肉ニクまつり VS あいちめし EXPO 21のご案内

出店概要

このたび、
2021年3月19日㈮・20日㈯・21日㈰・22日(月)の4日間、
名古屋市中区栄・久屋大通公園にて「肉ニクまつりⓇ VS 第4回あいちめしⓇ
EXPO 21」
を開催いたします。
名古屋の繁華街・栄の久屋大通公園にて開催する本イベントは、
多くの方に畜産・酪農に興味・関心を持って頂くこと
で、
全国の畜産を
「あいち」
から応援することを目的としています。
また、
食べ物をはじめ愛知県の特産品や文化を感じて、
魅力を発信し、
みんなに広
げるイベントです。
貴社がPRしたい商品、
企画等の出店いかがでしょうか。
つきましては主旨をご理解いただき、
ぜひともご出店を賜りますよう、
お願い申し上げます。
ソーシャルディスタンス・イベントで運営しますのでご了承ください。

販売ブース 【サイズ】間口 3,600㎜ × 奥行 2,700㎜

ブースレイアウト例

販 売 商 品 ①肉ニクまつりⓇ
②あいちめしⓇ

※愛知県内、各地の名産品や特産品を使用したもの
※瀬戸○○、豊田△△△ などの名前で既存商品でもイベントオリジナル商品でも可

開催概要
■タイトル
肉ニクまつりⓇ VS あいちめしⓇEXPO 21
■日程・開催時間
3月19日㈮ 16：00〜20：00
20日㈯ 11：00〜20：00
21日㈰ 11：00〜20：00
22日(月) 11：00〜18：00

■動員目標

※手羽先サミットⓇの来場者数

（

約6万人
経済効果：約4億円

2018年実績：約9万8千人/3日間
2019年実績：約10万2千人/3日間

1,800mm

）

※肉ニクまつりⓇの来場者数

（ 2020年実績：約4万4千人/4日間 ）

■会場
久屋大通公園 エディオン久屋広場
住所：愛知県名古屋市中区栄３丁目
■入場料

★食品を取り扱う場合の注意点

■ターゲット
「あいちめしⓇ」と「肉」
を愛する人々すべて

■主旨
畜産県である愛知県から全国へ、
「肉」
を通じて食文化を応援
します。
「なごやめし」
だけじゃない、
「あいち県」
の誇る各地の
名物や特産品を愛知県民および全国にプロモーション！
食と文化の構築で地域活性化と観光誘致の増員を図ります。
■イベント内容
牛・豚・鶏・馬・羊など、全国の畜産を様々な形で味わえる！
肉イベント不毛の地、名古屋にて愛好家の声を実現。
また、愛知県の市町村から代表して、各地の名物・名産を
アピールするブースを出店し、地元を盛り上げます。

販 売 方 法 現金や各店決済方法
3,600mm

2021年1月10日迄

メール
フォーム
郵送先
住所

出

2,700mm

〒456-0002
名古屋市熱田区金山町1-16-9つくばビル3F
あいちめし®協会 (合)エイトONE 係
TEL：052-710-7110

主催／あいちめし®協会 共催／中日新聞社
後援／愛知県・名古屋市・
（一社）愛知県観光協会・名古屋観光コンベンションビューロー 協力／手羽先サミットⓇ実行委員会

3,600mm

★久屋大通公園 エディオン久屋広場

名古屋の繁華街・栄地区に位置する、北は外堀通、南は若宮大通へと約2kmにわたる都市公園で、名古屋市のシンボルロード100m道路・久屋大通の
中央部である。年間を通じてここで催し物が数多く開かれている。

※ソーシャル・イベントのためご了承ください。

搬 入 出 日 搬入：3月19日
（金）
13:00〜 ／ 搬出：3月22日
（月）
21時まで
その他の費用 オプションご利用代金（別途申し込み）

★のぼりおよびディスプレイは各出店者様にてスタンドを含め
ご用意ください。設置位置は、隣の店舗にかからない位置に
設置してください。他店舗に影響がある場合、事務局で調整
させて頂く場合がございます。
★その他、店舗独自の販促物も各出店者様にてご用意ください。
★左右・後ろにスペースがある場合でも、
正面以外の掲示物は
ご遠慮ください。

免 責 事 項 主催者は、天災地変その他不可抗力の原因により開催が、
不適当と判断した場合は、イベントを中止をすることがあります。
中止の場合、出店料の返金はいたしません。又これによって、
生ずる出店者の損害については、一切責任を負わないものとします。
出店者の皆様
へのお願い

出店者の皆様へLINEグループへの参加をお願いしております。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

