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【Aloha YOKOHAMA 集客実績】

・2002年7月06日(土)～07日(日)  2日間 43,000人

・2003年7月05日(土)～06日(日)  3日間 62,000人

・2004年8月05日(木)～08日(日)  4日間 103,000人

・2005年7月29日(金)～31日(日)  3日間 60,162人

・2006年7月28日(金)～30日(日)  3日間 276,132人

・2007年7月27日(金)～29日(日)  3日間 308,479人

・2008年7月27日(金)～29日(日)  3日間 310,000人

・2009年7月22日(水)～26日(日)  5日間 360,000人 サテライト会場 4箇所

・2010年7月16日(金)～19日(月)  4日間 308,910人 サテライト会場 5箇所

・2011年7月22日(金)～24日(日)  3日間 306,316人 サテライト会場 9箇所

・2012年7月27日(金)〜29日(日)  3日間 286,517人 サテライト会場 7箇所

・2013年7月26日(金)～28日(日)  3日間 212,964人 サテライト会場 4箇所

・2014年7月12日(土)～13日(日)  2日間 170,073人 サテライト会場 3箇所

・2015年8月07日(金)～09日(日)  3日間 218,538人 サテライト会場 1箇所

・2016年8月05日(金)～07日(日)  3日間 222,471人 サテライト会場 1箇所

【Aloha YOKOHAMA ～Mele Kalikimaka～ & ～HULA PARTY】

・2011年12月17日(土)～18日(日） 2日間 62,938人 大さん橋会場のみ

・2012年12月15日(土)〜16日(日） 2日間 80,922人 サテライト会場 1箇所

・2013年12月14日(土)～15日(日） 2日間 86,254人 サテライト会場 1箇所

・2014年12月19日(金)～21日(日） 3日間 94,017人 サテライト会場 1箇所

・2015年12月12日(土)～13日(日） 2日間 89,949人 サテライト会場 1箇所

・2017年02月11日(土)～12日(日） 2日間 52,064人 大さん橋会場のみ

2017年度で6回目の開催 (横浜開港150周年の年から開催)

Aloha YOKOHAMA 2022に向けて

2002年から始まったアロハヨコハマは
紆余曲折ありましたが、2022年に満を持して横浜に戻ってきます！！

世界規模での新型コロナウィルスの感染拡大により、世界は一変しました。
今までの当たり前の普通の日常生活ができなくなりました。

人との接触や旅行などの移動、感染予防のためのさまざまな制約が生まれ
世界は先の見えない不安の中にいます。

私達はそんな今こそエンターテインメントの力で
横浜を盛り上げ、人と人とのつながりや文化の交流を続けていきたいと考えます。

ハワイが好きな方はもちろん、そうでない方にも楽しんでいただけるよう
豊富なコンテンツを企画、実施いたします。

横浜とハワイをベースとして、みなさまと最高の時間を共有することを目指し
全ての人が楽しめて笑顔になる、そしてハワイをさらに好きになる

新生「アロハヨコハマ」に、是非ご協力ください。



Aloha YOKOHAMA 2022 開催概要
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Aloha YOKOHAMA 2022
(アロハヨコハマ2022)

■タイトル NO.1 ハワイ・フェス

■開催日時 【横浜赤レンガ倉庫 イベント広場】
6月10日(金) 15:00～20:00
6月11日(土) 10:00～20:00
6月12日(日) 10:00～17:00
合計3日間開催
※開催時間は変更になることがあります。

■開催会場 横浜赤レンガ倉庫 イベント広場
（神奈川県横浜市中区新港1-1）

■動員目標 15万人

■主 催 アロハヨコハマ実行委員会

横浜観光コンベンション・ビューロー、ニッポン放送、
FMヨコハマ、ペッププランニング (順不同)

■後 援 横浜市、横浜港振興協会、ハワイ州観光局、tvk、FMヨコハマ、フラレア

■協 賛 ハワイ州観光局、ローカルモーション、アウトリガー・ホテルズ＆リゾーツ

■企 画 株式会社ペッププランニング

■制 作 株式会社ニッポン放送

■事務局 横浜市中区桜木町2-2港陽ビル9F （株）ペッププランニング内
URL：www.aloha-yokohama.com
Mail：info@aloha-yokohama.com （一般問合せ用）
Mail：store.info@aloha-yokohama.com （出店者問合せ用）

