
２０１０年  月   日 

第第第第 12121212 回ロハスフェスタ出展申込内容チェック表回ロハスフェスタ出展申込内容チェック表回ロハスフェスタ出展申込内容チェック表回ロハスフェスタ出展申込内容チェック表    

全てのお申し込み、申請書ご提出の期限は 10101010 月月月月 11111111 日（日（日（日（月）、月）、月）、月）、入金は 10101010 月月月月 18181818 日（日（日（日（月）月）月）月）です。 

この用紙にお申し込み内容をすべてご記入いただき、この用紙を一番上にして 

各種申請書と一緒に FAX(06-6368-3505)、もしくは郵便にてお送り下さい。 
 

 
■各種申込・申請書類提出チェック表 

チェック 申込・申請内容 

 A 誓約書（郵送のみ受付可・FAX は不可です） 

 B 車両入場許可証申請（1 台目から必要） 

 C 電気・ガス使用申請（照明用、追加分全て必要） 

 D リユース食器発注書（必要な方のみ） 

 E 食品出展の内容確認書（必要な方のみ） 

 露天営業許可証申請書・露天営業許可証のコピー（飲食出展で必要な方のみ） 

する ・ しない 会場プログラム校正希望（丸をつけてください） 

●コンセントはテントのまん中あたり１口です。延長コードなどのご用意を必ずして下さい。 

●お振込期日 10 月 18 日（月） 

●期日が過ぎますとキャンセルとなりますので、ご注意ください。 

●ご入金の際は、出展名の前に発行された ID ナンバーを必ずご記入してご入金ください。 

（例：A0012 お名前）未記入ですと、ご入金確認にお時間がかかります。 

●ご入金後のキャンセルは返金致しかねます。 

※※※※合計金額合計金額合計金額合計金額はははは再度再度再度再度ごごごご確認確認確認確認くださいくださいくださいください。。。。    

IDIDIDID ナンバーナンバーナンバーナンバー    携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話    

ショップ名ショップ名ショップ名ショップ名    担当者名担当者名担当者名担当者名    

［お振り込み先情報］ 

 

■銀行名  

 ジャパンネット銀行 

■銀行番号  

 0033 

■支 店  

 すずめ支店 

■支店番号  

 002 

■口 座  

 普通預金 

■口座番号  

 1337077 

■口座名  

 ロハスフェスタ実行委員会 

項  目 単 価 * 数量 小 計 

出展料 

2 日間 

テント出展 18,000 円 1 ブース 円 

移動販売 25,000 円 1 ブース 円 

出展 

入場証 

大人 440 円/人 人 円 

小学生 140 円/人 人 円 

テント 
A タイプ 15,000 円  円 

B タイプ 7,500 円  円 

レンタルテーブル 1,000 円/台  円 

車両入場許可書 1,000 円/台  円 

追加電力 

1kw 5,000 円  円 

2kw 10,000 円  円 

3kw 15,000 円  円 

4kw 20,000 円  円 

リユース 

食器 

カップ類 10 円/個 個 円 

M 皿・丼 30 円/個 個 円 

間伐材割り箸(50 膳) 500 円 セット 円 

木製スプーン(50 膳) 500 円 セット 円 

木製フォーク(50 膳) 500 円 セット 円 

合合合合    計計計計                                    円円円円    



《別紙Ⓐ》 

 

ロハスフェスタ参加誓約書ロハスフェスタ参加誓約書ロハスフェスタ参加誓約書ロハスフェスタ参加誓約書    

 

私は、2010 年 11 月 13 日・14 日に開催される第 12 回ロハスフェスタ（以下フェスタ）への参

加に際し、参加ブースの代表としてその趣旨に賛同し、以下の項目に同意し遵守する事を

誓約します。またこの誓約内容を参加スタッフにも確実に周知、徹底させます。 

 

