第2回 肉ニクまつり®︎ VS

海鮮フェス™️

ｉｎ あいちめし®︎ 募集要項
２０２３年３月１７日(金)〜３月２１日(火・祝)の５日間、名古屋市の中心街、中区栄・久屋大通公園で
「第２回 肉ニクまつり®︎ VS 海鮮フェス™️」を開催いたします。

「肉ニクまつり®︎」は、いろいろな「肉」を食べ比べ、肉食類に興味・関心を持って頂き、 畜産・酪農を
応援する感謝祭です。そして今回初！「海鮮フェス™️」は、「海の幸」魚介類を食べて水産業を応援します。
肉好きに大人気の「肉ニクまつり®︎」と「海鮮フェス™️」の対決！そして「愛知県」の魅力を発信する
「あいちめし®︎」と同時開催します。販売したい商材やプロモーション企画などのご出店はいかがでしょうか。
ぜひ主旨をご理解いただき、ご検討をお願い申し上げます。

開催概要
タイトル
日程・開催時間

会

場

第２回 肉ニクまつり®︎

VS 海鮮フェス™️ ｉｎ あいちめし®︎

２０２３年３月１７日（金）
３月１８日（土）
３月１９日（日）
３月２０日（月）
３月２１日（火・祝）

１６：００〜２０：００
１１：００〜２０：００
１１：００〜２０：００
１１：００〜２０：００
１１：００〜１８：００

久屋大通公園 エディオン久屋広場（住所：愛知県名古屋市中区栄3丁目）

入場料

無料

主

畜産県・水産県である愛知県から全国へ「肉食」と「魚介類」を通じて、
食文化及び産業を応援します。
「あいち県」の各地域が 誇る地産や特産品の「あいちめし®︎」も販売や
プロモーションを行い、地域活性化と観光誘致を図ります。

旨

イべント内容

※雨天決行

全国からの牛・豚・鶏・羊・馬・馬・猪・ジビエなどおいしい肉類を会場
に集結。食べ比べて畜産を応援する 「肉ニク」まつり®︎と愛知県内の地産
料理の販売や、
お祭りや文化をPRする「あいちめし®︎」が同時開催いたします。

出店予定数

肉ニクまつり®︎ ブース
１０〜１５店舗
海鮮フェス™️ ブース
１０〜１５店舗
あいちめし®︎ ブース (飲食・工芸・技術・文化)
５〜１０店舗

来場者目標

約６万人 （手羽先サミット®︎ 同時開催時人数）
2017年実績／約12万2千人（3日間）
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）

ターゲット
お申込み期限

2020年実績／約 4万4千人（3日間）
2021年実績／約 6万8百人（3日間）
2022年実績／約10万2千人（3日間）

「あいちめし®︎」「肉食」「魚介類」と「平和」を愛する人々すべて
2023年1月10日迄／出店申込締切

出店概要

販売ブース
販売商品

ブースサイズ（テント）／間口 ３，６００mm × 奥行 ２，７００mm
①

肉ニクまつり®︎ ／肉料理1種類と他1品
※ 他1品が肉料理の場合は メインの肉料理と同じ種類の肉を提供すること

② 海鮮フェス™️ ／水産物の魚介類のみ
※ 湖や川・海で生産された食材となります

③

あいちめし®︎ ／愛知の地名が入った商品1品と他1品
※ 愛知県内、各地の名産品や特産物を使用したもの
※ 瀬戸◯◯、豊田△△△などの名前で既存商品でもイべントオリジナル商品でも可

食品を取り扱う
場合の注意点

＊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
必ず記載して下さい。
＊保健所からの許可を得た商品以外の取り扱いは一切できません。
＊販売可能な商品は、事前に保健所の許可が下りたもののみとなります。
＊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。
＊テント内でのPRに限ります。他エリアでの販売やサンプリングを
ご希望の方は別途オプションがありますので、ご相談ください。
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）２２５７
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。

販売方法

現金や各店決済方法

出店方法

テントまたは キッチンカー （キッチンカーは台数に限りがあります）

出 店 料

テント ３・６間口Ｘ２．７奥行き もしくはキッチンカー １ｔ まで
【Ａ】 5日間出店
1店舗／300,000円+消費税(前払)
【Ｂ】17日(金)～19日(日) 3日間出店
1店舗／250,000円+消費税(前払)
【Ｃ】20日(月)～21日(祝) 2日間出店
1店舗／ 55,000円+消費税(前払)

※電子マネー可（各自ご用意ください）

キッチンカー １ｔ 以上 ２ｔ 未満
【Ｄ】 5日間出店
【Ｅ】17日(金)～19日(日) 3日間出店
【Ｆ】20日(月)～21日(祝) 2日間出店
出店料に含まれ
るもの
キャンセル料

販売手数料

1店舗／320,000円+消費税(前払)
1店舗／270,000円+消費税(前払)
1店舗／ 60,000円+消費税(前払)

テント・テーブル(1800mm×600mm／1台)・電気1500wまで(200V不可)
照明ホームページ及び店舗情報掲載・チラシ掲載など
出版物の関係上、キャンセルの場合はキャンセル料が発生します。
＊1月15日〜1月31日 : 出店料の50%、2月1日以降 : 出店料の100%
無料