■会場アクセス



Aloha YOKOHAMA 2022 展開エリア

PR・物販ブース 特設ステージ

キッチンカー ワークショップ

様々な出演者やコンテンツが
終日イベントを盛り上げます

ハワイ直輸入品や流行のアイテムまで
ショッピングが楽しめます

お腹も心も満たすハワイアンフードなどの
おいしいメニューを提供いたします

気軽にハワイカルチャーを体験できる
ワークショップです
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20年目を迎えるアロハヨコハマは
初めて横浜赤レンガ倉庫を使用して

新たな展開を実施いたします。
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赤レンガ倉庫 イベント広場 会場マップ案
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準備・当日 スケジュール案

仕込み日 6月9日(木)

仕込み

会場設営

作業が必要な場合は
事務局にご相談ください

(事前申請がない場合は設営不可)

開催日 6月10日(金) 1日目

閉場

ご出店社様
準備・設営時間

【 9:00 ～ 15:00 】

Aloha YOKOHAMA 2022

【 15:00 ～ 20:00 】
閉場～警備

片付け
準備

20:00
～

22:00

開催日 6月11日(土) 2日目

開催日 6月12日(日) 最終日

※スケジュールは変更になる場合がございます。

※ご出店場所によっては調整可能な場合もございます。

閉場～警備

閉場

ご出店
社様

準備・設
営時間
【 9:00 

～
10:00 】

Aloha YOKOHAMA 2022

【 10:00 ～ 20:00 】
閉場～警備

片付け
準備

20:00
～

22:00
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【 10:00 ～ 17:00 】
閉場

片づけ
撤去

17:00～22:00

開催日 6月13日(月) 撤去日
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会場撤去
現状復帰

確認



中幕で仕切ります

【PR・物販ブース】 屋外でのご出店

1小間（約W2700×D3600×H2000mm）
※2間×3間テントの半分
※複数小間でもお申込みいただけます。
※売上マージンはありません。
※会期中(3日間)の料金です。
※ブース装飾費は含まれません。

【ブース出店概要】
・複数社でお申込みされる場合は代表社様がご申請ください。
・商材などを見やすく展示されたい場合は照明をご用意いただくことをおすすめいたします。

また、レンタル照明もございますので、ご要望の場合は出店決定後に別途申請書類にてお申込みください。

【ブース 電気使用・レンタル備品】
■電気使用
・電気工事は別途有料になります。
・出店決定後に申請書類にてお申込みください。

■レンタル備品
・事務局にて一括で承ります。
レンタル備品申請書類にてお申込みください。

ご出店料(3日間) ¥300,000-（税別）

【ブースイメージ】

■ブースイメージ
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【ブース 基礎施工】
■基礎小間仕様
・2間3間テント使用。
・基礎小間以外の装飾は全て出店者の費用で施工してください。
・会場構造や設備、消防法等の規則により、装飾制限がございます。

■基礎小間付属備品
スペース渡しとなります。
電源、テーブル、イスは付属備品に含まれておりません。



【キッチンカー】屋外でのご出店

1スペース：普通車両（ 間口：5400×奥行：3000mm ）
：大型車両（ 間口：8100×奥行：3000mm ）

※売上マージンはありません。
※会期中(3日間)の料金です。

※キッチンカーでのご出店に限る。(総重量2t未満の車両のみ)
※横浜市の営業許可証がある車両のみ。

ご出店料(3日間) 普通車両¥300,000-（税別）

大型車両¥500,000-（税別）

【ブース 電気使用・レンタル備品】
■電気使用
・電気工事は別途有料になります。
・出店決定後に申請書類にてお申込みください。

■レンタル備品
・事務局にて一括で承ります。

レンタル備品申請書類にてお申込みください。

【ブース出店概要】
・スペースのみのお渡しになります。(コンパネ・車両下の養生シートはご用意しております)
・給排水設備はございません。キッチンカーの給排水設備をご使用ください。
・調理は保健所の指導に従いキッチンカー内で完結してください。

