「なごやめし博覧会 2017」 エントリー注意事項
★★ 申込前に必ずお読みください ★★
【趣旨】
観光客の関心が高い「食」の魅力を生かして、飲食事業者をはじめとする幅広い事業者と連携した食べ歩きイベントを開催し、
「なごやめし」の情報発信や新たな魅力づくりを通じて、観光客の誘致を図ります。
【概要】
１．事業名称
なごやめし博覧会 2017（NAGOYAMESHI EXPO 2017）
２．開催期間
平成 29 年 10 月 1 日（日）～11 月 19 日（日）
３．主催
なごやめし博覧会実行委員会（名古屋市、KADOKAWA、公益財団法人名古屋観光コンベンションビューロー）
４．事業内容
名駅・伏見・栄・金山・大須・今池・池下・港を中心に市内の飲食店の参加を募り、下記のように開催します。
（１）飲食店回遊イベント（市内飲食店舗の食べ歩き）
①参加店舗数：約 280 店舗（うち、新なごやめし総選挙参加店約 25 店舗）
②品目：ひつまぶし、味噌かつ、味噌煮込みうどん、手羽先、天むす、きしめん、あんかけスパゲティ、ういろうなど。
※参加店舗において、博覧会用の特別メニュー（1 店舗につき 1 メニュー）を設定し、チケットと引き換えます。
（２）新なごやめし総選挙
①参加店舗数：約 25 店舗
②品目：参加店舗にて開発
（３）その他関連イベント
５．チケット
（１）チケット仕様
①3,000 円（税込。1 枚 620 円相当の 5 枚綴り。新なごやめし総選挙投票権付き）
②1,240 円（税込。1 枚 620 円の 2 枚綴り。新なごやめし総選挙投票権付き）
（２）チケット販売期間 平成 29 年 9 月 1 日（金）～11 月 19 日（日） ※予定
（３）チケット販売場所 チケットぴあ・イープラス・名古屋市金山観光案内所・オアシス 21i センター・名古屋市内のホテル・全
国の旅行会社・参加店舗などを予定
【参加募集】
なごやめし博覧会 2017 の参加店舗を下記のとおり募集します。
１．募集期間
平成 29 年 5 月 1 日（月）～6 月 30 日（金）
２．参加料
（１）飲食店回遊イベント：8,640 円（税込。1 店舗。）
（２）新なごやめし総選挙：19,440 円（税込。1 店舗。） ※飲食店回遊イベント参加料 8,640 円（税込）を含みます。
（３）名古屋おもてなし武将隊乾杯イベント：21,600 円（税込）

３．募集店舗数
（１）飲食店回遊イベント 約 255 店舗
（２）新なごやめし総選挙 約 25 店舗
（３）名古屋おもてなし武将隊乾杯イベント

約 10 店舗

４．参加条件・注意事項
（１）飲食店回遊イベント
①なごやめし博覧会メニューとして“なごやめし”をご用意いただけるお店。
②名古屋駅、伏見、栄、金山・大須・今池・池下・港周辺のお店
③なごやめし博覧会の PR（ポスター掲出、チラシ配布等）にご協力いただけるお店。
④ご提供いただくメニュー内容によっては参加をお断りする場合がございます。
⑤エントリー多数の場合は、実行委員会により参加店舗を選定します。
⑥7 月 14 日（金）までに“なごやめし”の写真データをご用意いただけるお店。
※WEB、パンフレット等に使用します。
※上記期日までに写真データをご用意いただけない場合は、パンフレット等 PR ツールに掲載できないことがありま
すので、ご了承ください。
（２）新なごやめし総選挙
①飲食店回遊型イベントに参加していただけるお店。
②オリジナリティのある“新なごやめし”をご用意いただけるお店。
③提案メニューは原則単品としてください（料理提供時にドリンクやご飯などをセットにすることは可）。
④なごやめし普及のため、エントリーメニューの継続的な提供と、その後他店で提供されることに協力いただけるお店。
⑤名古屋駅、伏見、栄、金山・大須・今池・池下・港周辺のお店
⑥チェーン店（同屋号・同法人）でのエントリーは代表 1 店舗とさせていただきます。
⑦なごやめし博覧会の PR（ポスター掲出、チラシ配布等）にご協力いただけるお店。
⑧投票数途中結果中間発表に承諾していただけるお店。
⑨7 月 14 日（金）までに“なごやめし”の写真データをご用意いただけるお店。
※WEB、パンフレット等に使用します。
※上記期日までに写真データをご用意いただけない場合は、パンフレット等 PR ツールに掲載できないことがあ
りますのでご了承ください。
（３）武将隊乾杯イベント
①飲食店回遊型イベントに参加いただけるお店。
②当日のイベント運営にご協力いただけるお店。
※1 武将隊＋1 陣笠の参加となります。
※参加する武将を指名することはできませんのでご了承ください。
５．募集方法
規定のエントリーシートに必要事項をご記入の上、6 月 30 日（金）必着で FAX または E メールにて
事務局宛お申込みください。
６．確定通知
エントリーの結果につきましては 7 月 10 日（月）頃までに申込者に FAX または E メールにて通知いたします。
なお、武将隊乾杯イベントの実施につきましては、参加確定店舗様と日程等調整させていただいた上、
後日確定いたします。

