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イベント概要 
 

 ■タイトル    ロハスフェスタ東京 2017 
 
 ■開催日時  2017年9月16日（土）     10:00～17:00（入場は16:30まで） 
 ■開催日時  2017年9月17日（日）     10:00～17:00（入場は16:30まで） 
  ■開催日時  2017年9月18日（月祝）   10:00～16:00（入場は15:30まで） 
        
           雨天決行 ※荒天により中止になる場合があります。 
 
 ■会場     光が丘公園 芝生広場（練馬区） 
 
 ■会費         350円（小学生以下無料） 
 
 ■主催     ロハスフェスタ実行委員会 

Lifestyles Of Health And Sustainability 
 

「健康と持続可能な社会に配慮したライフスタイル」 
 

ロハスとは英語の頭文字をとった略語の「LOHAS」のことです。 
自分の身体や心にいいことは地球にも優しいことなのでは？という考え方を基本にしたライフスタイルを表します。 
日々の暮らしの中で「安ければいい」「便利がいちばん」といった考え方ではなく、こだわりを持って心豊かに暮らす。 

そんなロハスな輪が広がる事を願い、私たちはロハスフェスタを開催いたします。 
 
 
 



①ご応募は〝専用のフォーム〟に入力の上お送りください   
    ・ロハスフェスタ東京2017 ご出展応募フォーム（物販出展専用） 
    https://asp.jcity.co.jp/FORM/?userid=clnew&formid=109 
 
②合否の連絡は専用のフォームに入力されたアドレスへ、〝メール〟でご案内いたします 
   ご応募を頂いた方から、順次メールをいたします 
 
③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://img01.citylife-new.com/usr/l/o/h/lohasnews/LohassFesta_rule_20170302.pdf 
 
④ご出店形態毎の注意事項をよくお読みいただきご了承の上お申し込みください 
 
⑤下記、3タイプの出展日がお選びいただけます。 
  １） 1日出展  9月18日（祝・月） 
  ２） 2日間出展 9月16日（土）17日（日） 
  ３） 3日間出展 9月16日（土）～18日（祝・月） 
  ※ただし3日間出展の方が優先となります。 
  
⑥出展決定後、ご応募の際に申し込まれたブース数等の変更は出来かねますので予めご了承ください 
⑦当日の混雑緩和のため、前日の搬入を必ず行ってください。前日搬入日も含めたお時間の確保をお願いいたします 
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［出展募集概要］ 

募集期間：2017年6月14日（水）～2017年7月5日（水）11:59 
※合否の連絡はご応募を頂いた方から順次お送りいたします 
 ※定員に達し次第、応募を終了させて頂く場合がございます 

https://asp.jcity.co.jp/FORM/?userid=clnew&formid=109


◆出展者説明会日時 
 
次の【①～⑤】のいずれかの回うち、ご予定の合う回にご参加ください。 
 
  ① 6月22日（木） 10時～   ② 6月22日（木） 14時～   【大阪会場】 
  ③ 6月23日（金） 10時～   ④ 6月23日（金） 14時～   【東京会場】  
  ⑤ 7月6日（木）   14時～ 【東京会場】  
 
◆会場 
 【大阪会場】 
  場所：フォルテ301 
  住所：〒566-0021 大阪府摂津市千里丘東2丁目１０－１ 
 
 【東京会場】   
  場所：渋谷区本町区民会館 大集会場 
  住所：〒 151-0071 東京都渋谷区本町 4-9-7 
 
◆お願い事項 
・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。 
・出展店舗の代表者がご出席下さい。代理人でも可能ですが、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。 
・説明会にご参加いただけない場合は、ご出展決定が取り消しとなりますので、ご注意ください。 
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出展者説明会について① 

出展が決定された方は必ず出展者説明会ご参加ください。 
※2016年度または2017年度開催のロハスフェスタにすでにご出展された方は任意の参加で結構です 
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出展者説明会について② 

出展が決定された方は必ず出展者説明会ご参加ください。 
※2016年度または2017年度開催のロハスフェスタにすでにご出展された方は任意の参加で結構です 

次の【⑩～⑪】のいずれかの回うち、ご予定の合う回にご参加ください。 
 
⑩7月13日（木） 10時～  ⑪7月13日（木） 14時～   
⑫7月14日（金） 10時～  ⑬7月14日（金） 14時～  

下記、ロハスフェスタ万博の説明会に参加していただく事も可能です 
 ※会場のご案内は万博会場のものになりますが、東京会場の資料をお渡しし、共通事項をご案内させて頂きます。 

 

◆会場  摂津市立コミュニティプラザ 2Ｆ 会議室1 
       住所：〒566-0021 大阪府摂津市南千里丘５－３５ 

下記、ロハスフェスタ淡路島の説明会に参加していただく事も可能です 
 ※会場のご案内は淡路島会場のものになりますが、東京会場の資料をお渡しし、共通事項をご案内させて頂きます。 

