
 

 

 

 

Happy Earth Day OSAKA 2021 

出店要項 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】 

ご不明な点やご意見等ございましたら下記までお問い合わせください。 

 

ハッピーアースデイ大阪実行委員会 

担当：永井美聡 

E-mail：shutten@happy-earthday-osaka.com 
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1. ハッピーアースデイ大阪とは？ 

アースデイとは、環境のことを考え、行動する日のことです。 

ハッピーアースデイ大阪では、日々の暮らしの中で幸せを感じることを大切にしています。 

環境や人にやさしい製品を作っている方や、私たちが暮らす地球上の多くの問題に対して様々な角度 

からアプローチしている方が日ごろの想いを伝え、発信する場であると共に、来ていただいた方々に 

笑顔を提供できる場を作りたいと考えています。  

 

2.ハッピーアースデイ大阪 2021 イベント概要  

開催日時:2021年3月27日(土) 11:00～17:00 

                3月28日(日) 10:00～16:00 

 

開催場所:久宝寺緑地修景広場周辺（大阪府八尾市） 

※「13.交通アクセスについて」(p.7)をご覧ください 

 

3.ハッピーアースデイ大阪2021テーマについて  

 

『育もう！色とりどりのHappy(幸せ)の木！』 

見落としてしまうほど小さな「幸せの芽」は意外と近くにあります。それに気づき、その芽を自

分たちで育んで、「幸せ」をより身近に感じてほしい。そんな思いを込めて、今年度のテーマが決

定しました。 

“色とりどり“という言葉には、「幸せ」は人それぞれで、これから色んな「ハッピー」を探して

育てる場所にしたいという想いが強く込められています。 

自分にとっての「幸せ」、誰かにとっての「幸せ」 

自分が出来ることを考えて、人も地球もハッピーな未来にするための行動を 

 

ハッピーアースデイ大阪2021を通して、出店者さんにもそれぞれの「幸せ」を見つけていただ

きたいです。 
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4.出店基準について 

ハッピーアースデイ大阪2021では、「環境に配慮した内容であること」を前提条件として、本イベ

ントの趣旨を理解し、協力してくださる出店者を募集します。これまでにご出店された方、これから

様々な社会問題に挑戦される方などを応援したいと思っております。 

 

出店審査に関しては、実行委員にて応募内容やホームページ・SNSを元に審査いたします。 

初めて応募される方はハッピーアースデイ大阪のホームページをご覧いただき、過去の出店内容などを

参考にして下さい。また、今までハッピーアースデイ大阪に出店して頂いたことのある方は、その時の

出店内容も参考にさせて頂きながら出店審査を行います。  

 

ハッピーアースデイ大阪実行委員一同は、皆様に環境について考えていただく場として当イベントを

より良いものにしたいと考えており、出店基準及び審査につきましても、より厳格にしていきたいと考

えています。その為、アースデイに過去出店頂いたことのある出店者様でも、イベントの趣旨に準じな

い出店内容であると判断した場合は、出店をご遠慮頂く場合がありますのでご了承ください。また、定

員になり次第、出店募集は締め切らせていただきます。ご了承ください。  

 

5.出店申込について  

 
 

【重要】 

 2021年1月31日（最終締切日）以降、1週間以内に合否メールをお送りいたします。出店者の

皆様にはお時間をいただくことになりますが、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

【出店申込の流れ】  

1. 出店応募フォームに必要事項をご記入の上、ホームページからお申し込みください。  

2. 実行委員会での出店審査後、実行委員会よりメールにて出店可否の連絡をさせていただきます。  

3. 合格通知を受け取られた方は、２週間以内に出店料等を指定の口座へお振込みください。 

※入金先は合格通知のメールに記載しております。入金確認通知をもって最終的な出店決定となり

ます。なお、ご入金が確認できなかった場合は出店を取消させていただきます。  

申し込み 合格通知 入金 説明会 アースデイ当日

1月31日まで 最終締切から1週間以内 合格通知から2週間以内 2月11、12、14日 3月27、28日

当日までの流れ
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4. 出店に関する詳細は、実行委員会よりメールでご連絡いたします。  

※出店キャンセル時の返金はいかなる理由でもいたしかねます。ご了承ください。  

 

【出店申込期間】  

最終締切は2021年1月31日（日）となります。出店申込内容の変更等も1月31日（日）までにご連

絡ください。 販売食器や飲食販売内容については、1月31日（日）以降の変更の受付はいたしませ

ん。  

ブースの配置は、飲食と物販の分類・申込の順番・出店日数を考慮して実行委員会で決定いたしま

す。あらかじめご了承ください。  

 

