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ロハスフェスタ南港2020 
ワークショップ特別企画 

出展者募集概要 

2020年 3月 7日(土)～8日(日)開催 

Copyright(C)2020ロハスフェスタ実行委員会, ALL Rights Reserved.  



「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」 

ワークショップ特別企画について 

 ロハスフェスタ南港は現在、ロハスフェスタ唯一の屋内会場として開催しています。 

ロハスフェスタ万博のような屋外会場は、自然、季節を感じながら過ごせる良さがありますが、屋内会場も、雨風や陽射し温
度変化などの影響を受けにくい、という屋内会場ならではの良さがあります。 

“屋内会場の利点をもっと生かしたイベント作り”について進める中で、いろんな部材を扱い、細かな作業が発生する「ワーク
ショップ」は、こういった屋内会場の利点が最大限に生かされる、と考えました。そこで、ロハスフェスタ南港2020では、ワーク
ショップが盛んな会場づくりを目指していくことにいたしました。それに伴い、これまで以上にワークショップでご出展いただき
やすいよう、新たな価格設定をいたしました。 
ぜひ、本企画の趣旨をご理解いただき、ワークショップでのご参加もご検討ください。よろしくお願いいたします。 



イベント概要 

名称 ロハスフェスタ 南港 2020 

開催日時 2020年3月7日（土）、8日（日） 計 2日間 

10:00〜17:00（3月8日（日）のみ16：00まで） 

開催場所 

 

 

会費 

インテックス大阪 6号館 A （1階） 

（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） 
※障がい者手帳をお持ちの方ご本人と介助者1名無料 

 

来場者予想数 約20,000人 

出展者数（予定） 700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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前回(2019年)の開催風景 
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出展作品例 
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募集概要① 

◆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.7参照)  

・既にご応募または出展当確している方は、再度ご応募いただくことは可能です。  
 （既に申請いただいている方は、一旦返金処理致します）  

◆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、   

   ハンドメイド/クラフト作品、イラスト、写真、キッズ・ベビーグッズ、ペットグッズ  など、大量生産されたものではない 

 オリジナル作品 のワークショップまたはワークショップ+物販 
 

 今回、特にワークショップブースを募っております。ぜひ、ご応募ください。 
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募集概要② 

 
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://lohasfesta.jp/wp/wp-content/uploads/2018/LohasFestaSyuttenKiyakuSaisoku20181022.pdf 

 
②3月7日（土）・8日（日）の中から、お好きな日にち（1日出展、2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ブースの3タイプとなります。 
 
④出展形態は、「ワークショップのみ」、「ワークショップ+物販」となっております。物販のみのご応募は 
 ロハスフェスタ公式WEBに内にアップされている物販専用URLからお願いします。 
  ※物販移動販売車両の出展募集はございません。 
 

⑤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。 
 
⑥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。） 
 

⑦当日の混雑緩和のため、前日の搬入を行っていただくことを推奨しております。お時間の確保をお願いいたします。 
  ※3月8日（日）の1日間出展の方は、前日搬入はございません。 
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定員に達し次第、締め切らせていただきます。 
※当落は毎週金曜日に審査及び抽選により決定いたします。 

週明けに出展者専用ページにて、出展が決定された方のIDナンバーをお知らせいたしますのでご確認ください。 

http://lohasfesta.jp/wp/wp-content/uploads/2018/LohasFestaSyuttenKiyakuSaisoku20181022.pdf
http://lohasfesta.jp/wp/wp-content/uploads/2018/LohasFestaSyuttenKiyakuSaisoku20181022.pdf
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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=572 
 
 ・出展者会員IDをお持ちでない方 https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=clnew&formid=574 
 

2．当落通知について 

 ■募集締め切り日 

  定員に達し次第締め切らせていただきます。 

  ※土日祝、12月28日(土）～1月5日(日)は審査期間対象外となります。 

  ※先着順で審査をさせていただきます。 

  ※審査内容に関するお問合せは、お答えしかねますので予めご了承ください。 

 ■新規会員さま 
  会員登録の審査結果はメールにてお知らせ致します。 
  (審査には10日間ほどお時間をいただく場合がございます。) 
  審査結果の際、会員さまになられた方にはIDナンバーをお伝えしますので、出展者専用ページにて、ロハスフェスタ南港の出展当落をご確認ください。 
  ※出展者専用ページのURL及びアクセスPASSは、会員登録審査結果のメールにてお知らせいたします。 
  ※ 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。 
  ※事務局からのメールや自動返信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。 

 ■既存会員さま 

  当落の通知は出展者専用ページにて行います。 

  出展者専用ページ http://lohasinfo.citylife-new.com/ 

  ※アクセスPASSは、応募フォームの自動返信メールに記載しております。      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。 

  ※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。 

  ※事務局からのメールや自動返信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。 

 ■当落発表日 

  応募後、毎週金曜日に審査をいたします。 

  週明けに出展者専用ページにて出展が決定された方のID№を更新いたしますのでご確認ください。 

  ※審査にお時間をいただくことがございます。   
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1．販売面サイズ ： 

