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ロハスピクニック広島2020 ご挨拶

大阪の万博記念公園からスタートしたロハスフェスタは、東京、広島、

淡路島、福岡と開催エリアを広げながら、「オシャレにかわいくエコを

実践しよう」をテーマに、環境イベントとして出展者の皆さまと共に

成長してまいりました。

広島県では旧広島市民球場跡地で、2014年から「ロハスフェスタ広島」を

5回開催し、県内外から多くのご来場をいただいております。

今回は3月19日（木）から広島県内一円で開催される「ひろしまはなのわ

2020（第37回全国都市緑化ひろしまフェア）」と連携して開催させて

いただくこととなりました。

平和を象徴する花と緑で装飾された会場で、ひろしまから花と笑顔と

平和の「わ」が世界に広がれば、と思います。

ロハスフェスタ広島（旧広島市民球場跡地）での開催中の様子
※今年はロハスピクニックとして開催します。

ロハスピクニック尼崎の森中央緑地での開催中の様子

1

そこで第6回目の今回は、初めての試みとして、「ロハスピクニック produced 

by ロハスフェスタ」を旧広島市民球場跡地で10月3日（土）・4日（日）に開催し

ます。

「ロハスピクニック」はロハスフェスタのスピンオフ企画として、入場料無料で

ロハスフェスタの人気コンテンツを気軽に楽しんでいただけます。

こだわりの手作り雑貨やフラワー＆グリーン、アンティーク、フード、

ワークショップなど、ヨーロッパの蚤の市の雰囲気で皆さまに、

ゆっくり気軽にお買い物を楽しんでいただける会場づくりを目指します。

広島市民に愛され、アクセス抜群の「旧広島市民球場跡地」で開催される

「ロハスピクニック広島2020」への多くの出展応募をお待ちしております。



イベント概要

■ イベント開催概要

日 時 ： 2020年10月3日（土）・4日（日） 10：00～17：00

会 場 ： 旧広島市民球場跡地

〒730-0011 広島県広島市中区基町5-25

主 催 ： ロハスフェスタ実行委員会

共 催 ： TSSテレビ新広島

後 援 ： 環境省/広島県/広島市/広島県教育委員会/広島市教育委員会/

一般社団法人広島県観光連盟/一般社団法人広島市私立幼稚園協会/

一般社団法人広島市私立保育園協会/公益社団法人ゴルフ緑化促進会/

一般社団法人日本ホビー協会/広島エフエム放送（予定）

交通アクセス ： (1)市内電車：「原爆ドーム前」下車すぐ

(2)バス：「紙屋町」下車すぐ

(3)アストラムライン：「県庁前」下車

入場料 ： 無料（雨天決行※荒天により中止になる場合があります）

出展店舗数 ： 150店舗（予定）

■ ご出展によるメリット

・売り上げのマージンはございません。売り上げは全てお持ち帰りください。
・様々な告知でご来場者を誘致します。
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会場

会場アクセス



●出展日数

① 物販 （個包装フード含む） ② ワークショップ + 物販 ③ ワークショップ ④現場調理（テント出展）
⑤ 移動販売車両 物販 ⑥ 移動販売車両 飲食

※飲食出展においては「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、ロハスピクニック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3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。

※テントは持ち込みとなります。
※④現場調理（テント出展）で出展の方は3方横幕が必須です。
※テントウエイトは主催側で4個（20kg×4個）準備します。

各日150店舗（予定）

10月3日（土）・4日（日）のどちらか1日の参加も可能ですが、2日間出展可能な方を優先する場合がございます。

①物販（個包装フード含む） ②ワークショップ+物販 ③ワークショップ ⑤移動販売車両 物販
1日出展 10/3(土)のみ： 8,500円(税別) 10/4(日)のみ： 8,500円(税別)
2日間出展 10/3(土)～10/4(日)： 17,000円(税別)

④現場調理（テント出展） ⑥移動販売車両 飲食
2日間出展のみ 10/3(土)～10/4(日)： 60,000円(税別)