【注意事項】
ご出店社様確定後、アルコール類の販売価格を統一調整させていただく場合がございます。

【ご提出書類】 ※後日提出になります
・横浜市の認可のある 「営業許可証」
・キッチンカーの 「車検証」
・販売メニュー(1品1枚)の 「調理工程表」
・仕込み場所の 「店舗営業許可証」
・キッチンカー内部の 「写真」

(外装・内装・シンク・コンロ・フライヤー・冷蔵庫)

※後日、事務局より申請フォーマットをお送りいたします。
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中幕で仕切ります

【ワークショップ】屋外でのご出店

1小間（約W2700×D3600×H2000mm）
※2間×3間テントの半分
※複数小間でもお申込みいただけます。
※売上マージンはありません。
※会期中(3日間)の料金です。
※ブース装飾費は含まれません。

【ブース出店概要】
・ワークショップ商材以外を販売させる場合は別途費用が必要となります。
・複数社でお申込みされる場合は代表社様がご申請ください。
・商材などを見やすく展示されたい場合は照明をご用意いただくことをおすすめいたします。
また、レンタル照明もございますので、ご要望の場合は出店決定後に別途申請書類にてお申込みください。

【ブース 電気使用・レンタル備品】
■電気使用
・電気工事は別途有料になります。
・出店決定後に申請書類にてお申込みください。

■レンタル備品
・事務局にて一括で承ります。
レンタル備品申請書類にてお申込みください。

【ブース 基礎施工】
■基礎小間仕様
・2間3間テント使用。
・基礎小間以外の装飾は全て出店者の費用で施工してください。
・会場構造や設備、消防法等の規則により、装飾制限がございます。

■基礎小間付属備品
スペース渡しとなります。
電源、テーブル、イスは付属備品に含まれておりません。

ご出店料(3日間) ¥100,000-（税別）
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【ブースイメージ】



「アロハヨコハマ」出店規約(1)

●出店申込

公式サイトの申込フォームから必要事項をご入力いただき、お申込みください。

内容がイベントの主旨にそぐわない場合は出店をお断りする場合があります。

※定数に達し次第、締め切らせていただきます。

●出店料支払・出店条件承諾

[出店申込書]受領後、事務局より[請求書]・[出店条件承諾書]をお送りします。

①[請求書]記載金額を、支払期限までに指定口座にお振り込みください。原則、請求書発行から2週間以内にお振込みください。

②[出店条件承諾書]にご記入・ご捺印のうえ、事務局までご送付ください。

※支払期限を過ぎてもご入金が無い場合には、お申込みを無効とさせていただきます。また、手形でのお支払いはお受けできません。

●出店申込後の取消

出店申込後に、申込の一部または全部を取り消すことは原則としてできません。

但し、主催者がやむをえないと判断した場合、下記のキャンセル料をお支払いいただきキャンセルとします。

キャンセルの意思表示の時期（書面による） ご返金（キャンセル料)