・1ブース／間口2.0m×奥行き1.2m（1面開口） 

・2ブースAパターン／間口4.0m×奥行き1.2m（1面開口） 

・2ブースBパターン／間口2.0ⅿ×奥行き2.4ｍ(1面開口） 

・4ブース／間口4.0ⅿ×奥行き2.4ｍ(2面開口） 

間口2.0M 

奥行2.4 M 

間口4.0M 

間口4.0M 

間口2.4M 

※ブースのはみ出しは出来ません。 
※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 
 

出展形態注意点  

【 2ブース】 

※ワークショップ+物販をされる方は 
 物販スペースは1ブース分 
（1.2×2.0M）までとします。 
 ワークショップを中心にご展開ください。 

【4ブース】 
※ワークショップ+物販をされる方は   
物販スペースは2ブース分2.4×2.0M）
までとします。 
ワークショップを中心にご展開ください。 
 

販売面 

販売面 

販売面 

 

 

 

Ｄ450 
奥行1.2M 

間口2.0M 

販売面 

【1ブース】 

W1800 

間口4.0M 

奥行1.2M 

販売面 
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【Aパターン】 

【Bパターン】 



すでに応募済または           
申請いただいている方 

※税込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 16,500円／500W・口、22,000円／1,500W・口、44,000円／3,000W・口 

◆机（W1800×D450×H700) 1,100円／台 
◆イス 550円／台 

2ブース以上でお選びいただいたブースの半分のスペース分を通常出展料の半額(1,000円未満切上）と 

させていただいてます。（下記料金は既に上記を反映した金額です） 

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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出展形態 ブース数 金額

1
9,350円
　 ／日

9,350円
　 ／日

手続き無し
9,350円
　 ／日

＋ 1ブース
→  2ブース

14,300円
   　 ／日

2
18,700円
   　 ／日

18,700円
   　 ／日

14,300円
   　 ／日

＋ 2ブース
→ 4ブース

28,600円
   　 ／日

4
37,400円
   　 ／日

37,400円
   　 ／日

28,600円
   　 ／日

1
9,350円
　 ／日

手続き無し
9,350円
　 ／日

＋ 1ブース
→  2ブース

14,300円
   　 ／日

2
18,700円
   　 ／日

14,300円
   　 ／日

＋ 2ブース
→ 4ブース

28,600円
   　 ／日

4
37,400円
   　 ／日

28,600円
   　 ／日

支払未の方 → 新価格お支払
支払済の方 → 新価格との差額返金

支払未の方 → 再申請・新価格お支払
支払済の方 → 一旦全額返金
　　　　　　  再申請・新価格のお支払

支払未の方 → 再申請・新価格お支払
支払済の方 → 一旦全額返金
　　　　　　  再申請・新価格のお支払

支払未の方 → 再申請・新価格お支払
支払済の方 → 一旦全額返金
　　　　　　  再申請・新価格のお支払

現在の応募内容

出展形態・ブース数
共に変更無し

「物販＋ワークショップ」
「ワークショップ」への内容変更

「物販＋ワークショップ」
「ワークショップ」のブース追加

ワークショップ新企画に関するご希望内容

物販＋ワークショップ
ワークショップ

物販 手続き無し



ご出展料金 

※税込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 16,500円／500W・口、22,000円／1,500W・口、44,000円／3,000W・口 

◆机（W1800×D450×H700) 1,100円／台 
◆イス 550円／台 

2ブース以上でお選びいただいたブースの半分のスペース分を通常出展料の半額(1,000円未満切上）と 

させていただいてます。（下記料金は既に上記を反映した金額です） 

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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料金 料金 料金

出展料 出展料 出展料

1ブース

2m×1.2m

物販+ワークショップ

ワークショップ
¥9,350 別途有料 × ¥9,350 別途有料 × ¥18,700 別途有料 ×

※1ブースは新企画価格対象外です。　　※会場ルールにより、火気使用するには制限があり、使用される場合は電熱器とさせていただきます。

×

\28,600

↑

\37,400

別途有料 ×

\57,200

↑

\74,800

別途有料

別途有料 × 別途有料 ×

\14,300

↑

\18,700

\14,300

↑

\18,700

\28,600

↑

\37,400

出展形態

2ブース

Aパターン：4ｍ×1.2ｍ

Bパターン：2m×2.4m

4ブース

4ｍ×2.4ｍ

ブースサイズ

3月7日（土）

1日間出展

物販+ワークショップ

ワークショップ
別途有料 ×

物販+ワークショップ

ワークショップ

\28,600

↑

\37,400

別途有料 ×

3月8日（日）

1日間出展

3月7日（土）～8日（日）

2日間出展

電気使用 火気使用 電気使用 火気使用 電気使用 火気使用

新企画価格

新企画価格
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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・税込） 

※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） ・・・1,100円／台 

・イス・・・550円／台 

・電気・・・16,500円／500W・口 、 22,000円／1,500W・口 

  44,000円／3,000W・口 

 