 
次の【⑥～⑨】のいずれかの回うち、ご予定の合う回にご参加ください。 
 
⑥6月29日（木） 10:00～   ⑦6月29日（木） 14:00～ 
⑧6月30日（金） 10:00～   ⑨6月30日（金） 14:00～ ◆会場  場所：こうべまちづくり会館  

           住所：〒650-0022 神戸市中央区元町通4-2-14 ３Ｆ多目的室 
           http://www.kobe-machisen.jp/floor-guide/#unit-236 



・ご応募の際に1ブース出展・2ブース出展を伺います。(物販出展に限り4ブース以上の選択が可能です) 
・ご応募の際に合同出展について伺います。 
 （会員で無い方へのブースの間貸しは禁止事項です。取り扱う作家さまを追加される場合も必ず審査が必要です。） 
・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 http://img01.citylife-new.com/usr/l/o/h/lohasnews/goudousyuttenn.pdf 

その他ご案内 
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前回からの変更点 

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、衛生管理上の懸念がございました。 
  衛生管理の徹底を目指し、飲食出展の方に限り、ゴミの引き受けをさせていただきます。 
   ※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、4ブース以上のブースを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：入金方法にクレジットカード払いが追加となりました。 



・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、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。） 

・出展期間中毎日全ての提供商品の検食の提出を必須とさせていただきます。 

・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。 

 

◆環境への取組について 

・ロハスフェスタはゴミの削減を目的に、使い捨て容器の使用、使い捨ての割り箸やスプーン・フォークの提供を禁止とさせ 

 て頂いております。 

 これまではレンタルリユース食器の使用を必須とさせて頂いておりましたが、今回から今までの取り組みを発展的にした新 

 しい展開を検討しております。 

 詳細は説明会にてご案内します。 

飲食出展時の注意事項 
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ご応募から出展当日までの流れ 
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■出展募集締め切り 2017年7月5日（水）11：59 
募集要項をよくお読みいただき、指定フォームより必要事項を記入し申し込んで下さい。 
※合否の連絡はご応募を頂いた方から順次お送りいたします 
※定員に達し次第、応募を終了させて頂く場合がございます 

■出展者説明会 ① 6月22日（木） 10時～ 【大阪会場】 
② 6月22日（木） 14時～ 【大阪会場】 
③ 6月23日（金） 10時～ 【東京会場】 
④ 6月23日（金） 14時～ 【東京会場】 
⑤    7月6日（木）  14時～ 【東京会場】  
 
【大阪会場】 
 場所：摂津市立コミュニティプラザ 2Ｆ 会議室1 
 住所：〒566-0021 大阪府摂津市南千里丘 5-35 
 
【東京会場】  
 場所：渋谷区本町区民会館 大集会場 
 住所：〒 151-0071 東京都渋谷区本町 4-9-7 
 
※日程が合わない場合はロハスフェスタ万博、ロハスフェスタ淡路島の説明会への参加も可能です。 
  詳細はP4を参照ください。 
   

■申請フォーム入力 7月7日（金）～7月14日（金） 
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 
～7月21日（金） 
出展料のお振り込み期日となります。 

■発注備品発送 
8月下旬頃 
開催約2週間前に出展者証等、その他の書類をお送りします。 

■前日搬入日 9月15日（金） 
当日の混雑緩和のため前日搬入にご協力ください。 

■フェスタ当日 9月16日（土）・17日（日）・18日（月・祝） 
当日は搬入時に出展者証、車両入場証など必要なものをご持参ください。 



  

・ブースサイズ  間口2.7ｍ× 奥行き3.6ｍ （２面開口） 

 

・物品販売のみを行って頂けます。 

・ワークショップ等で火器（カセットコンロ・キャンドル・蚊取り線香など）を使用される方は 

 消火器の設置が必要となります。（ＡＢＣ10型） 

・焼き菓子など個包装の食品の他、リターナブルでの瓶ドリンクの販売を行って頂けます。 

 （火器・電気機器を使用するドリンクの提供、ドリンクをカップに移し変える提供は不可） 

・個包装食品を販売される際は、管轄されている保健所の製造許可のある場所にて製造 

  された食品のみ販売頂けます。その場での調理は行って頂けません。 

 ※現場でのケーキの切り分けなども禁止事項になります。 

 ※個包装商品の販売の場合は、臨時出店届の提出は不要です。 

・電気機器の使用はできません 

・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。 

 （出展料にレンタルテント代は含みます） 

・飲食物の取り扱いのある方は、別途〝食品内容フォーム〟にて商品をご申請ください 

・1日出展（9/18）の方は当日搬入のみとなります。 

テント出展 （物販・1ブース） ※以前のハーフサイズブース   

※４つのブースが集まり、 
  １ブロックとなります。 

3.6ｍ 

2.7ｍ 

1ブース 1ブース 

2.7ｍ 

1ブース 1ブース 

3.6ｍ 

出展形態毎の注意点 
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・ブースサイズ  間口5.4ｍ× 奥行き3.6ｍ （２面開口） 