2022年 3月31日まで 出店料の50%

2022年 4月1日以降 返金なし

※ただし、違法行為、支払遅延などがあった場合は、主催者の判断で出店を取り消す場合がございます。

●出店料に含まれる費用

・出店スペースの提供（お申込み数）

・基準時間内の会場使用料金

・共用施設の工事費および維持費

・来場者プロモーション費

・来場者サービスにかかわる費用（会場案内など）

・会場事務局運営・安全管理・警備費用

●出店料に含まれない費用

・ブース内の装飾、搬入出、運営費用

・出店物および対人傷害などの保険料

・会場設備・備品および他社展示物の破損・紛失弁償代

・放置された装飾資材などの残材、ゴミ処分に係る費用

・出店スペース外の使用

・その他通常出店料に含まれない費用とみなされるもの

●出店スペースレイアウト

ブース出店の位置(キッチンカー・ワークショップも含む)については、出店内容などを勘案したうえで主催者にて決定いたします。

出店社説明会(5月中旬予定)において発表予定です。

事前のご希望は受け付けられませんのでご了承ください。

●出店スペースの転貸・売買・譲渡・交換の禁止

出店社または申込者が、出店スペースの一部あるいは全部を転貸・売買・譲渡・交換することはできません。

●小間内の出店社常駐

出店関係者は開催期間中、運営事務局指定の出店社証を着用し、原則としてその小間内に常駐し、

来場者の対応、管理等にあたってください。

●出店内容について

通路など自社小間外の場所で展示・宣伝などをおこなうことはできません。

熱・臭気・大音量など他社の迷惑となる行為、および近隣出店社を妨害する行為は禁止です。

他社の迷惑・妨害に当たるかどうかは主催者が判断し、出店の改善・中止を申し入れる権利を有し、

出店社はこれに従うものとします。会場に適用されるすべての防火および安全法規・行政指導を遵守してください
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「アロハヨコハマ」出店規約(2)

●補償

主催者は搬入、会期、搬出の期間中、警備員を配置し、会場内整理および保守管理にあたりますが、

天災等の不可抗力による損失や、出店物の盗難、紛失、破損等についての責任は負いません。

また、小間内の商材・貴重品の管理は各出店者が責任をもっておこなってください。

万一、盗難等の事故が発生した場合、主催者は一切責任を負いませんのでご了承ください。

●保険

出店者は必要と思われる保険へ加入されることをお勧めいたします。

※来場者様の損害保険は事務局にて加入しておりますが、小間内での事故・損傷については各出店社の責任となります。

●イベントの延期・中止

天災・人災などの災害や不可抗力によりイベント開催が困難と判断された場合、主催者はイベントの延期・中止を決定します。

中止の場合、出店料はいかなる場合におきましても返金できませんのでご了承ください。

それ以外に生じた費用・損害などについて主催者は責任を負いかねます。

※新型コロナウィルスによる緊急事態宣言等、行政の指導により、

主催者が中止が決定した場合はお支払いいただいた出店料の50％をご返金いたします。

●出店物の搬入・搬出と撤去

出店物の搬入期間および会場での設営工事期間などの詳細は、出店決定後にご案内します。

展示品や小間内の保守および清掃は、出店社の責任で行ってください。

決められた撤去期日までに撤去されない物品は、出店社の費用負担で主催者が撤去します。

●イベント運営と免責

主催者はイベントの業務を円滑に実行するために、各種規定などの制定、修正を行います。

またこの出店規約に記載のない事項について、新たに取り決め各種の追加や変更を行うことができます。

出店社が出店規約ならびに展示規則、その他出店マニュアル上での規定などに違反した場合は、

出店をお断りすることがあります。この場合、既に払い込まれた出店料などは返却いたしません。

主催者は、全期間を通し警備会社と契約して会場管理にあたりますが、出店物の損害、滅失、盗難などに関する責任は負いません。

●出店要項と展示規則の承認

すべての出店者あるいは代理者は出店申込みに際し、本出店規約および主催者が制定する各種規則を承認したものとします。

●出店までのスケジュール

1．[出店申込書]のご提出。

2．[出店申込書]が到着次第、出店料の[請求書] [出店条件承諾書]をお送りいたします。

3．規定期日までに出店料をお振り込みいただき、 [出店条件承諾書]原本を郵送にてご返送ください。

4．[各種申請書]をお送りします。

5．出店料以外の費用は別途ご請求させていただきます。

※【3】までを完了して正式なご出店となります。

□搬入および装飾

P.6のスケジュールをご確認ください。

□搬出

2022年6月12日（日） イベント終了後～

●コンプライアンス遵守

輸入商品、食材など国内の各種法令に定められた範囲内でのものを販売できるものとします。

P.11



P.12

お申込みフォームはこちらです。

https://forms.gle/uYZMxuJoShVh9YP7A

※定数に達し次第、締め切らせていただきます。

ご不明点等ございましたら、
下記、事務局までメールでお問い合わせください。

どうぞよろしくお願いいたします。

-------------------------------------
Aloha YOKOHAMA出店社・事務局

store.info@aloha-yokohama.com
※土日祝はメール返信対応ができません。