保健所申請

搬入出
他の費用
ロゴ等使用
免責事項

出店者の皆さま
へのお願い

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。
テント出店の場合、申請費用4，000円（税込）必要です。

搬入：３月１７日（金）９時〜 ／搬出：３月２１日（火・祝）２０時〜
オプションご利用代金（別途申し込み）
出店決定からご使用可能です。

※必ず ®︎ や ™️ マークを付けてください。

主催者は、天災地変その他不可抗力の原因により開催が不適切と判断した
場合は、イべントを中止をすることがあります。
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LINEグループで業務連絡を行っております。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

ブースレイアウト例（平面図）

ブースレイアウト例

2,700mm

1,800mm

机 (1,800×600)
3,600mm

3,600mm

★のぼりおよびディスプレイは各出店者様にてスタンドを含めご用意ください。設置位置は、隣の店舗にかからない
位置に設置してください。他店舗に影響がある場合、事務局で調整させて頂く場合がございます。
★その他、店舗独自の販促物も各出店者様にてご用意ください。
★左右・後ろにスぺースがある場合でも、正面以外の掲示物は ご遠慮ください。

出店者は主催者が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、これに違反があった場合、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がございます。その場合、出店料及びオプ゚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があった場合。
2. 出店概要に記載された条件・注意事項が守られていないと判断した場合。
3. イべントを妨げるような行為があり、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、イべントを妨げるような事故が発生した場合。
5. 方法を問わず、本イべントや主催者、他の参加者に対する誹謗中傷があった場合。
6. 所轄保健所、消防署、警察署の指導を遵守しなかった場合。
7. 違法行為、不正行為があった場合。
8. ブ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が掛からない範囲で可能。(近隣の店舗へ迷惑がかかるような太鼓、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. その他主催者が適切でないと思われる行為があった場合。
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、一切出店契約ができません。

会場見取図

【参加者用宿泊・駐車場】

近隣の弊会提携ホテル
ホテル セントメイン名古屋
〒460-0008 名古屋市中区栄5-5-10
関係者は宿泊費・駐車場代の
割引があります！
事務局までお申し付けください
会場イメージ《変更する場合があります》

久屋大通公園エディオン久屋広場
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、年間を通じてここで催し物が
数多く開かれています。

【アクセス】
・地下鉄名城線「久屋大通駅」「栄駅」 「矢場町駅」
・地下鉄東山線「栄駅」 桜通線「久屋大通駅」 下車よりすぐ
・駐車場
エンゼルバーク:850台(300円/30分) セントラルパーク地下駐車場:570台(300円/30分)
久屋駐車場:510台(300円/30分)

あいちめし®︎ とは

あいちめし®︎ の定義
「あいちめし」は食文化をはじめ、愛知県の魅力を伝えていくイベント型メディアです。
名古屋をハブにして愛知県の各市町村の食「あいちめし」を掲げ、産業や文化・歴史などを
イベントで実体を表現していきます。 その体験やふれあいをメディアＭＩＸで発信。
それぞれの持つ高いポテンシャルのプロモーションにより、観光振興で各地域の活性化に
取組んでいます。 また手羽先サミット®︎ や肉ニクまつり®︎、各種団体・企業、行政とも連携し、
社会性のあるアカデミックなメッセージをオリジナリティある祭典で展開しています。

主催

あいちめし®︎ 協会

協力

手羽先サミット®︎ 実行委員会

後援

愛知県・名古屋市・(一社)愛知県観光協会
名古屋観光コンべンションビューロー・中日新聞社

住所

〒456-0002 名古屋市熱田区金山町1-16-9 つくば3F あいちめし®︎ 協会

電話番号
メール

０５２-７１０-７１１０
info@aichi-meshi.com

出店申込書
出店要項に記載の条件・規約等に同意の上、お申し込み致します。

年

月

日

ふりがな

出店名（表記名）

ふりがな

企業名・団体名

ふりがな

代表者名

ふりがな

担当者名

〒

住所

電話番号

FAX
email
公式サイト（SNS可）
出店種類【Ａ】～【Ｆ】
カタカナ

お振込人名義
） 支店名（

銀行（

）

出店予定品と、商品の簡単な説明

本資料をよくお読みいただき、2023年1月10日までに、
申込書を郵送
〒456-0002 名古屋市熱田区金山町1-16-9 つくば3F
あいちめし®︎ 協会
またはHP「https://nikuniku-matsuri.com/contact」
よりお申し込みください。
申込書受領後、事務局よりご連絡いたします。

ＱＲコードからも入れます

出店が決定された店舗様は期日までに下記口座へ出店料をお振込ください。
振込金額はお申し込みプランによって異なります。お振込手数料はご負担ください。

三菱UFJ銀行 石川橋支店 普通口座 ００７４０６３
名義：

ｱｲﾁﾒｼｷｮｳｶｲ ﾀﾞｲﾋｮｳ ｸﾉﾏﾅﾌﾞ