6.出店者説明会 

 当日、出店してくださる出店者様に向けて出店者説明会を行います。初めて出店される方はもちろ

ん、過去に出店されたことがある方に関しましても、1度は必ずご出席をお願い致します。 

※今年は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンラインで行います。 

 

◯日時 ①2021年2月11日(木) 18:00~20:30 

    ②2021年2月12日(金) 9:30~12:00 

    ③2021年2月14日(日) 13:00~15:30 

 

◯場所 オンライン 

    参加URLは後日、メールにてお送りいたします。 

 

7.リユース食器について 

ハッピーアースデイ大阪 2021 では、新型コロナウイルス感染拡大防止のためリユース食器の貸し出

しは行っておりません。 

飲食物の販売は、お客様持参のマイ食器にご提供ください。なお、食器を持っていないお客様には会場

にて環境に配慮した使い捨て食器の販売を行っておりますので、ご案内をお願いいたします。出店者様

の食器に関する料金負担は一切ございません。 

(別途資料「飲食販売を行う出店者様へ」を参照してください) 
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8.出店料、ブースサイズや備品について 

「出店料」 

下記のブースサイズ・出店料金からお選びください。 

 1日のみ 両日 ブースサイズ 

飲食販売 8,000円 12,000円 間口2.7ｍ×奥行き2.7ｍ以内 

物販 6,000円 9,000円 間口2.7ｍ×奥行き2.7ｍ以内 

車両販売 14,000円 21,000円 間口3.6ｍ×5.4m以内 

※ハッピーアースデイ大阪は、出店者様とのつながりを大切に運営しております。そのため、ハッ

ピーアースデイ大阪2020に出店を予定されていた出店者様は、両日出店される際も1日のみの

出店料金にさせていただきます。 

※雨天時に出店をされない場合、出店料の返金はいたしません。 

雨天時の対策（雨よけ、重しなど）をお願い致します。  

※万が一、荒天により中止の場合も返金は出来かねますのでご了承ください。 

※新型コロナウイルスの感染拡大による中止の場合も返金は出来かねますのでご了承ください。 

 

「各ブースの新型コロナウイルスの感染拡大防止の対策について」 

※マスク、手袋の着用は必須でお願いいたします。 

 また、各ブースにアルコール、飛沫防止シートの設置をお願いいたします。 

 (詳細は別途資料「新型コロナウイルス感染拡大防止について」に掲載) 

 

「飲食販売・物販について」 

※飲食販売と物販の両方をされる出店者様は飲食販売扱いとさせていただきます。 

また、有料（販売や利益あり）のワークショップ・展示の方は物販扱いとさせていただきます。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のために試飲・試食は一切禁止とさせていただきます。 

 

「車両販売について」 

※車両販売については会場スペースなどの関係上、占有スペースは「3.6m×5.4m」までと致します。

あらかじめご了承ください。 
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「展示する看板について」 

出店者様の想いを書いた『こだわり看板』を設置する予定です。出店者様のステキな想いやこだわり

を来場者の方々、他の出店者様に知っていただきたいという想いから看板の設置を行います。また、

SDGs(持続可能な開発目標)の17の目標のうち、出店者様の出店内容に当てはまる項目も当日看板に

掲示しようと考えております。 

 

9.備品について 

以下の備品のみ貸し出しています。（但し、テントは学生のみ） 

椅子（パイプ椅子） 400円/脚 

机（幅1,800㎜×奥行き450㎜×高さ700㎜） 1,400円/台 

テント（学生団体のみ） 無料 

レンタルをご希望の方は応募フォームに必要数量をご記入の上、レンタル料を出店料と合わせてお振込

みください。 

 

「留意事項」 

◯予備はないため、当日になってのレンタルの希望はお受けできません。 

○会場レイアウト上、ブースサイズをはみ出したテント、車両の使用は固くお断り致します。 

 

10.協賛のお願いについて 

ハッピーアースデイ大阪2021は、すべてボランティアスタッフが運営しています。当日までの活動

費や運営費は出店者様の出店料と協賛金で賄っているため、よろしければご協力をお願いいたします。 

なお、1口1,000円から承っております。 
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11.出店に関するその他、注意事項 

「開催について」 

・ 新型コロナウイルスの状況によっては中止となる場合がございますので、あらかじめご了承くださ

い。(詳細については別途資料「新型コロナウイルス感染拡大防止について」にて掲載) 

