションチャームコミュニケーションチャームコミュニケーションチャーム        695 円/個 

    

［応募条件］［応募条件］［応募条件］［応募条件］    

・2 ブース 3 日間出展をお申し込みの方は、レンタルテントは 1 テント（ブースの半分にテント）か 2 テント（ブースの全面 

テント）かをお選びいただけます。 （申請フォームにてお伺いします） 

レンタルテントが 1 テント（ブースの半分にテント）の場合（2 ブース 1 テント）のみ、もう１ブース分には持ち込みテントを

使用していただけます。 

・テントは安全対策のため主催者側が手配した物をレンタルして頂きます。 

・飲食物の取り扱いのある方は食品内容フォームの送信が必須となります。 

・電気設備の使用が可能です ※個別の発電機使用は禁止※個別の発電機使用は禁止※個別の発電機使用は禁止※個別の発電機使用は禁止しております。 

・ガスコンロや電気ポットなどの調理器具の使用は禁止使用は禁止使用は禁止使用は禁止しております。 

    

［食品、ドリンクの販売について］［食品、ドリンクの販売について］［食品、ドリンクの販売について］［食品、ドリンクの販売について］    

※飲食物を販売するご出展者様は、※飲食物を販売するご出展者様は、※飲食物を販売するご出展者様は、※飲食物を販売するご出展者様は、最終項の［最終項の［最終項の［最終項の［    広島県：営業開始届における衛生指導要綱広島県：営業開始届における衛生指導要綱広島県：営業開始届における衛生指導要綱広島県：営業開始届における衛生指導要綱    ］］］］    

及び及び及び及び[[[[ロハスフェスタ広島ロハスフェスタ広島ロハスフェスタ広島ロハスフェスタ広島 2017201720172017    各エリアについて各エリアについて各エリアについて各エリアについて    ]]]]を必ずご確認くださいを必ずご確認くださいを必ずご確認くださいを必ずご確認ください    

・リターナブル瓶でのドリンク提供は可能です。 

・ドリンクをカップに注ぐ場合は必ずご自身で三方横幕をご用意ください。 

・現場で調理を必要とする食品の販売は出来ません。 

 ※カセットコンロや電気ポットなどの調理器具の使用は禁止使用は禁止使用は禁止使用は禁止しております。 

・個包装の食品販売は、自宅で作ったものは販売できません。 

製造許可のある場所にて製造されたものに限ります。 

・ロハスフェスタｉｎ広島においては「営業開始届」「営業開始届」「営業開始届」「営業開始届」を事務局にて一括で取りまとめて提出します。 

・営業開始届での出展対象は、ロハスフェスタの開催日程だけではなく、広島市内の他イベントと合わせて年間通算 3333

日以内日以内日以内日以内の出展であることが条件になります。それを超えると「営業行為」となり、営業許可の対象となります。また、臨

時店舗であることから、取り扱える商品には制限があります。 

（取り扱える商品については、広島市役所へご確認の上ご応募下さい。代表電話 082-245-2111） 

・飲食出展の方は出展者説明会後に、指定の用紙【営業開始届に関するヒアリングシート】をロハスフェスタ事務局ま

でご提出いただきます。 

※提出のない場合はご出展いただけません。※提出のない場合はご出展いただけません。※提出のない場合はご出展いただけません。※提出のない場合はご出展いただけません。 

また提出書類については保健所に受理されない場合、再考の上再提出頂きます。 

 

 

 

 

 



 

◆◆◆◆テント出展：テント出展：テント出展：テント出展：飲食飲食飲食飲食    ／現場調理を伴う出展が対象です。／現場調理を伴う出展が対象です。／現場調理を伴う出展が対象です。／現場調理を伴う出展が対象です。    ※※※※3333 日間のみ日間のみ日間のみ日間のみ    

