ご出展をご検討の皆様へ

第34回

2022
出展のご案内
■と き／2022年 2月 26日(土)・27日(日)
■ところ／久屋大通公園 (名古屋市中区栄)
エディオン久屋広場・エンゼル広場

旅まつり名古屋実行委員会

開催趣旨

「旅まつり名古屋」はコロナ禍により、２回連続で中止となり、大きな打撃を受けてまいりました。
しかしながら、ワクチン接種の進捗により、少しずつではありますが人々の動きが活発になって
きました。ワーケーションなど新たな時代の流行も出てくるなか、その根底にあるのは、日常から
離れる時間がもたらす充足感、解放感であり、それが旅の楽しみだと思います。困難な時代に
あるからこそ、「旅をしたい」という願いは多くの方の心に積り続けています。
「旅まつり名古屋」は、地域の観光魅力を発信するべく、全国はもとより海外の観光情報、郷
土芸能、特産品等を一堂に集めることで、“旅の楽しさ”を名古屋市民に、そして東海地域の
方々に発信してまいります。
本事業は、全国の観光関係者の方々にとって意義あるPRの場として、あるいはマーケティン
グ活動の一環として活用していただくことはもちろん、観光関係者相互の交流が深まる場となる
ことも期待されております。また、市民等にとっても毎年恒例の名古屋の春のイベントとして
第３４回目を迎えます。
皆さまにおかれましては「旅まつり名古屋２０２２」の開催にご理解いただき、是非ともご出展
を賜りますようお願い申し上げます。
令和３年９月
旅まつり名古屋実行委員会会長
（公財）名古屋観光コンベンションビューロー
理事長 杉﨑 正美

名

開催概要

称／

第34回 旅まつり名古屋2022 ～旅と宿と人のふれあい～

開催期日／

2022年2月26日（土）･ 27日（日） AM10:00～PM5:00（入場無料）

会

場／

久屋大通公園 エディオン久屋広場・エンゼル広場（名古屋市中区栄）

主

催／

旅まつり名古屋実行委員会

主催構成／

(公社)日本観光振興協会、東海旅客鉄道（株）、名古屋鉄道（株）、
近畿日本鉄道（株）、（株）中日新聞社、名古屋商工会議所、名古屋市、
(公財)名古屋観光コンベンションビューロー

特別協賛(予定)／東武トップツアーズ（株）、（株）近畿日本ツーリスト中部、
(株）日本旅行、(株）ＪＴＢ、名鉄観光サービス（株）、
(一社)日本旅行業協会(JATA)中部支部、 (公社）愛知県バス協会
協賛(予定)／ 主に地元旅行関係企業（ホテル・旅行代理店など）
後援(予定)／ 中部運輸局、愛知県、中部国際空港（株）、中日本高速道路
（株）名古屋支社、(一社）愛知県観光協会、在名道県連絡協議会、
ＮＨＫ名古屋放送局、(株）ＣＢＣテレビ、東海テレビ放送（株）、
名古屋テレビ放送（株）、中京テレビ放送（株）
協力(予定)／ 名古屋市交通局、名古屋ガイドウェイバス（株）、名古屋臨海高速鉄道（株）
松坂屋名古屋店、（一社）全国旅行業協会(ANTA)愛知県支部、
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ（株）、(株）エンゼルパーク
目標来場者数／30万人（前々回実績28万人）
出展ブース数(予定)／約130ブース
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１.出展ブース

事業内容

・ 旅や観光をテーマに出展者を募集。

（案）

全国や海外の観光地、ご当地グルメや特産品販売などのブースで
会場を構成。
・ 旅グルメとして全国の駅弁を販売。
２.出展者ＰＲステージ
・ 各出展者がＰＲとして各地の郷土芸能、お祭り、パフォーマンス、
クイズ大会などを実施。
・ 恒例となった「ご当地キャラ大集合」のほか、ご当地武将隊なども
ＰＲに参加。
【本年度の開催においてのご案内】
エディオン久屋広場のみで開催する可能性がありますので、今回の出展募集ブースは、
まずは100ブースを上限に先着順で受付させていただきます。エンゼル広場で実施予定の
内容で、敢行できないものが発生する場合がございますので、予め、ご了承ください。

出展ブース

ステージ風景

会場
イメージ

出展ブース

出展ブース

出展ブース

出展ブース

出展ブース

出展ブース

出展ブース

出展ブース

エンゼル広場

エディオン久屋広場
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■申込の流れ

申込方法

①【様式1】

事務局より

出展申込書の提出

出展要項の送付

②【様式2・3・4】
出展内容確認書の提出

①別添【様式1】出展申込書を下記期限までにメールまたは郵送でご提出ください。
※メールご提出時は、入力済の①「Excelデータ（押印なし）」と
出力後にスキャンした②「PDFデータ（押印あり・カラー）」の２点を必ずお送りください。
②お申込いただいた方に詳しい出展要項が送られますので、要項に添付されている
【様式2・3・4】「出展内容確認書（ステージ出演希望、飲食販売の有無、
備品申込等の確認）」及び「飲食物取扱い明細書（必要の場合のみ）」を
ご提出いただきます。
■出展料及び出展申込書等提出期限について
一次募集

