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「TEAM EXPO 2025」プログラム・共創パートナー



大阪モノレールグループは「TEAM EXPO 2025」プログラムの共創パートナーとして、

1970年大阪万博の『人類の進歩と調和』から大阪・関西万博『いのち輝く未来社会のデザイン』を

沿線地域の方々と全世界に発信します。

「音楽」×「食」は、多くの人が集い、過去を語り、

今を語り、未来を語る、

そんな笑顔あふれる「豊かな時と場所」を

万博記念公園駅から創り出します。

そして、マルシェイベントを通して

沿線地域の方々、沿線地域の企業・団体様

音楽、食に関わる方々、企業・団体様

モノレール利用者を支援していきます。
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「マルシェ」って・・・

音楽とグルメが楽しめる♪

ＰＯＩＮＴ① 素敵なステージで多様な音楽ジャンルの生演奏を披露

ＰＯＩＮＴ② 心地良い音楽に耳を傾けながらご飲食いただける露店販売、

公園やＥＸＰＯＣＩＴＹに遊びに来られるお客さまにも

テイクアウトしていただける物販などが可能

ＰＯＩＮＴ③ 駅構内なので雨の心配なし！

ＰＯＩＮＴ④ モノレール各駅へのチラシやポスターの掲出、

また大阪モノレールのＳＮＳ等を活用して広報を展開
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 大阪モノレールは大阪空港駅から門真市駅を結ぶ本線と

万博記念公園駅から彩都西駅までの彩都線、全18駅、営業キロ28㎞の路線で、

北摂地域の移動手段として地元の皆さまに愛されています。

中でも、1970年大阪万博会場の最寄駅である万博記念公園駅では

沿線圏外からも多くのお客さまがお越しになっています。

多くの人が集い、笑顔あふれる場所で、2022年秋から

音楽とグルメを融合した楽しい、美味しいイベントを開催します。

 主催 大阪モノレール株式会社

運営 大阪モノレールサービス株式会社 イベント推進係
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1．概要



 今後の開催日程

・10月22日（土）、23日（日） ・・・8月31日（水）締切

・11月3日（木・祝）、5日（土）、6日（日）

・・・9月30日（金）締切

・11月23日（水・祝）、26日（土）、27日（日）

・・・9月30日（金）締切

・12月17日（土） ・・・10月31日（月）締切

・2023年3月18日（土）、19日（日）・・・2023年1月31日（火）締切

・2023年3月25日（土）、26日（日）・・・2023年1月31日（火）締切

※雨天決行（※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、中止する場合があります。）

※日程は変更になる場合がございます。

▶ 開催時間 11～17時予定
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飲食・物販
店舗

最大17店舗
を展開



 開催場所 大阪モノレール万博記念公園駅 構内イベント広場他

 万博記念公園駅の乗降人数（2021年度実績）

10月土日平均 1日当たり 約23,000人 11月土日平均 1日当たり 約29,000人

12月土日平均 1日当たり 約21,000人 3月土日平均 1日当たり 約23,000人

 ＰＲ効果

全駅に駅貼りポスターやチラシ、モノレールの車両には中吊ポスター、

各種ＳＮＳ・ＨＰ掲載など、大阪モノレールの各種媒体で

広くＰＲします！
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チラシ

中吊りポスター



 申し込み方法

出店を希望される場合、以下の内容を電話もしくはメールでお伝えください。

①お名前又は会社名 ②販売品目 ③出店希望日

例）①モノレール太郎 ②餃子 ③10月15日（土）、10月16日（日）

大阪モノレールサービス株式会社 イベント推進係

電話番号：06-6319-9785（平日９：30～17：30）

メールアドレス：oms-event@osaka-monorail.co.jp

 選考について

・本マルシェイベント出店者募集要項（出店内容等）の基準を満たした出店者

・販売品目、衛生面や適正な販売価格の設定

・新型コロナウイルス感染症対策の実施（スタッフの検温や手指消毒、マスクの着用の徹底）

上記3点を主な選考基準としております。

※出店可否については応募受付締切から2、3日後にメールいたします。

oms-event@osaka-monorail.co.jpからのメールを受信できるよう各自設定をお願いします。
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 会場全体
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2．会場：万博記念公園駅 イベント広場
◎万博記念公園駅コンコース平面図 
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▶ Ｃゾーン ▶ Ｂゾーン
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Ａゾーン

Ｂ、Ｃゾーン

4．ブースイメージ



Aゾーン

B、Cゾーン

施設情報

搬入・搬出時間 搬入9:00～ 搬出17:00～ 駐車場 無（近隣の有料駐車場をご利用ください）

住所 大阪府吹田市千里万博公園内 出店条件 露店営業許可の範囲内（加熱加工等）

場所 万博記念公園駅イベント広場 募集店舗数 7店舗

持込品
全て持込※レジ必須
（机・テントは各1台こちらで準備します）

ブース
机：1.8m×0.45m

テントの大きさ：2m×2m

エレベーター 有（1.2m×1.2m） 出店料 売上の15%

控え室 無 電源等 1,500W/100V×1～2系統（要相談）

ゴミ捨て場 無 備考
弊社から貸出すPayPayを必ず使用してください。
※無手数料

施設情報

搬入・搬出時間 搬入9:00～ 搬出17:00～ 駐車場 無（近隣の有料駐車場をご利用ください）

住所 大阪府吹田市千里万博公園内 出店条件 食品営業許可の範囲内

場所 万博記念公園駅イベント広場 募集店舗数 B：5店舗、C：5店舗

持込品
全て持込※レジ必須
（机・背面パネルはこちらで準備します）

ブース
2m×2m（机：1.8m×0.45m）
背面パネル：1.8m×0.9m

エレベーター 有（1.2m×1.2m） 出店料 売上の15%

控え室 無 電源等 無

ゴミ捨て場 無 備考
弊社から貸出すPayPayを必ず使用してください。
※無手数料
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（1）出店誓約書を順守できる方

（2）営業に係る許可を得ている方

露店販売の場合は、吹田市保健所の露店営業許可又は、

2021年6月1日以降に大阪府内のいずれかの自治体で露店営業許可を得ており、

必要な届出を済ませている方

エントリーの際、食品営業許可証、食品衛生責任者の証明書、賠償責任保険の

加入証書の写しをご提出いただきます。

（3）個人、法人又は任意団体及びその代表者が以下の全てに該当しないこと

（確認作業のため、関係機関等に身分照会を依頼する場合があります）

ア）制限行為能力者（成年被後見人、未成年など）

イ）銀行取引停止処分を受けている方

ウ）申込業種について、申込日から過去1年以内に行政処分を受けた方

エ）暴力団関係者及びその繋がりがあると認められる方

（4）出店承認後であっても上記（1）（2）に関して虚偽の事実が判明した場合、

並びに（3）に該当することが判明した場合は、出店承認を取り消します。
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5．出店の条件



当日の会場の雰囲気
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新型コロナウイルス感染症拡大防止対策

 座席等の一定間隔の確保、 マスクの着用・非接触型体温計での検温

 コロナ追跡システム等への登録を案内

 アルコールによる手指消毒の実施、椅子・テーブルを次亜塩素酸水で拭くなど
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イベントを実施するにあたり、新型コロナウイルス感染症防止対策が非
常に重要です。一般社団法人日本フードサービス協会および一般社団法人
全国生活衛生同業組合中央会が制定された基本的対処方針に基づく外食の
事業継続のためのガイドラインを参考に作成し、当社のイベント用ガイド
ラインにより、万全の体制で運営いたします。
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