☆飲食出展のご応募は☆飲食出展のご応募は☆飲食出展のご応募は☆飲食出展のご応募は 2222 ブースまで可ブースまで可ブースまで可ブースまで可    

（表示は税（表示は税（表示は税（表示は税別別別別））））    

※会場にて調理（火器・給排水設備）が必要な場合の出展です 

※現場で調理の必要がない個包装のテイクアウトの飲食出展については、物販での出展となります。 

ブーススペースブーススペースブーススペースブーススペース    
間口間口間口間口 3.63.63.63.6ｍｍｍｍ××××奥行き奥行き奥行き奥行き 2.72.72.72.7ｍｍｍｍ 

1 出展につき、2 ブースまでお申し込みが可能です。 

出展料出展料出展料出展料    
【テント・横幕（三方）・水道設備利用（共同）含む】    

1111 ブースブースブースブース    ////    64,64,64,64,000000000000 円円円円 

2222 ブースブースブースブース 2222 テントテントテントテント    ////    128128128128,000,000,000,000 円円円円 

    

    

    

その他の料金その他の料金その他の料金その他の料金    

●●●●レンタルテーブルレンタルテーブルレンタルテーブルレンタルテーブル：W180cm×D60cm×H70cm 1,500 円 

●●●●レンタルレンタルレンタルレンタルイスイスイスイス：750 円/脚 

●●●●電気使用料金電気使用料金電気使用料金電気使用料金：15,000 円 

 （1 口（1.5kw）まで ※それ以上必要な方はご相談ください） 

 ※使用機器の合計ワット数が 1.5kw までです。100Vのみ使用可能 

●●●●出展者入場証出展者入場証出展者入場証出展者入場証：350 円（中学生以上） 

●●●●招待券招待券招待券招待券        300 円/枚 ※10 枚から承ります 

●●●●車両入場許可証車両入場許可証車両入場許可証車両入場許可証：1,200 円 

（搬入出の際、車両が会場に入場する時に必要です） 

●レンタル●レンタル●レンタル●レンタルリユース食器リユース食器リユース食器リユース食器：カップ（450ml・280ml）、丸皿・丼の 4種類 

                一律 25 円/個 

●●●●消火器消火器消火器消火器         3,000 円/本  

（中身を使用した場合、別途 2,000 円請求致します） 

●●●●耐火ボード耐火ボード耐火ボード耐火ボード        1,000 円/枚 （サイズ 900mm×600mm） 

●●●●コミュニケーションチャームコミュニケーションチャームコミュニケーションチャームコミュニケーションチャーム        695 円/個 

    

［応募条件］［応募条件］［応募条件］［応募条件］    

※※※※最終項の［最終項の［最終項の［最終項の［    広島県：営業開始届における衛生指導要綱広島県：営業開始届における衛生指導要綱広島県：営業開始届における衛生指導要綱広島県：営業開始届における衛生指導要綱    ］］］］    

及び及び及び及び[[[[ロハスフェスタ広島ロハスフェスタ広島ロハスフェスタ広島ロハスフェスタ広島 2017201720172017    各エリアについて各エリアについて各エリアについて各エリアについて    ]]]]を必ずご確認くださいを必ずご確認くださいを必ずご確認くださいを必ずご確認ください    

・食品内容フォームの送信が必須となります。 

・テント内に調理器具（電気・ガスどちらでも）の設備が必要な場合は飲食出展の扱い飲食出展の扱い飲食出展の扱い飲食出展の扱いとなります。 

・電気設備の使用が可能です ※個別の発電機使用は禁止※個別の発電機使用は禁止※個別の発電機使用は禁止※個別の発電機使用は禁止しております。 

・ガスコンロや電気ポットなどの火器・調理器具を使用して頂けます。 

・提供に食器やカップが必要なメニューは、レンタルリユース食器の使用レンタルリユース食器の使用レンタルリユース食器の使用レンタルリユース食器の使用をををを必須必須必須必須とします。 