【選定】
エントリー多数の場合は、ご参加いただくメニュー、価格設定、エリア、チケット販売ご協力の有無などをもとに実行委員会に
より参加店舗を選定しますのでご了承ください。
【参加料支払】
参加が確定した申込者は 7 月 31 日（月）までに参加料を実行委員会指定口座までお振り込みください。参加料入金の確認を
もってエントリー完了とします。なお、振込手数料につきましては参加者のご負担となりますのでご了承ください。
【参加メニュー】
チケット 1 枚（620 円相当）から利用できるメニューが基本となりますので、よりお得なメニューをご提供ください。
例）
①チケット 1 枚（620 円相当）で手羽先＋串カツ
②チケット 3 枚（1,860 円相当）でひつまぶし＋ドリンク 等
※より多くのお店で食べ歩けるよう、チケット 1 枚～２枚以内で利用できるメニューを推奨いたします。
【使用チケットの精算】
各店にて使用されたチケットにつきましては、1 枚あたり 515 円で精算いたします。なごやめし博覧会会期終了後、事務局が
チケットを回収し、枚数に応じた金額を 12 月 27 日（水）までに申込者さまご指定の口座に振込みます。
例）使用済みチケット 100 枚の精算の場合
チケット枚数 100 枚×515 円＝51,500 円
※各店にて使用されたチケットは精算時まで大切に保管してください。会期終了後チケット枚数に応じて精算します。紛
失された場合はその分のお支払いをすることができませんので予めご了承ください。
【チケット販売】
チケット販売にご協力いただける飲食店様には販売手数料としてチケット販売価格の合計の 10％をお支払いいたします。
１．販売用のチケットを飲食店様にお預けします。買い取りではありません。
２．会期終了後に販売枚数（セット数）を確認します。※期間中にも随時売り上げ状況のご報告をいただきます。
３．販売枚数に応じて手数料との差額をなごやめし博覧会実行委員会の口座に 12 月 18 日（月）までにお振り込みいただ
きます（振込手数料は販売者様にご負担いただきます）。
例） チケット販売額：300,000 円（3,000 円×100 セット）
⇒手数料（300,000 円×10％＝30,000 円）との差額 270,000 円をお振込みいただきます。
※お預けしたチケットは大切に保管してください。万が一紛失された場合はチケット代金をご負担いただきます。
【チケット引換】
チケット販売と併せて、チケットぴあ及びイープラス発行のオンラインチケットのなごやめし博覧会チケットへの引き換えにも
是非ご協力ください。
１．引換え用のチケットを飲食店様にお預けします。
２．ご利用者がチケットぴあ、イープラス発行の引換券を店にご持参いただいた場合に、飲食店様での利用を条件になごやめ
し博覧会チケット（実券）へ引き換えをしてください。
３．会期終了後に引換え枚数（セット数）を確認します。※期間中にも随時引換え状況のご報告をいただきます。
４．引換え用の博覧会チケット及び引換券については会期終了まで大切に保管してください。なお、交換にあたっては引き換え
手数料のお支払いはいたしません。
※引換えを実施していただく飲食店様は利用促進・集客効果が期待できます。
【新なごやめし総選挙投票】
新なごやめし総選挙は、チケット購入者・所有者が各チケットに割り振られた固有のシリアルナンバーを用いてウェブから投

票し、その票数及び選考によってグランプリ、準グランプリなどを選出します。
１．投票は、1 シリアルナンバーで 1 メニューに投票できます。ただし、2 枚綴りチケットは 1 投票ポイント、5 枚綴りチケットは 2
投票ポイントと集計いたします。
２．集計の結果及び選考により、グランプリ、準グランプリを表彰します。また票差などを考慮して敢闘賞をはじめ、各賞を設け
る場合があります。
３．表彰式は 12 月中旬を予定しております。入賞者の方々はご出席をお願いします。
【告知ツール】
イベントの開催にあたり、事務局にて、以下の告知ツールの制作を予定しています。店舗内での掲出、配付など PR にご協力
下さい。
１．チラシ（5 万部発行予定）
２．パンフレット（5 万部発行予定）
３．告知ポスター（B2、B3 制作予定）
４．ホームページ、SNS（facebook、twitter）など
５．その他利用状況、協賛獲得状況などによって増刷や新たなツールの制作を行う場合があります。
【その他 PR 方法】
１．地域情報誌での告知
２．取り扱い旅行社発行のパンフレット内での告知
３．名古屋「秋の観光キャンペーン」等での告知
４．広報なごやでの掲載
５．名古屋市内の飲食店
６．各メディアにプレスリリース発行
７．スペシャルサポーターのブログ など
※媒体により個別に取材依頼がある場合もございます。可能な範囲でご協力下さいますようお願いします。
【その他】
１．8 月下旬に販売用のチケットや告知ツールなどのお渡しと運営に関する説明会開催を予定しております。必ずご出席をお
願いします（ご出席いただけない場合は事務局までお越しいただき、お受け取りしていただきます）。また今回から、説明
会の方法を変更する予定でございます。詳細は後日、ご連絡いたしますので、ご注意下さい
２．イベント終了時アンケート調査にご協力をお願いします。
３．注意事項に明記のない事柄において疑義が生じた場合は適宜問題解決にあたります。
【お問い合わせ】
■申込手続きに関するお問い合わせ
店舗担当事務局 TEL 052-212-1603／E-mail nagoyameshiexpo@adlv.co.jp（㈱アド・ライブ内）平日（月～金 10:00～19:00）
TEL 052-855-2561 （㈱KADOKAWA 東海オフィス内）
■お支払に関するお問い合わせ
事務局 TEL 052-202-1677 （名古屋観光コンベンションビューロー内）
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