1. 私は、ロハスフェスタ主催者が設けたすべての注意事項（別紙）、スタッフの指示に従い、安全で 

円滑な運営に協力します。 

2. 私は、搬入・搬出時に主催者側の誘導に従い、園内の決められたスピード以上走行したり、 

危険な運転をしません。 

3. 私は、フェスタ期間中及びその準備中に人身事故が発生した場合、その原因の如何を問わず、 

主催者及びイベント関係者に対する責任の一切を求めません。 

4. 私は、フェスタ期間中の事故で生じた商品の損害に対して全て自己責任とし、主催者側に 

その補償を求めません。 

5. 私は、設営物の設営後に天候の影響で不測の事故が生じないよう、確実に取り付けます。 

また主催者側の補助を得て取り付けた場合も、最終の安全確認を出展者が行い、万一事故が 

あった場合も自己責任とします。尚、強風等の対応として主催者側から天幕・横幕をはずす 

指示あった場合は速やかに従います。 

6. 私は、フェスタ開催中、商品の管理を自己責任で行い、万一紛失、盗難、破損などが起きた場合も 

主催者側にその補償を求めません。 

7. 私は、調理などを必要とする出展で、プロパンガスやガスコンロなどを使用する場合は、 

火災、爆発事故が発生しないよう安全管理に万全を尽くします。また主催者が 

その設備に関して安全のために設置の変更を依頼した場合はその指示に従います。 

8. 私は、食品関係の出展をする場合、その商品の衛生面や保存管理に十分気をつけ 

食中毒などが発生しないように注意します。販売物及び出展物について事故が発生した場合は 

全て自己責任とし誠意を持って対処します。 

9. 私は、ロハスフェスタの趣旨に従い、ゴミの持ち帰り、リユース食器の利用促進、 

環境への取組みに積極的に協力します。また、フェスタのイメージにそぐわないディスプレイや 

マナーに反した行為を致しません。 

10. 私は、フェスタ当日に中止となった場合や自己判断で参加できなかった場合、 

出展料・レンタル料他、一旦払い込んだ費用が払い戻しされないことを了承します。 

 

平成 22 年    月     日 

ID ナンバー 

ショップ名 

参加者代表名                 印 

株式会社 シティライフ NEW  

ロハスフェスタ 

代表 池谷綱記 殿 

 



《別紙Ⓑ》 

２０１０年  月   日 

【第１2 回ロハスフェスタ in 万博公園 搬入出内容搬入出内容搬入出内容搬入出内容    申請書申請書申請書申請書】 

■10101010 月月月月 11111111 日（月日（月日（月日（月））））までにこの用紙を FAXFAXFAXFAX06060606----6368636863686368----3505350535053505 送信ください。 

●搬入・搬出のための【車両入場許可証】を車両１台つき１枚 1,000 円頂戴いたします。（駐車料金ではありません） 

●【車両入場許可証】は１ブース・1 日・3 台まで発行いたします。 

●１日目と２日目の車両が変わる場合はそれぞれに必要となりますので、ご注意ください。 

●レンタカーの場合は「レンタカーのため不明」と記入し運転手名と携帯電話をご記入下さい。 

●13 日・14 日の両日とも午前午前午前午前 8888 時半以降時半以降時半以降時半以降は車両での千里橋ゲート入場はできません。 

●午前 10 時半以降は東駐車場に駐車し、東ゲートから手荷物搬入でお願いします。 

●園内園内園内園内のののの走走走走行速度行速度行速度行速度はははは 10km/10km/10km/10km/時速時速時速時速、、、、最徐行最徐行最徐行最徐行でお願いします。安全運転を厳守してください。 

■搬入搬入搬入搬入はははは車両停車位置車両停車位置車両停車位置車両停車位置やややや時間時間時間時間をををを出展許可証送付出展許可証送付出展許可証送付出展許可証送付のののの際際際際におにおにおにお知知知知らせしますのでらせしますのでらせしますのでらせしますので、、、、    

    スタッフのスタッフのスタッフのスタッフの指示指示指示指示にににに従従従従ってくださいってくださいってくださいってください。。。。    

    

□□□□手荷物搬入手荷物搬入手荷物搬入手荷物搬入            □□□□車両搬入車両搬入車両搬入車両搬入                ■■■■前日搬入希望時間前日搬入希望時間前日搬入希望時間前日搬入希望時間        ：：：：         

 

●搬入出のご予定をご記入ください。 

 

●ロハスフェスタで搬入する車両の車種・車番をご記入ください。 

●[車両入場許可証]を発行しますので、車両搬入をされる方は、必ずご記入ください。 

●日程の欄は該当車両が搬入出する日程をご記入下さい。 

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    

事事事事    務務務務    局局局局 

〒566-0001 大阪府摂津市千里丘 1-13-23  fax.06-6368-3505 

e-mail.info@lohasfesta.jp  URL.http://www.lohasfesta.jp 

 