・使い捨ての割り箸やスプーン・フォークはご用意しないでください。 

主催側で、規定の割り箸やスプーン・フォークは必要な来場者の方に販売いたします。 

・アレルギー表示アレルギー表示アレルギー表示アレルギー表示をすべての提供メニューに掲示してください。 

・・・・開催開催開催開催 3333 日間、提供商品の検食の提出が日間、提供商品の検食の提出が日間、提供商品の検食の提出が日間、提供商品の検食の提出が必須必須必須必須となります。となります。となります。となります。    

・ロハスフェスタでは、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。 



[[[[保健所への届出について保健所への届出について保健所への届出について保健所への届出について]]]]    

・ロハスフェスタｉｎ広島においては「営業開始届」「営業開始届」「営業開始届」「営業開始届」を事務局にて一括で取りまとめて提出します。 

営業開始届での出展対象は、ロハスフェスタの開催日程だけではなく、広島市内の他イベントと合わせて年間通算 3333 日以日以日以日以

内内内内の出展であることが条件になります。それを超えると「営業行為」となり、営業許可の対象となります。また、臨時店舗であ

ることから、取り扱える商品には制限があります。 

（取り扱える商品については、広島市役所へご確認の上ご応募下さい。代表電話 082-245-2111） 

・飲食出展の方は出展者説明会後に、指定の用紙【営業開始届に関するヒアリングシート】をロハスフェスタ事務局までご提

出いただきます。 

※提出のない場合はご出展いただけません。※提出のない場合はご出展いただけません。※提出のない場合はご出展いただけません。※提出のない場合はご出展いただけません。 

また提出書類については保健所に受理されない場合、再考の上再提出頂きます。 

    

［消防への届出について］［消防への届出について］［消防への届出について］［消防への届出について］    

・ブース内で火器を使用される方は、申請フォームにて火器・電気機器使用の申請をして頂きます。 

・ブースのレイアウトについてもご提出頂きます。 

※提出のない場合はご出展いただけません。※提出のない場合はご出展いただけません。※提出のない場合はご出展いただけません。※提出のない場合はご出展いただけません。 

また提出書類については消防に受理されない場合、再考の上再提出頂きます。 

 

 

 

◆◆◆◆移動販売車両出展：移動販売車両出展：移動販売車両出展：移動販売車両出展：物販物販物販物販            

    

※１日※１日※１日※１日出展の方は出展の方は出展の方は出展の方は当日搬入のみ当日搬入のみ当日搬入のみ当日搬入のみとなりますとなりますとなりますとなります    

☆ご応募は☆ご応募は☆ご応募は☆ご応募は 2222 ブースまで可（車両ブースまで可（車両ブースまで可（車両ブースまで可（車両 2222 台で出展）台で出展）台で出展）台で出展）    ※テントとの併用はできません※テントとの併用はできません※テントとの併用はできません※テントとの併用はできません    

（表示は税（表示は税（表示は税（表示は税別別別別））））    

ブーススペースブーススペースブーススペースブーススペース    間口間口間口間口 6666ｍｍｍｍ××××奥行き奥行き奥行き奥行き 4444ｍｍｍｍ（車両スペース含む） 

出展料出展料出展料出展料    1111 日出展日出展日出展日出展            25252525,000,000,000,000 円円円円    

2222 日日日日間間間間出展出展出展出展    31313131,000,000,000,000 円円円円    

3333 日日日日間間間間出展出展出展出展    39393939,000,000,000,000 円円円円    

    

    

    

その他の料金その他の料金その他の料金その他の料金    

●●●●レンタルテーブルレンタルテーブルレンタルテーブルレンタルテーブル：W180cm×D60cm×H70cm   

1,000 円/台(1 日・2 日間出展) 

1,500 円/台（3 日間出展） 

●●●●レンタルレンタルレンタルレンタルイスイスイスイス： 

500 円/脚(1 日・2 日間出展)  