次ページの応募専用フォームより応募願います。

募集概要①

●募集出展形態

●出展店舗数

●出展料

●応募方法

●募集締め切り 1次募集 5月17日（日） ・2次募集 6月21日（日）
(新規の方 1次募集 5月10日（日） ・2次募集 6月14日（日）)
※1次で定員に達した場合、2次募集はありませんのでお早めにお申し込みください。
※新規の方は会員登録の審査がございますので、締切日が早まります。

※物販、飲食共に売上マージンはございません。売上は全てお持ち帰りいただけます。
※車両は近隣の有料駐車場へ駐車願います（会場に駐車スペースはございません）
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募集概要②

●飲食出展の方

テント・机などのレンタルは基本的に予定しておりません。
必要な場合はお持ち込みください。

電気を使用される場合は、有料にてご用意いたします。
※基本的には、2日間出展の方のみに限らせていただきます。
※発電機の持ち込みは安全上の理由でご遠慮いただいております。

・飲食出展においては「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、ロハスピクニック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3日以内の出展であることが条件になります。それを越えると「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。

・個包装を販売される方は、製造許可のある場所で製造されたもののみ販売可能です。
※必ず個別の表示を行ってください。

・開催当日はロハスフェスタ同様、リユース食器での運営となります。使い捨て食器、カトラリーの提供は禁止です。

●出展スペース 約3ｍ×3ｍ程度（移動販売車両は6m×4m）

<テントについて >
移動販売車両以外のご出展は、各自テント持ち込みとなりますので、必ずご用意ください。
テント固定のウエイト（20kg×4）は主催側で準備いたします。
イベント開催前日に出展スペースにウエイトを置いておきますので、各自セッティング願います。
※ワンタッチ型テント・非自立式タープ型テントは固定が難しいため、ご使用いただけません。
自立式のテントの使用をお願いします。

※テント無しでのご出展はできません。

<ご留意点 >
・出展位置は屋外となります。
・移動販売車両については、車両サイズに合わせたレイアウトをさせていただきます。
・施設の特性上、出展位置によってサイズは若干変わります。
・レイアウトは事務局の決定に一任いただきます。

●レンタル備品

●電気使用

自立式テント

ウエイト
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■取扱いを認めない調理の品目例

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

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。

■販売に係る注意事項

募集概要③（広島市保健所の催事等における臨時店舗営業について）
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②コック付きポリタンク
（手洗い用・１８L以上）

③排水用ポリバケツ
※②を受入れる容量

④フタつきゴミ箱
（４５L以上）

①消毒用アルコール
スプレー

ブースのしつらえについて （例）

現場調理をされる出展者様は保健所の指導に則って、下記備品をブース内にご用意ください。

飲食物のご提供に際しては、必ず法令を順守した設備のご準備をお願いします。

募集概要④（施設（テント）設備について）

⑤容器等保管庫 ⑦三方横幕⑥クーラーボックス
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下記、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。
出展者専用ページからも応募できます。

◆IDをお持ちでない方（出展会員 未登録の方）

会員登録の審査結果はメールにてお知らせいたします。(10日間ほどお時間をいただく場合がございます)
※会員登録の審査結果は、出展決定のお知らせではございません。ご注意ください。
※4月24日～5月2日までは「ロハスフェスタ万博2020 Spring開催日の為、審査業務が滞ります。予めご了承願います。

応募方法

◆飲食出展をご希望の方は、右記の食品内容フォームも忘れずに送信ください。

◆IDをお持ちの方(出展会員 登録済の方)
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当落通知について

■募集締切日

1次募集：2020年5月17日（日）23：59 2次募集：6月21日（日）23：59
（新規の方 1次募集：2020年5月10日（日）23：59 2次募集：6月14日（日）23：59）
※募集定数に達し次第、募集は締め切らせていただきます。
※新規の方は会員登録の審査がございますので、締め切り日が早まります。

■当落発表

1次募集：2020年5月22日（金） 2次募集：6月26日（金）
出展者専用ページにて出展が決定された方のIDナンバーを発表いたしますので出展当落をご確認ください。

出展者専用ページ http://event.lohasfesta.jp/exhibitor

アクセスPASSは、応募フォームの自動返信メールに記載いたします。
新規会員の方は会員登録審査結果のメールにてお知らせいたします。
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。（PC、携帯どちらでも可）