 ☆2ブース以上をご希望の方は別途で事務局までご連絡ください。 

 

・物品販売のみを行って頂けます。 

・ワークショップ等で火器（カセットコンロ・キャンドル・蚊取り線香など）を使用される方は、消火器の設置が必要となります。（ＡＢＣ10型） 

・焼き菓子など個包装の食品の他、リターナブルでの瓶ドリンクの販売を行って頂けます。 

 （火器・電気機器を使用するドリンクの提供・ドリンクをカップに移し変える提供は不可）  

・個包装食品を販売される際は、管轄されている保健所の製造許可のある場所にて製造 

  された食品のみ販売頂けます。その場での調理は行って頂けません。  

 ※現場でのケーキの切り分けなども禁止事項になります。 

 ※個包装商品の販売の場合は、臨時出店届の提出は不要です。 

・電気設備の使用が可能です ※個別の持ち込み発電機の使用は禁止になります。 

・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。 

 （出展料にレンタルテント代は含みます） 

・飲食物の取り扱いのある方は、別途〝食品内容フォーム〟にて商品をご申請ください 

※3日間出展の方のみ、2ブース１レンタルテント（半分レンタルテント、半分持ち込みテント） 
 を選択できます。  

※４つのブースが集まり、 
  １ブロックとなります。 

5.4ｍ 5.4ｍ 

3.6ｍ 

3.6ｍ 

2ブース 2ブース 

2ブース 2ブース 

テント出展 （物販・2ブース） ※以前のレギュラーサイズブース  

出展形態毎の注意点 
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・ブースサイズ  間口6ｍ× 奥行き4ｍ   

  ※上記範囲内であれば、持ち込みテントの使用可です。 

    ただし、安全管理上撤去が必要な際は、必ずスタッフの指示に 

    従って頂きます。 

 

・1出展につき、2ブースまで可（車両2台で出展） 

 ※テント出展との併用は出来ません。 

・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。 

・火器のご使用は出来ません。 

・期間中、夜間会場内に移動販売車両を留め置いていただけます。  

移動販売車両 （物販）   

出展形態毎の注意点 
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・ブースサイズ  間口5.4ｍ× 奥行き3.6ｍ （１面開口） 

 

・会場にて調理（火器）が必要な場合の出展です。現場で調理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、物販出展をお選びください。 

・電気・火器（ガスコンロや電気ポットなど）の使用が可能です。 ※個別の持ち込み発電機の使用は禁止させていただきます。 

・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。 （出展料にレンタルテント代は含みます） 

・飲食物の取り扱いのある方は、別途〝食品内容フォーム〟にて商品をご申請ください。 

 

［応募条件］ 
※最終項の［ 行事における臨時営業等の取扱要綱 ］を必ずご確認ください。 
  
「保健所への届出について」 
・臨時出店届での出展対象は、ロハスフェスタの開催日程だけではなく、練馬区内の他イベントと合わせた 
 合計の出展期間が１年間で５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、 
 臨時出店届の対象外となります。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。 
 ※提供メニューは、取り扱い要綱内の表1に記載された品目の中から1品目のみとなります。 
 ※ベースが同じで、上からかけるソースなどでの味違いについては、複数メニュー提供することができます。 
 ※例外として、生ビールは1品目として扱われないため、1品目＋生ビールという提供メニュー構成は可能です。 
 
・臨時出店届は主催にて一括で提出しますので、出展者説明会後に、指定の用紙【行事における臨時出店届】をロハスフェスタ事務局までご提出いただきます。 
 万が一、提出書類については保健所に受理されない場合、メニュー再考の上、再提出頂きます。 
 ※提出のない場合はご出展いただけません。 
 
※[ 行事における臨時営業等の取扱い要綱 ]の表２に記載の一定の設備用件が必要なメニュー（カレーライス類、麺類、パスタ、アイスクリーム）を提供希望 
 される店舗のみ、別途個別の給排水設備が必須となります。また、その他のメニューを提供される店舗は、共同設備をご使用いただきます。 
 個別の給排水設備は設置できません。 

3.6ｍ 3.6ｍ 

2.7ｍ 
1ブース 1ブース 

※ブースには三方横幕が付きます 

テント出展 （飲食） 現場調理を伴う出展    

出展形態毎の注意点 
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・ブースサイズ 間口6ｍ× 奥行き4ｍ   