750 円（3 日間出展） 

●出展者証●出展者証●出展者証●出展者証 350 円（中学生以上） 

●●●●招待券招待券招待券招待券        300 円/枚 ※10 枚から承ります 

●●●●車両入場車両入場車両入場車両入場証証証証  

1 日出展 800 円 

2 日間出展 1,000 円 

3 日間出展 1,2000 円 



※搬入出の際、車両が会場に入場する時に必要です 

●●●●コミュニケーションチャームコミュニケーションチャームコミュニケーションチャームコミュニケーションチャーム        695 円/個 

●●●●電気使用料金電気使用料金電気使用料金電気使用料金：15,000 円（3 日間出展のみ） 

 （1 口（1.5kw）まで ※それ以上必要な方はご相談ください） 

 

［応募条件］［応募条件］［応募条件］［応募条件］    

・間口 6ｍ×奥行き 4ｍの範囲内（車両スペース含む）であれば、持ち込みテントの使用も可能です。 

ただし、強風の場合などは主催の指示に従って頂きます。 

・事前にご登録いただいている車両のみ出展して頂けます。 

※ブースの間貸しは禁止禁止禁止禁止しております。 

・電気設備の使用が可能です※個別の発電機使用は禁止※個別の発電機使用は禁止※個別の発電機使用は禁止※個別の発電機使用は禁止しております。 

ガスコンロや電気ポットなどの火器・調理器具の使用は禁止使用は禁止使用は禁止使用は禁止しております。 

 

 

◆◆◆◆移動販売車両出展：移動販売車両出展：移動販売車両出展：移動販売車両出展：飲食飲食飲食飲食        ※※※※3333 日間のみ日間のみ日間のみ日間のみ    

☆ご応募は☆ご応募は☆ご応募は☆ご応募は 1111 ブースのみブースのみブースのみブースのみ    

（表示は税（表示は税（表示は税（表示は税別別別別））））    

ブーススペースブーススペースブーススペースブーススペース    間口間口間口間口 6666ｍｍｍｍ××××奥行き奥行き奥行き奥行き 4444ｍｍｍｍ（車両スペース含む） 

出展料出展料出展料出展料    77777777,0,0,0,000000000 円円円円（水道設備利用（共同）含む） 

    

    

    

    

その他の料金その他の料金その他の料金その他の料金    

●●●●レンタルテーブルレンタルテーブルレンタルテーブルレンタルテーブル：W180cm×D60cm×H70cm 1,500 円 

●●●●レンタルレンタルレンタルレンタルイスイスイスイス：750 円/脚 

●●●●電気使用料金電気使用料金電気使用料金電気使用料金：15,000 円 

 （1 口（1.5kw）まで ※それ以上必要な方はご相談ください） 

 ※使用機器の合計ワット数が 1.5kw までです。100Vのみ使用可能 

●●●●出展者入場証出展者入場証出展者入場証出展者入場証：350 円（中学生以上） 

●●●●招待券招待券招待券招待券        300 円/枚 ※10 枚から承ります 

●●●●車両入場許可証車両入場許可証車両入場許可証車両入場許可証：1,200 円 

（搬入出の際、車両が会場に入場する時に必要です） 

●レンタル●レンタル●レンタル●レンタルリユース食器リユース食器リユース食器リユース食器：カップ（450ml・280ml）、丸皿・丼の 4種類 

                一律 25 円/個 

●●●●消火器消火器消火器消火器        3,000 円/本  

（中身を使用した場合、別途 2,000 円請求致します） 

●●●●耐火ボード耐火ボード耐火ボード耐火ボード        1,000 円/枚 （サイズ 900mm×600mm） 

●●●●コミュニケーションチャームコミュニケーションチャームコミュニケーションチャームコミュニケーションチャーム        695 円/個 

 