ID ナンバー 携帯電話 

ショップ名 担当者名 

日日日日    程程程程    
前日 11/12 

搬入 

1 日目 11/13 

搬入 

1 日目 11/13 

搬出 

2 日目 11/14 

搬入 

2 日目 11/14 

搬出 

車両台数車両台数車両台数車両台数    台 台 台 台 台 

車車車車    種種種種    車両ナンバー車両ナンバー車両ナンバー車両ナンバー    車両管理者名車両管理者名車両管理者名車両管理者名    携帯電話番号携帯電話番号携帯電話番号携帯電話番号    日程日程日程日程    

例）メーカー名 車種(色) 例)○○○大阪 あ 1234 例)北 摂子 例)090-1000-1000  

例)レンタカーのため当日記入 例)レンタカーのため当日記入 例)北 摂夫 例)090-2000-2000  

     

     

     

     

     

     



《別紙Ⓒ》 

２０１０年  月   日 

【第【第【第【第 12121212 回ロハスフェスタｉｎ万博公園電気使用申込・申請書】回ロハスフェスタｉｎ万博公園電気使用申込・申請書】回ロハスフェスタｉｎ万博公園電気使用申込・申請書】回ロハスフェスタｉｎ万博公園電気使用申込・申請書】    

●ロハスフェスタで使用される電気量と使用機器をご記入ください 

●基本的には飲食出展用となります。その他での使用希望の方はご相談ください 

●10101010 月月月月 11111111 日日日日（（（（月月月月））））までにこの用紙を FAX06060606----6368636863686368----3505350535053505 に送信ください 

 

●コンセントはテントのまん中あたり１口です。延長コードは各自で用意を必ずして下さい。 

●電気工事会社に工事依頼しますので、使用される合計容量、使用器具は全てご記入ください。 

●発注量以上の電気器具は使用しないでください。周辺ブースもトラブルが起きる場合があります。 

●追加電力の使用可能時間は 13 日・14 日の 8 時〜18 時までとなります。イベント終了後、夜間の通電はおこないません。 

●ご利用いただける機器は電圧 100V のみとなります。 

［［［［追加電力料金追加電力料金追加電力料金追加電力料金］］］］    

■■■■1kw/51kw/51kw/51kw/5,000,000,000,000 円円円円    2kw/102kw/102kw/102kw/10,000,000,000,000 円円円円    3kw/153kw/153kw/153kw/15,000,000,000,000 円円円円    4kw/204kw/204kw/204kw/20,000,000,000,000 円円円円    

 

<追加電気用> (   KW 申込電量を記入)   

使用機器 使用容量 個数  使用機器 使用容量 個数 

    WWWW                WWWW        

    WWWW                WWWW        

    WWWW                WWWW        

    WWWW                WWWW        

    WWWW                WWWW        

    WWWW                WWWW        

    WWWW                WWWW        

    WWWW            合合合合        計計計計    WWWW        

【ガス・火気照明【ガス・火気照明【ガス・火気照明【ガス・火気照明    使用申請】使用申請】使用申請】使用申請】    

●ガス関係・火気をご使用の方はご記入ください。 

●ブースには必ず、消火器か水バケツをご用意ください。   
 

■ガスを □使用する・□使用しない（チェックしてください） 

・カセットコンロ（  ）台    ・ガスコンロ（  ）台    

・プロパンガス（  ）本        ・キャンドル(   )個くらい 

・ランタン(   )台・その他(                 ) 
 

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
事事事事    務務務務    局局局局 

〒566-0001 大阪府摂津市千里丘 1-13-23  fax.06-6368-3505 

e-mail.info@lohasfesta.jp  URL.http://www.lohasfesta.jp 

 

ID ナンバー 携帯電話 

ショップ名 担当者名 



《別紙Ⓓ》 

２０１０年  月   日 

【第【第【第【第 12121212 回ロハスフェスタ回ロハスフェスタ回ロハスフェスタ回ロハスフェスタ inininin 万博公園リユース食器発注書】万博公園リユース食器発注書】万博公園リユース食器発注書】万博公園リユース食器発注書】 

●ロハスフェスタで提供されるメニュー・食数と使用食器数をご記入ください 

●物販の方でも飲食物を出展される方はご記入ください 

●この発注数は 2222 日間日間日間日間の合計数で発注してください 

●10101010 月月月月 11111111 日日日日((((月月月月))))までにこの用紙を FAX06060606----6368636863686368----3505350535053505 へ送信ください 