出展料（1ブース）

二次募集

135,000円（消費税含む） 165,000円（消費税含む）

出展申込書提出締切
【様式1】

2021年11月12日（金）

2021年12月10日（金）

10,000円（消費税含む） ※１団体につき

感染症対策費
ごみ処理費

5,000円（消費税含む） ※1団体につき

出展内容確認書提出締切
【様式2・3・4】

2021年12月10日（金）※調整中

請求書送付日

2022年1月上旬

支払期限

2022年1月28日（金）

※12月10日（金）までの解約については、キャンセル料は発生いたしません。
※出展料の振込み後の解約については、返却いたしません。

■各種ご提出先
旅まつり名古屋事務局
（メール宛先） tabimatsuri@think-pp.co.jp
（郵送宛先） 〒460-0008
名古屋市中区栄二丁目10番19号 名古屋商工会議所ビル11階
(担当）

辻、森川
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■基礎ブースについて

出展ブース

①基礎ブースの設営は主催者が行います。
②ブースの位置は、地域バランス等を考慮し、主催者側で決定させていただきます。
③社名表示板(200mm×900mm)を主催者で用意します。
④ブースのサイズ(テント)はW3,600mm×D2,700mm×H2,000mmです。
⑤ブース内の電源･水道は原則として用意いたしません。
希望があれば主催者側でとりまとめて工事を行い、各出展者に費用を
負担していただくことになります。
･給排水設備費（水道直結）／
二槽式75,000円、三槽式105,000円、四槽式135,000円
･電気設備費（１ブース毎につき）／
100V:1,500ｗ1回線(コンセント2口)
25,000円

(追加 1,500ｗ1回線毎 8,000円)

200V :3,000ｗ
50,000円 (追加 1,000w１回線毎 10,000円)
※いずれも消費税含
●ブース内基本備品
①⾧机１本(D450mm×W1,800mm)ビニールクロス付
②折タタミパイプ椅子４脚

ブースイメージ
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出展者
PRステージ
出演

■出展者ＰＲステージ出演について
●ステージは、エディオン久屋広場・エンゼル広場に設置します。
●内容は、郷土芸能、観光キャンペーンなど、行事内容にふさわしいものであれば、
何でも結構です。
●出演時間などについては、主催者側で調整させていただきます。
ご希望日のみお伺いいたします。
●ステージ･楽屋の設営、基本的音響設備、司会者以外の利用に関する経費は、
出展者でご負担いただきます。
■仕様（予定）
･W10,800mm×D7,200mm (屋根付)
･ステージ上から屋根の最上部まで高さ7,200mm
･ステージ床面コンクリート。後部バックパネル有り
･左右両側にW1,500mm×D2,000mmのスピーカーイントレ付
※仕様については状況により変更する場合があります。
■設備
･簡単な音響および照明設備を用意します。
(マイク5本･ＣＤデッキ・パーライト等)
･出演に関する以外の物品はステージ周りに置けません。また出演に関する物品についても
進行スタッフとの打ち合わせの上、スタッフが指定する場所に置いてください。
■控室
･ステージ裏にテントを用意します。
･備品類(１テントにつき)
＜⾧机＞２本
＜姿見＞１台
＜パイプイス＞５脚

ステージイメージ
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追加備品について

備品
設備
一覧

備品名
蛍光灯
ポスターボードＡ
ポスターボードＢ
ポスターボードＣ
⾧机A
⾧机B
⾧机C
⾧机D
パイプイス
ビニールクロス
のぼり旗セット
液晶テレビモニター
液晶テレビモニター
液晶テレビモニター
DVDプレーヤー
ブルーレイプレーヤー
給水用ポリタンク
保温ポット・電気ポット
石油ストーブ
ガスコンロ A
ガスコンロ B
プロパン 10ｋ
プロパン ５ｋ
耐火ボード A
耐火ボード B
消火器
ブルーシート
卓上カタログ用スタンド
カタログ用スタンド A
カタログ用スタンド B
ユニバーサルスタンド
販売用ワゴン
簡易手洗Set
冷蔵ｼｮｰｹｰｽ195ℓ
冷蔵ｼｮｰｹｰｽ4面ｶﾞﾗｽ90ℓ
冷凍ｼｮｰｹｰｽ170ℓ
冷凍ｽﾄｯｶｰ110ℓ
三つ折りﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ
電気設備費
100V:1回線
→追加1回線
200V:1回線
→追加1回線
給排水設備費(水道直結)
流し台二槽式・蛇口２
流し台三槽式・蛇口３
流し台四槽式・蛇口４
感染予防対策資材
飛沫感染予防透明シート