・ 荒天により中止となる場合がございます。 

・ 出店者様のこだわりや想いなどを重点におき、審査を行います。そのため、当日、他の出店者様と

出店物が重複する可能性がございます。あらかじめご了承ください。 

・ 当日、出店内容やリユース食器の使用状況について実行委員が各ブースを巡回し確認を行います。

違反をされていた場合には、販売中止とさせていただくことがございますのでご了承ください。 

・ 火気使用店舗につきましては、業務用消火器をご準備ください。 

・ 雨天決行です。雨天時の準備・対応は、各自にてお願いします。 

・ イベント開催中の会場内でのトラブル、事故に関しては各出店者様の自己責任となります。  

・ 実行委員会と協調し、指示に従って下さい。 

 

「飲食について」  

・ イベント会場内で調理を行う場合は、以下の露店販売許可証及び車両販売許可証をお持ちの方に限

ります(当日、許可証をご持参ください)。 

 

・ 合格された方は後日、メールにて上記の露店販売許可証及び車両販売許可証のご提出をお願い致し

ます。 

・ 製造許可証を持って飲食物の販売を行う場合は、必ず包装しラベル表記を行ってください。 

・ 飲食物販売をされる出店者様はフードピクトの食材表示にご協力お願いします。 

（詳細については、別途資料「飲食販売を行う出店者様へ」に記載）。 

・ マイ食器ご持参のお客様を対象にマイ食器洗浄ステーションを設けております。マイ食器洗浄ステ

ーションは、お客様専用となっておりますので、出店者様が持ち込まれた食器、調理器具等の洗浄

はできません。また、出店者様ご自身もマイ食器のご持参をお願い致します。 

・ 例年はアルコール販売を禁止としていましたが、今年はアルコール販売を許可します。但し、厳格

な審査を行い、合格となった商品に限ります。 

 

ご理解・ご協力お願いします 

八尾市の露店販売許可証 大阪府の露店販売許可証 製造許可証

会場で調理する

出店者さま
◯

平成30年4月以前に取得したもので期限内のもの◯

平成30年4月以降に取得したもの×

物販(食べ物)の出店者さま ◯
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〈イベント当日、以下の行為は禁止とします。〉 

⚫ 販売禁止品（危険物や法律にふれるもの、保健所／厚生労働省による規制対象品など）や開催趣旨

に不適切と思われる品の販売 

⚫ 法律または公序良俗に反する行為  

⚫ 大音量でのマイクやスピーカーなどの使用  

⚫ 一般来場者様、周辺の方の迷惑となる行為  

⚫ 節度を越える勧誘行為 

⚫ 実行委員の指示に従わず出店活動を行った場合 

もし上記の行為を行われた際は、即時出店取りやめさせてもらう場合がございます。 

 

以下の事項について、ご承諾願います。 

○ お預かりした個人情報をハッピーアースデイ大阪2021運営のために使用することについて同意する

こと。 

○ 団体及びその構成員が、反社会的勢力でないこと。 

 

12.交通アクセスについて 

●久宝寺緑地  〒581-0077 大阪府八尾市西久宝寺 323  

●交通アクセス  

・JR関西本線（大和路線）「久宝寺」 （北へ1.2km）  

・JR関西本線（大和路線）「加美」 (東へ1.2km)  

・JRおおさか東線「新加美」 （東へ1.2km）  

・近鉄大阪線「久宝寺口」 （西へ1.2km）  

● 駐車場 

(会場となる修景広場付近へは第１駐車場が便利です。)  

駐車場料金は以下の通りです。 

1時間迄 420円 5時間超～6時間迄  930円 

1時間超～2時間迄  520円 6時間超～7時間迄  1,030円 

2時間超～3時間迄  620円 7時間超～8時間迄  1,140円 

3時間超～4時間迄  720円 8時間超～24時間迄  1,240円 

4時間超～5時間迄 830円  
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チェックリスト(最終確認にご利用ください) 

 □開催日時：3月27日(土)11:00~17:00、28日(日)10:00~16:00  (p.1) 

 □出店基準：「環境に配慮した内容であること」が前提基準です。(p.2) 

 □出店申し込み期間は、2021年1月31日(日)までです。(p.2) 

 □合格通知を受けられた方は2週間以内に出店料等を指定の口座にお振込みください。(p.2) 

 □荒天、または新型コロナウイルス感染拡大のため中止になる場合がございますが、その場合の返金

は致しかねますのでご了承ください。(p.4) 

 □別途資料「新型コロナウイルス感染拡大防止について」を必ずご覧ください。(p.4) 

 □試飲・試食は新型コロナウイルス感染拡大防止のため禁止です。(p.4) 

 □実行委員と協調し、指示に従ってください。(p.6) 

 □当日、露店販売許可証をご持参ください。(p.6) 

 □飲食販売の出店者さまは「飲食販売の出店者様へ2021」の資料も必ずご覧ください。(p.6) 

 □お預かりした個人情報はハッピーアースデイ大阪2021運営のために使用することに同意をお願い

します。(p.7) 