［応募条件］［応募条件］［応募条件］［応募条件］    

※※※※最終項の［最終項の［最終項の［最終項の［    広島県：営業開始届における衛生指導要綱広島県：営業開始届における衛生指導要綱広島県：営業開始届における衛生指導要綱広島県：営業開始届における衛生指導要綱    ］］］］    

及び及び及び及び[[[[ロハスフェスタ広島ロハスフェスタ広島ロハスフェスタ広島ロハスフェスタ広島 2017201720172017    各エリアについて各エリアについて各エリアについて各エリアについて    ]]]]を必ずご確認くださいを必ずご確認くださいを必ずご確認くださいを必ずご確認ください    

・食品内容フォームの送信が必須となります。 

・テント内に調理器具（電気・ガスどちらでも）の設備が必要な場合は飲食出展の扱い飲食出展の扱い飲食出展の扱い飲食出展の扱いとなります。 



・電気設備の使用が可能です ※個別の発電機使用は禁止※個別の発電機使用は禁止※個別の発電機使用は禁止※個別の発電機使用は禁止しております。 

・ガスコンロや電気ポットなどの火器・調理器具を使用して頂けます。 

・提供に食器やカップが必要なメニューは、レンタルリユース食器の使用レンタルリユース食器の使用レンタルリユース食器の使用レンタルリユース食器の使用をををを必須必須必須必須とします。 

・使い捨ての割り箸やスプーン・フォークはご用意しないでください。 

主催側で、規定の割り箸やスプーン・フォークは必要な来場者の方に販売いたします。 

・アレルギー表示アレルギー表示アレルギー表示アレルギー表示をすべての提供メニューに掲示してください。 

・開催開催開催開催 3333 日間、提供商品の検食の提出が日間、提供商品の検食の提出が日間、提供商品の検食の提出が日間、提供商品の検食の提出が必須必須必須必須となります。となります。となります。となります。 

・ロハスフェスタでは、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。 

[[[[保健所への届出について保健所への届出について保健所への届出について保健所への届出について]]]]    

・ロハスフェスタｉｎ広島においては「営業開始届」「営業開始届」「営業開始届」「営業開始届」を事務局にて一括で取りまとめて提出します。 

営業開始届での出展対象は、ロハスフェスタの開催日程だけではなく、広島市内の他イベントと合わせて年間通算 3333 日以日以日以日以

内内内内の出展であることが条件になります。それを超えると「営業行為」となり、営業許可の対象となります。また、臨時店舗であ

ることから、取り扱える商品には制限があります。 

（取り扱える商品については、広島市役所へご確認の上ご応募下さい。代表電話 082-245-2111） 

・飲食出展の方は出展者説明会後に、指定の用紙【営業開始届に関するヒアリングシート】をロハスフェスタ事務局までご提

出いただきます。 

※提出のな※提出のな※提出のな※提出のない場合はご出展いただけません。い場合はご出展いただけません。い場合はご出展いただけません。い場合はご出展いただけません。 

また提出書類については保健所に受理されない場合、再考の上再提出頂きます。 

［消防への届出について］［消防への届出について］［消防への届出について］［消防への届出について］    

・ブース内で火器を使用される方は、申請フォームにて火器・電気機器使用の申請をして頂きます。 

・ブースのレイアウトについてもご提出頂きます。 

※提出のない場合はご出展いただけません。※提出のない場合はご出展いただけません。※提出のない場合はご出展いただけません。※提出のない場合はご出展いただけません。 

また提出書類については消防に受理されない場合、再考の上再提出頂きます。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



［出展におけるお願いと注意］［出展におけるお願いと注意］［出展におけるお願いと注意］［出展におけるお願いと注意］    

◆食品販売の取扱いについて◆食品販売の取扱いについて◆食品販売の取扱いについて◆食品販売の取扱いについて    

・食品の取扱・販売については保健所の指導に従い運営いたします。 

・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。 

・アレルギーをお持ちの方にも安全にご利用いただくため、食品には原材料を詳しく明記してください。 

（すべてのメニューにアレルギー表示をしてください。） 

・開催開催開催開催 3333 日間、提供商品の検食の提出が日間、提供商品の検食の提出が日間、提供商品の検食の提出が日間、提供商品の検食の提出が必須必須必須必須となります。となります。となります。となります。    