※ドメイン@citylife-new.com からのメール受信が可能なように設定ください。
文章内にURLが含まれているメールはメインフォルダではなく、ソーシャル、プロモーション、迷惑フォルダなどに
自動的に振り分けられている可能性がございますので届いていない場合は他フォルダをご確認ください。

■その他

応募者多数の場合は抽選及び商品審査にて当落を決定させていただきます。
審査内容に関するお問合せはお答えしかねます。予めご了承ください。
※事務局からのメールが迷惑メールに振り分けられる場合がございます。念の為、ご確認ください。
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出展者専用ページQR

http://event.lohasfesta.jp/exhibitor


①キャラクター・ブランドロゴなどを使用した商品の販売

キャラクターもの、太陽の塔などの商品、他社(者)ブランドや意匠などを使用した
商品の販売において制限を設けています。
詳しくは、別紙・出展規約8項-10をご確認ください。

②レジ袋（ビニール袋）の使用

地球温暖化や海洋汚染の観点からも、「ゴミを出さないイベント」実現のため、
来場者様、出展者様にご協力を呼びかけ、「マイバックの持参」を強く推奨して
おります。
使い捨てとなるビニール袋の提供は禁止しておりますのでご了承ください。

製品の性質上、ご購入後すぐにビニール袋へ入れないといけない場合は、予め
申請フォームにて指定のビニール袋（バイオマスプラスチックレジ袋）をご購入
いただき、お客様へも10円で販売ください。イベント当日、本部でも購入可能です。
（一袋100枚入り）また会場内無人販売所を設置し、1枚10円にて来場者さまへ
販売もいたします。
・ブースでの提供を禁止しているのは、ビニール袋です。紙袋や新聞紙などの
包装は提供可能です。
・アクセサリーやドライフラワーなど作品を守る為の包装(セロハンなど)はして
いただいても結構です。但し、過剰包装は避けてください。

・エコリサイクルコーナーにて「紙袋」の回収を行い、マイバックをお持ちでない方
に無料でご利用いただけるよう、会場内にBOXを設置しています。
※バイオマスプラスチックレジ袋とは植物(サトウキビ)由来のポリエチレンを
100%配合した環境にやさしいレジ袋。 石油資源の節約とCO2排出量を
大幅に削減できます

③通路での呼び込み

本イベントは、会場の雰囲気を大切にしています。
皆さまにゆったりした気分でお過ごしいただけるよう、通路での呼び込みや
強引な客引きはご遠慮ください。

ロハスピクニック禁止事項
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④ストローの使用

使い捨てプラスチック製ストローの使用を廃止いたしました。
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1本10円にて販売を
いたします。
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。
・お客様へのドリンク提供時にストローが必要な場合は、無人カトラリー
販売所にて指定のものを有料(1枚10円)にて販売します。
お客様へも商品代プラス10円にて必ず販売ください。
・タピオカなど特別なストローが必要な場合、お客様へは環境イベントと
なりますので、イベント趣旨に従い、使い捨てプラスチック製ストローの
提供はしておりません。
無人カトラリーにてタピオカ用の紙ストローをご購入ください。』と
お声がけください。

⑤使い捨て容器の使用

ロハスフェスタでは、【ゴミゼロ～お支度１００％】をスローガンに、
「マイ食器」「マイボトル」の持参１００%を目指しております。
マイ食器をお持ちでない方へはリユース食器を販売しております。
紙コップ、紙皿、あきらかに使い捨てと思われるプラスチック容器は
マイカップ、マイ食器としては認めておりません。
来場者様よりお申し出があった場合も「主催側からの指示で使い捨て容器への提
供を禁止されています」とお伝えいただき、リユース食器販売でのご対応
いただきますようお願い致します。

⑥使い捨てプラスチック容器の使用 （※個包装での販売について）

使い捨てプラスチック容器をゴムで留めるなどの簡易包装は、現場でゴミになる可
能性が高いためご遠慮いただきますようお願いいたします。紙袋やトウモロコシを
主成分とする生分解性のレジ袋をご利用ください。
使用される場合は、その場で食べるのではなく、お待ち帰りいただくものとして、
しっかりとした包装をしたものをご用意ください。