(原則として２日間)金額 ※運搬費、消費税含む
内容
(H900×W1,800㎜)吊下げ式
(H900×W1,500㎜)吊下げ式
(H900×W2,400㎜)吊下げ式
(D450×W1,800㎜)
(D600×W1,800㎜)
(D450×W1,500㎜)
(D450×W1,200㎜)
(机用)
(ポール＋ベース）
(37型・ｽﾀﾝﾄﾞ付)
(26型)
(20型)

(18リットル)
(灯油18リットル含む)
(33Φ)
(45Φ)
(調整器・取付含む)
(調整器・取付含む)
(H900×W1,800㎜)自立式
(D450×W1,800㎜)卓上用
(※火気使用の場合必要です)
(W3,600×D1,800㎜※販売)
(Ａ４タテ／5段)
(Ａ４タテ／6段)
(Ａ４タテ／12段)
(W1,500×D700×H700㎜)
(ﾀﾝｸ､ﾊﾞｹﾂ､ﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟ､ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ等)
(W1,165×D802×H857㎜)
(W900×D727×H886㎜)
(W742×D427×H948㎜)
(W1,800×H1,720㎜キャスター付)
(1,500wまで)
(1,500w)毎
(3,000wまで)
(1,000w)毎
※電気の追加は、同一ブースに限定。

金額（単価）
＠5,500
＠5,000
＠4,500
＠6,000
＠3,500
＠4,000
＠3,500
＠3,500
＠500
＠500
＠1,500
＠55,000
＠20,000
＠13,000
＠9,000
＠9,000
＠500
＠2,500
＠7,000
＠4,000
＠5,000
＠17,000
＠10,000
＠10,000
＠5,000
＠2,500
＠1,000
＠7,500
＠9,000
＠13,000
＠7,000
＠15,500
＠10,000
＠28,000
＠18,000
＠28,000
＠22,000
＠7,000
＠25,000
＠8,000
＠50,000
＠10,000

＠75,000
＠105,000
＠135,000
(テント前面幕)

＠3,000

※その他、必要なものがありましたらご相談ください。
必ず事前にお申し込みください。
事前にお申し込みの備品については、ブース内に納入いたします。
※備品の代金はすべて当日にスタッフが貴ブースまでお伺いし実費精算いたします。
※電気設備および給排水設備費については出展料と共に請求いたします。
※そのほかの調理機器（ガスフライヤー、串焼器、鉄板焼機等）など、ご相談承ります。

6

出展に
関する
注意事項

出展申込書の記入
提出期限: 一次募集 2021年11月12日(金)
二次募集 2021年12月10日(金)
主催者側の会場設営･小間割りなどの参考にします。
別添【様式1】出展申込書（エクセルデータ）に必要事項を記入し、期日までにメールまたは郵送で
ご提出ください。
メールご提出時は、入力済の①「Excelデータ（押印なし）」と
出力後にスキャンした②「PDFデータ（押印あり・カラー）」の２点を必ずお送りください。

【記入上の注意】

●出展料請求先
出展料の請求宛名・送付先をご記入ください。なお、請求先を分割させる必要がある場合は、
各請求先の必要事項を記載した別紙（様式問いません）を提出してください。
●看板表示名
ブース前面上部に社名看板を取りつけます。主催者側で統一書体(角ゴシック･白地黒文字)で表示
しますので、正確にご記入ください。出展団体名と異なっても結構です。
＜例◯◯◯観光ＰＲ､(社)◯◯◯◯◯など＞
●出展内容
内容は出展者の特徴を生かした楽しい趣向でお願いします。
①パンフレット･チラシ類の配布
②特産品･民芸品の販売･製作実演
③独自のディスプレイによるPR
④簡単なゲーム・体験等の展開
⑤ノベルティ商品等の配布
⑥キャンペーンスタッフ、仮装姿によるPR など
※今回はブース前での着ぐるみによる呼び込みは不可とします。
※商品によっては販売･配布をお断りすることがあります。下記商品は制約がありますのでご注意ください。
◯医薬品
◯酒 類
◯酒類以外の飲物･食品類 など