  ※範囲内であれば、持ち込みテントの使用可。 

   ただし、安全管理上撤去が必要な際は、必ずスタッフの指示に従って頂きます。 

 

・1出展につき、1ブースのみ、ご使用頂けます。 

・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。 

・電気・火器の使用が可能です。 

 ※個別の持ち込み発電機の使用は禁止させていただきます。 

・自動車営業許可（東京都内一円）を得た車両でお越しください。  

・移動販売車両での出展の場合、車両での販売（提供）が原則となります。 

 テントでの販売（提供）も可能ですが、あくまで補助的なものとし、基本的には車両での販売（提供）を行って 

 ください。 

 

［応募条件］ 
・東京都23区内で有効な【自動車関係営業許可証】（飲食店・喫茶店・菓子製造）があること。 
 ※許可証をお持ちでない場合はご出展出来ません。 
・自動車関係営業許可証以外に、営業の大要（キッチンカーの設備が分かる書類）の提出が必要です。 
・ご出展いただく車両の給水タンクの容量にご注意いただき、定められた食品の取り扱い基準（右図）に 
 則ったメニューの提供をお願いいたします。 
 

移動販売車両 （飲食）    

出展形態毎の注意点 
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２ブース （２レンタルテント） １ブース （１レンタルテント） ２ブース （１レンタルテント） 

２．７ｍ ２．７ｍ 

３．６ｍ 
３．６ｍ 

５．４ｍ 

３．６ｍ 

3日間出展の方のみ、１テントが選択
できます。 物販は隣接するブースとの間に横幕等はございません。 

テントの脚が境目の目安となります。 

レンタルテントについて 

間口 間口 間口 間口 
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料金表 ご出展料（レンタルテント代含む） 

※税別での表記となります 
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1日出展
9月18日（月祝）

2日間出展
9月16日（土）
9月17日（日）

3日間出展
1日出展

9月18日（月祝）

2日間出展
9月16日（土）
9月17日（日）

現場調理 ドリンクのみ販売 個包装の商品販売

出展形態 ブースサイズ 電気使用 火器使用

飲食形態（可否）

3日間出展

¥25,000○ ○ ○

出展可能日数 料金

○

テント出展
物販・個包装

２ブース　２テント
5.4m×3.6m

- - ○ - -

¥31,000 ¥37,000 ○
（3日間出展のみ）

× ×
△

※リターナブルでの瓶
提供のみ

テント出展
物販・個包装

１ブース
3.6m × 2.7m

テント出展
飲食

1ブース
3.6m × 2.7m

- - ○

○

○ ○

テント出展
飲食

２ブース
5.4m×3.6m - - ○ - -

- - ¥91,500 ○ ○ ○

￥183,000
（2テント） ○ ○ ○ ○

移動販売車両
物販 間口6m × 奥行4m - - ○

○

△
※リターナブルでの瓶

提供のみ

○

移動販売車両
飲食 間口6m × 奥行4m - - ○ - -

- - ¥42,000 ○ × ×

￥91,500
※水道設備利用

（共同）含む
○ ○ ○ ○

- - ○
（3日間出展のみ）

×
テント出展

物販・個包装
２ブース　１テント

5.4m×3.6m - - ○ ×
△

※リターナブルでの瓶
提供のみ

○¥64,000

¥74,000 ○
（3日間出展のみ）

× ×
△

※リターナブルでの瓶
提供のみ

○



※税別での表記となります 
※スタッフ様の人数分、出店者証が必要になります 

（その他の備品使用については任意です） 
料金算出の参考にしてください 

参考料金表（その他レンタル備品等） 
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項目 1日出展 2日間出展 3日間出展

机
（W1800×D600×H700mm） ¥1,000 ¥1,000

椅子 ¥500 ¥500

電気１．５ｋｗ - -

出展者証（大人）
※中学生以上 ¥350 ¥350

東日本大震災義援金 1000円/口

レンタルリユース食器

消火器

耐火ボード

コミュニケーションチャーム 695円／個

車両入場証①
※前日搬入日と、

開催日の搬出が可能です
- ¥500 ¥500

招待券

車両入場証②
※前日搬入日と、

開催日の搬入・搬出が可能です
¥1,000

300円/枚　※１０枚以上から承ります

丼・丸皿・カップ（小／大）　一律25円

3,000円／本
※中身を使用した場合別途2,000円請求いたします

1,000円／枚　サイズ900×600mm　

¥1,500

¥750

¥15,000

¥350

¥2,000 ¥2,000

※従来のリユース食器を発展させた新たな展開を検討中です。詳細は説明会でご案内いたします。 
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※資料は、東京都福祉保健局HPの 
「臨時出店者が出店する場合には・・・」 

より引用 
 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/kyoka/
files/rinnjisyuttenn2016.pdf 