 

■予想される全てのメニューをご記入ください。 

■使用食器は下記図の番号（①〜④）をご記入ください。 

■食数は２日間で予想される合計数量をご記入ください。その同数の食器をご用意致します。 

■上記の表から各リユース食器の種類の合計をご記入ください。

 

【有料割り箸・木製スプーン】【有料割り箸・木製スプーン】【有料割り箸・木製スプーン】【有料割り箸・木製スプーン】    
■ロハスフェスタでは割り箸・木製カトラリー(スプーン・ 

フォーク)は有料です。 

■いずれも 1 膳 10 円です。 

■使い捨てのカトラリーは絶対に用意しないようお願いします。 

■割り箸・木製カトラリーは会場内で販売します。 

※本部・洗浄ブースを予定 

■出展者の皆さまにも、販売のご協力お願い致します。 

■お支度のない来場者の方に 10 円で販売してください。 

・間伐材の割り箸・木製スプーン 50 本 1 セット 

・必要な方はセット数をご記入ください。 

・当日、洗浄ブースにて受取にお越しください。 

・当日の追加対応も洗浄ブースにて行います。 

間伐材割間伐材割間伐材割間伐材割りりりり箸箸箸箸                                    セットセットセットセット    

木製木製木製木製スプーンスプーンスプーンスプーン                                    セットセットセットセット    

木製木製木製木製フォークフォークフォークフォーク                            セットセットセットセット 

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    

事事事事    務務務務    局局局局 

〒566-0001 大阪府摂津市千里丘 1-13-23  fax.06-6368-3505 

e-mail.info@lohasfesta.jp  URL.http://www.lohasfesta.jp 

・使い捨ての容器は絶対にご使用していただかないようお願いします。必要な全食数のリユース食器をご用意します。 

・リユース食器代はカップ類カップ類カップ類カップ類 10101010 円、円、円、円、MMMM皿・丼は皿・丼は皿・丼は皿・丼は 1111 個個個個 30303030 円です円です円です円です。リユース食器代は事前に出展料と一緒にお振込みください。 

・デポジットは、後払いの精算で、各日終了時に洗浄ブースで行います。 

・発注数以上の食器が必要になった場合は、当日、使用可能な食器の在庫がある限りご対応いたしますので、 

洗浄ブースまでお越しください。 

・食器が余った場合のリユース食器代は返金できませんので、予想発注数をよくご検討ください。 

ID ナンバー 携帯電話 

ショップ名 担当者名 

メニュー名 使用食器 予想食数 メニュー名 使用食器 予想食数 

  食   食 

  食   食 

  食   食 

  食   食 

  食   食 



 

《別紙》Ⓔ 

２０１０年  月   日 

【第【第【第【第 12121212 回ロハスフェスタ回ロハスフェスタ回ロハスフェスタ回ロハスフェスタ inininin 万博公園食品出展の内容確認書】万博公園食品出展の内容確認書】万博公園食品出展の内容確認書】万博公園食品出展の内容確認書】    

    

●●●●ロハスフェスタでロハスフェスタでロハスフェスタでロハスフェスタで出展出展出展出展されるされるされるされる食品食品食品食品をすべてごをすべてごをすべてごをすべてご記入下記入下記入下記入下さいさいさいさい。。。。    

●●●●テイクアウト・イートインテイクアウト・イートインテイクアウト・イートインテイクアウト・イートイン問問問問わずわずわずわず、、、、物販物販物販物販のののの方方方方でもでもでもでも取取取取りりりり扱扱扱扱うううう方方方方はははは必必必必ずごずごずごずご提出提出提出提出くださいくださいくださいください。。。。    

●●●●10101010 月月月月 11111111 日日日日（（（（月月月月））））までにこのまでにこのまでにこのまでにこの用紙用紙用紙用紙をををを FAXFAXFAXFAX06060606----6368636863686368----3505350535053505 にににに送信送信送信送信くださいくださいくださいください。。。。    

    

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    

事事事事    務務務務    局局局局 

〒566-0001 大阪府摂津市千里丘 1-13-23  fax.06-6368-3505 

e-mail.info@lohasfesta.jp  URL.http://www.lohasfesta.jp 
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