出店規約及び遵守事項

会場

会場図は計画中です。

※食品を取り扱う場合のみ

机（1,800×600）

ロゴ等の使用 出店決定からご使用可能です。※必ず®マークを付けて下さい。

「あいちめし®」
は
「なごやめし」
とはまた違った愛知県の魅力を紹介するイベントです。
あいち県の各市町村の食・産業・文化・歴史・イベントなど、
まだ多くの愛知県民及び全国の方々に知られていない魅力の数々を深く広く発信。
それぞれの持つ高い観光ポテンシャルをアピールし、最大限に活かす観光振興に取り組んでいます。
その中で、名古屋を各地へのハブ
（中継地点）
と捉え、
県民自らが改めて地元の魅力を理解・アピールし、
あいち県の持つ観光資源を県内及び
全国に発信し、ひいては全世界から観光客の獲得を狙います。
また、手羽先サミット®や各企業・団体、
個人と連携し、通常の物産展とは違う新しいお祭りを目指します。

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

販売手数料 なし
保健所申請 事務局で一括して申請を行います。必要な書類をご用意して
下さい。
申請費用8,000円は、出店料に含まれています。

https://www.tebasaki-summit.jp

あいちめし®とは【あいちめし®の定義】

東

料 １店舗 250,000円＋消費税（4日間／前払い）
【出店料に含まれるもの】
テント・テーブル
（1800㎜ × 600㎜／１台）
・電気1500w（200V不可）
照明。
ホームページ及び店舗情報掲載・チラシ掲載など。
【キャンセル料について】
出版物の関係上、
キャンセルの場合は
キャンセル料が発生します。
1月1日〜1月31日：出店料の50%、2月1日以降：出店料の100%

HPの出店申込フォームよりお申し込みください。
肉ニク

店

出店申込締切

本資料をよくお読みいただき、上記期日までに、
申込み書を郵送、
またはHPよりお申し込みください。
申込書受領後は事務局より
ご連絡いたします。

※電子マネー可（各自ご用意ください。）

出 店 方 法 テント もしくは キッチンカー(キッチンカーは台数に限りがあります。)

ブースレイアウト例（平面図）

■お申し込み期限

無料

西

※飲料の販売不可。
※お持ち帰り品は、
口頭での消費期限の告知と包装に消費期限を記載して下さい。
※保健所からの許可を得た商品以外の取り扱いはできません。
※容器、
はし、
おしぼり等は各出店者様にてご用意して下さい。
※販売可能な商品は、事前に保健所の許可が下りたもののみとなります。
詳しくは名古屋市中保健所へ各自ご確認願います。）
★名古屋市中保健所：TEL 052-265-2250
住所：名古屋市中区栄四丁目1番8号中区役所内(3階4階)
※上記記載の中で、取り扱い可能かどうかご不明な点は事務局までお問い合わせ
して下さい。
※テント内でのPRに限ります。他エリアでの販売やサンプリングをご希望の方は
別途オプションがございますのでご相談ください。

■出店予定数
肉ニクまつりⓇブース：10店舗〜20店舗
あいちめしⓇブース（食・工芸・技術・文化）
：5〜10店舗

※雨天決行

肉料理1種類と他1品
愛知の地名の入った商品1品と他1品

■アクセス
（地下鉄）

名城線「久屋大通駅」
「栄駅」
「矢場町駅」、
東山線「栄駅」
桜通線「久屋大通駅」
下車よりすぐ

■駐車場 あり
・セントラルパーク地下駐車場
570台（300円／30分）
・久屋駐車場:510台（300円／30分）
・エンゼルパーク:850台（300円／30分）

出店者は主催者が定める以下の出店規約及び遵守事項に同意するものとし、
これに違反があった場合、出店契約の解除により強制撤去及び
損害賠償の請求の対象となる場合がございます。その場合、出店料及びオプション費などの費用は一切返却致しません。

1. 提出する書類等に虚偽記載があった場合。
2. 出店概要に記載された条件・注意事項が守られていないと判断した場合。
3. イベントを妨げるような行為があり、主催者からの改善要請に従わなかった場合。
4. 監督不行き届きにより、
イベントを妨げるような事故が発生した場合。
5. 方法を問わず、本イベントや主催者、他の参加者に対する誹謗中傷があった場合。
6. 所轄保健所、消防署、税務署の指導を遵守しなかった場合。
7. 違法行為、不正行為があった場合。
8. ブースの全部又は一部を有償無償にかかわらず第三者に譲渡、貸与や出店者同士での相互交換をする行為。
9. 販促行為は多店舗に迷惑が掛からない範囲で可能。
（近隣の店舗へ迷惑がかかるような太鼓、打楽器等の使用は禁止。）
10. 脚立や石塔の上に上っての販促やその他の危険行為をした場合。
11. 会場周辺での路上駐車など、近隣への迷惑行為をした場合。
12. その他主催者が適切でないと思われる行為があった場合。
13. 反社会的勢力との関係者または第三者を利用して業務及び取引行為を行なっている方は、一切出店契約ができません。
14. 新型コロナ感染症対策のガイドラインに従わない場合。