    

◆レンタルリユース食器について◆レンタルリユース食器について◆レンタルリユース食器について◆レンタルリユース食器について    

    

・ロハスフェスタでは、提供に食器やカップが必要なメニューは、レンタルリユース食器の使用を必須レンタルリユース食器の使用を必須レンタルリユース食器の使用を必須レンタルリユース食器の使用を必須とします。マイ食器を・マ

イボトルをお持ちでない来場者へは、必ずレンタルリユース食器でのご提供レンタルリユース食器でのご提供レンタルリユース食器でのご提供レンタルリユース食器でのご提供をお願いします。 

 

     



［テントサイズ［テントサイズ［テントサイズ［テントサイズ］］］］    

    

    

    

    



 

［［［［広島広島広島広島県：県：県：県：営業開始届営業開始届営業開始届営業開始届におけるにおけるにおけるにおける衛生指導要綱衛生指導要綱衛生指導要綱衛生指導要綱］］］］    

    

◆取り扱いを認めない品目例◆取り扱いを認めない品目例◆取り扱いを認めない品目例◆取り扱いを認めない品目例    

※下記に該当する※下記に該当する※下記に該当する※下記に該当する品目品目品目品目は、ご提供いただけません。は、ご提供いただけません。は、ご提供いただけません。は、ご提供いただけません。    

    

分  類 品    目 取扱いを認めない食品の基準 

米飯類 おむすび、巻寿司、にぎり寿司 １ 未加熱のまま提供するもの。 

２ 加熱後に、成型及び具材をはさむ、

トッピング等の処理があり、簡易な調理

とは認められないもの。 

３ 冷却に多量の水を使用するもの。 

４ その他、衛生上の危害が認められる

もの。 

めん類 
冷やし中華、つけ麺、冷麺、ざるそ

ば 

菓子類 

あん餅、きな粉餅、クレープ（焼成

後に生クリーム等をサンドするも

の） 

調理パン サンドイッチ、ハンバーガー 

その他 
生卵を使用するミルクセーキ、粉末

ミックスを使用するソフトクリーム 

 

    

◆販売に係る注意事項◆販売に係る注意事項◆販売に係る注意事項◆販売に係る注意事項    

 

品 目 例 注  意  事  項 

牛乳、乳製品、清涼飲料水、弁当、 

調理パン、食肉製品、魚介加工

品、 

レトルト食品、鮮魚介類、食肉、 

菓子類、びん詰食品、缶詰、果物、 

野菜 

１ 果物及び野菜以外は、容器包装に入れられたものであ

ること。 

２ 適正に表示されていることを確認して販売すること。 

３ 保存基準が定められている食品は、温度計を設置した

冷蔵又は冷凍庫に保管し、基準を遵守すること。 

４ その他、食品に応じて、適切な保存温度で保管して販売

すること。 

 

 

 

 

 



［［［［ロハスフェスタ広島ロハスフェスタ広島ロハスフェスタ広島ロハスフェスタ広島 2017201720172017    各エリアについて各エリアについて各エリアについて各エリアについて］］］］ 

 

・ロハスフェスタ 広島 2017 では会場を二つのエリアに分ける予定となっております。 

※飲食出展の方は一部、下図内の上部「ハノーバー庭園会場」の出展を予定。 

 出展位置に関しては事務局にて決定させていただきます。 

・ハノーバー庭園会場はロハスフェスタの入場料を必要としないエリアとする予定です。 

 ※出展者説明会で詳細をご案内いたします。 

（説明会に出展されない方へは資料にてご案内致します） 

 

 