 

4 ．禁止事項 

・火気の使用 

・発電機の使用 

・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 

・ワークショップで使用する（参加者）イスのみはみ出し可 

出展形態注意点  
(ワークショップ、ワークショップ+物販②) 



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・ストローの販売・提供について 

 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）の使用制限について 
  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、使い捨てとなるビニール袋のブースでの無料提供はお止めください。  
  「生分解性レジ袋」を無人カトラリー販売所にて1枚10円にて販売いたします。そちらをご案内いただきますようお願いします。 

 
 ≪ご留意点≫ 
  ・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ご提供可能です。 
  ・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。その場合の過剰包装は避けてください。 
  ・製品の性質上、ご購入後すぐのビニール袋へ入れないといけない場合は、本部にて指定のものを有料(1枚10円)にて販売いたします。 
   お客様へも10円にて販売ください。 
  ・エコリサイクルコーナーにて「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は無料で利用できます。  
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  その他ご注意点 

◇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、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。 
 
 ≪ご留意点≫ 
  ・お客様へのドリンク提供時にストローが必要な場合は、本部にて指定のものを有料(1枚10円)にて販売いたします。 
   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は、必ずお客様へは『環境イベントとなりますので、イベント主旨に従い、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スプーンをご購入ください。』とお声がけください。 
 
 



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×1.2m）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 
 

1.2ⅿ 

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。 

その際、背面のブースの方の雰囲気、テイストをくずさないよう、無地の布等をご使用ください。 
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  前回よくあった質問① 

来場者動線  

出展者動線 

50cm 



 
 

Q4 ．前日搬入は全出展者参加ですか？ 

  A：3月7日（土）に出展されない方は、当日朝の搬入のみとなります。 

    7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。  

    当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。（8ページ参照） 

 

 

Q8 ．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、6号館付近まで駐車しての荷卸しは可能です。 

     ただし、駐車スペースに限りがございますのでお待ちいただくこともございます。 
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  前回よくあった質問② 



ロハスフェスタSDGsへの 

取り組み①  

「誰ひとり取り残さない」ために、私たちができるSDGs（エスディージーズ） 

 

最近「SDGs」という言葉を耳にする機会が増えてきました。「持続可能な開発」や「貧困」「気候変動」などと聞くと、 

国や企業がやるべきことように感じてしまいますが、 

SDGsは、地球に住むあらゆる人々がともに取り組み、達成すべきゴールです。 

私たち個人でもできることはたくさんあります。 

ロハスフェスタでは、出展者の皆様、来場者の皆様とともに、SDGsについて考え、取り組んでいきます。 

Sustainable Development Goalsの略。  

人面類が直する課題に対処し持続可能な世界を実現するため、2030年までに達

成すべき目標として、2015年に国連総会で採択されました。経済成長、社会的

包摂、環境保護、貧困対応に関する17の目標と、それらを達成するための169

のターゲット、および230 の指標で構成されます 。 
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ロハスフェスタSDGsへの 

取り組み② 

ロハスフェスタでの取り組み＜具体例＞ 

ロハスフェスタでは、環境イベントとして様々な地球環境に配慮した企画や取り組みを行ってきました。 

その中で、SDGsの目標と合致する取り組みの具体例をいくつかご案内致します。 

気候変動に具体的な対策を 

・BDF燃料でのイベント運営／リサイクル回収の実施 

 

陸の豊かさも守ろう 

・間伐材を使用したカトラリーの販売 

貧困をなくそう 

・こども食堂の実施 

海の豊かさを守ろう 

・マイ食器持参の呼びかけ／リユース食器の販売 

・レジ袋・ストローの廃止 
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ロハスフェスタSDGsへの 

取り組み③  

出展者の皆様へのお願い 

ロハスフェスタとしてイベント全体でのSDGsへの取り組みの他に、 

普段からロハスな活動をされている出展者の皆様の個々の取り組みを可視化し、 

来場者によりわかりやすく伝えて行きたいと思っておりますので、下記のご協力をお願い致します。 
 

        １）応募フォームのSDGｓの質問項目にて、17の目標の中から個々の取り組みに近いものを選択してください。 

        ２）1)で選んだ目標に対して、取り組みの内容を具体的に記述してください。  

        ３）ご出展が決定された方は、SDGｓのアイコンを当日ブース装飾として掲出致します。 

（装飾は事務局にて準備） 

＜例＞ ■プラスチックの容器や包装を使用しない・・・ 

 

■オーガニックや減農薬等で栽培された環境共生型の製品の販売、または原料使用・・・  

 

■フェアトレードの理念で生産された製品の販売、または原料使用・・・  

 

■間伐材や再生紙の使用・・・ 

 

■アンティーク雑貨・家具などリユース製品・リサイクル製品の販売・・・ 

 

■化学物質・化学調味料（保存料・添加物）を使用しない・・・ 

 

■地域活性化・地方創生のプロジェクトに関わる製品の販売・・・ 

17 