飲食物の
取扱に
ついて

現在、新型コロナウイルス感染症拡大にともない、
提供方法についての方針を検討しております。
基本方針が確定次第、ご案内させていただきます。
【お願い】
今回の開催に限定し、会場内で飲酒を助⾧する可能性のある、
すべての酒類の提供・取り扱いを不可とします。
・酒類販売（製品販売、分注・開栓による実演販売）
・酒類の試飲提供 など
※ノンアルコールタイプのビール等も含む
なお、予約販売などの受付や商品PRなど、会場で現品の受渡し
販売や飲酒・試飲などを伴わない販売促進行為については、
これに含みません。
（パンフレット配布、予約受付、外箱の展示などは可能です。）
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旅まつり名古屋2022（以下「本イベント」という。）へ出展する団体・企業など（以下「出展者」という。）は、本イベント出展規約（以下「本
規約」という。）に定められた条件に従って出展を行うものとします。なお、本規約にある「主催者」とは、旅まつり名古屋実行委員会を指します。

出展規約

第一条

旅行関連事業のPRを目的とした内容に限定
1．旅行・観光のPRを目的としないもの、露店営業などの営利に特化したもの、本イベントのテーマに相応しくないものなどは、
出展できません。
※過去に多数の実績があり、かつ主催が認めたものについては例外とします。

第二条

ブースの転貸、転売、譲渡、交換などの禁止
1．出展者は、本規約に基づき主催者から利用を許可された出展スペースの全部または、一部の権利を他者へ譲渡、
貸与等（譲渡料、貸与料等の有無を問わず）を行うことはできません。
2．出展者は、本規約および本規約に基づく権利義務を第三者に譲渡することはできません。

第三条

不可抗力による開催中止等
1．主催者は以下の各号に定める場合、イベントの中止、サービスの停止をすることが有ります。
（１）天災地変、疫病、戦争、内乱、テロ、ストライキ、ロックアウト、輸送機関・通信回線の事故、行政命令若しくは、規則、
その他、主催者の責めに帰すことが出来ない不可抗力によるやむを得ない事情が発生した場合。
（２）主催者が本イベントを開催することが適切でないと判断した場合。
2．主催者は前項記載の場合における、イベントの中止、サービスの停止による損害の補償は行いません。
（１）万が一、本イベントが開催されないときは、主催者は出展者に対し、払込金から既に開催準備のために要した
全実費（会場費を含む）を控除した額を返還します。但し、当該出展者に故意又は過失がある揚合には、この限りでは
ありません。
（２）主催者は、理由の如何を問わず、イベントの取り止め、早期閉会、開催延期あるいは会場の移転などが、出展者又は
来場者の利益にとって必要かつ望ましいと判断し、それを実行した場合は、出展者に及ぼす如何なる損害に対しても責任
を負いません。
3．当日の天候における中止判断基準について
（１）「名古屋市」において、大雨警報または暴風警報のいずれかが、開催日の午前7時の時点で発令されており、本イベントの
開催時間の午前10時以降も解除されないと予想される時は開催を中止する場合があります。なお、「名古屋市」において
上記の警報のいずれかが午前7時の時点で発令されていなくても、「尾張東部」地域など、周辺地域における発令情報に
留意し、開催の可否についての判断を行うものとします。また、南海トラフ地震に関連する情報が発令された場合も、
本イベントは中止します。

第四条

会場内の行動
1．本イベントに相応しい品位のある行動をお願いします。勧誘の強要や来場者が不快と感じられるような行為を発見した場合は、
即時、撤収いただく場合があります。

第五条

展示の管理と免責
1．会場営業中､出展ブース責任者は必ず会場に常駐してください。
2．展示及び実演は､各団体ブース内に限定します。道路や公園施設内での広告･宣伝･販売などの行為はお断りします。
3．主催者は会場の保安や事故防止に努めますが、盗難や紛失、破損や汚損、また、人的災害など、あらゆる原因から生じる
損失や損害については、その一切の責任を負わないものとします。

第六条

秘密保持
1．出展者は、本規約により知り得た主催者の営業上・業務上の一切の機密情報について、厳重に管理・保管し、イベント
期間中はもとよりイベント終了後においても、事前に書面による主催者の承諾を得ないで、第三者に開示又は漏洩しないものと
します。

第七条

出展団体用マニュアルの順守
1．主催者が申し込み後に出展者に提示する「出展団体用マニュアル」は、本規約に付随し、イベント主催者と出展者に対して
適用されるものとします。

第八条

紛争処理
1．本規約は日本法を準拠とし、本イベントに関わる一切の紛争について名古屋地方裁判所又は、名古屋簡易裁判所を
第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第九条

規約の遵守
1．本規約を遵守することに同意することを前提とし、万が一規約に反した行為が発覚し、制作から本番当日までの間で出展を
お断りした場合、これに生じた損害などに対して、主催者は一切の責任を負わないものとします。

付則

制定

2017年5月

改訂

2018年8月
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会場案内

中部電力MIRAI TOWER
（名古屋テレビ塔）

エンゼル広場

旅まつり名古屋2022会場
エディオン久屋広場

旅まつり名古屋2022会場

光の広場

アクセス
マップ

旅まつり名古屋実行委員会
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