
ブース出店の御案内

お気軽にお問い合わせください。

全日本ぎょうざ祭り飲食出店事務局（株式会社FOOD&DRINK BANK）

■受付時間：平日10：00〜17：00
■TEL：052-745-6700（FAX：052-745-6711）
■e-mail：katou@fdbank.jp
■担当：加藤

お問い合わせ先

２０１９春

GWのフードフェス「全日本うまいもの祭り」によるスピンアウト特別催事として、
初開催（2018年9月）にも関わらず、多くの来場者で賑わい、

日本最大級の餃子イベントへと大きな一歩を踏み出した、

あの『全日本ぎょうざ祭り』が、2019年3月に帰ってきます！

「餃子とビールで乾杯！」は、サラリーマンたちの定番？
いえいえ、もはや餃子＆ビールはサラリーマンだけのものではありません。

今や多くのメディアにも取り上げられ、家庭の定番、女子の定番にもなってます。

大好評を博した『全日本ぎょうざ祭り』を、2019年3月にも開催します。
東海エリアの人気店、宇都宮や浜松といったメジャーエリアはもちろん、

全国各地のご当地食材を取り入れたオリジナル餃子も提供し、
各地の食文化の普及にも貢献するとともに、

本催事をキッカケに愛知県への来訪を促し、観光振興・観光誘客への貢献も目指します。



全日本ぎょうざ祭り飲食出店事務局

※本内容は追加・変更される場合があります

開催概要

開催概要

■開催日時
2019年3月21日（⽊祝）〜3月24日（日） 計4日間
10:00〜17:00（最終入場16:30）
◎設営・搬入 2019年3月19⽇（⽕）〜20⽇（水） ◎搬出・撤去 2019年3月25⽇（月）

■会場
愛・地球博記念公園（モリコロパーク） 大芝生広場
〒480-1101 愛知県⻑久⼿市茨ヶ廻間⼄1533-1

■主催
全⽇本ぎょうざ祭り実行委員会（中⽇新聞社、ゲイン、FOOD&DRINK BANK）

■後援
愛知県、⻑久⼿市、（⼀社）愛知県観光協会、
（公財）名古屋観光コンベンションビューロー、（公財）愛知県都市整備協会 ※予定

■協力
東海テレビ放送、愛知高速交通、愛知環状鉄道 ※予定

■入場料（小学生以下、入場無料）
【前売券】

大人（中学生以上） 1名券500円、大人ペア1⽇券800円、大人3名券1,200円
【当日券】

大人（中学生以上） 1名券500円

■ブース数
餃子ブース／35ブース程度 フード&スイーツブース／10ブース程度
ドリンクブース／2ブース 他

■来場者目標数
65,000人（4⽇間述べ） ※2018年9月実績 3⽇間述べ 42,479名
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※本内容は追加・変更される場合があります

会場ゾーニング ※予定

会場ゾーニング ※予定

Ａ 餃子ブース／35ブース程度
地元愛知・名古屋で人気の餃子、
全国各地のご当地餃子、点心 など

Ｂ フード&スイーツブース／10ブース程度
中華メニューを中心とした飲食ブース
や、別腹のスイーツ など

※会場ゾーニングは変更になる場合があります
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Ａ

C ドリンクブース／2ブース
協賛メーカー商品販売

D 協賛社ブース／6ブース
食品メーカー、キッズ向け商品 など

E キッズゾーン
ふわふわ、アクアボール、遊具 など

Ａ

Ｂ

C

C

D

E

客席エリア
（500席）

芝生エリア
※レジャーシート可

芝生エリア
※レジャーシート可

入場・再入場ゲート

チケット販売所
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※本内容は追加・変更される場合があります

餃子ブース ※35ブース程度

募集要項

東海3県の人気餃子店や全国の名物餃子店が集結！ビール片手に、アツアツを頬張ろう！

テント1張（販売・調理スペース）
●W1.5K×D2K（W2,670×D3,550）×1張 ●電気1.5kw×1回路
●社名板（W900×H200） ●蛍光灯 注）コンテナハウス、給排水直結は、別途ご相談ください
※キッチンカー出店の場合は、車両サイズ・販売口の情報を必ずお伝えください
※キッチンカーには、社名板・蛍光灯が付きません

220,000円（税別）

出店料
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フード&スイーツブース ※10ブース程度

中華メニューを中心とした飲食ブースや、甘いものは別腹のスイーツもどうぞ。

テント1張（販売・調理スペース）
●W1.5K×D2K（W2,670×D3,550）×1張 ●電気1.5kw×1回路
●社名板（W900×H200） ●蛍光灯 注）コンテナハウス、給排水直結は、別途ご相談ください
※キッチンカー出店の場合は、車両サイズ・販売口の情報を必ずお伝えください
※キッチンカーには、社名板・蛍光灯が付きません

260,000円（税別）

出店料
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2,6702,670現在、フード＆スイーツブースの
募集はしておりません
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※本内容は追加・変更される場合があります

出店条件について

募集要項

■餃子ブースについて
メインメニューは、各種餃子・点心に限らせていただきます。
但し、点心につきましては、内容によりお断りする場合がございます。
なお、餃子ブースにおけるサブメニューの取り扱いには、主催による審査がございます。
例） ・メインメニューが餃子でないと受け取られる恐れのあるサブメニュー・・・NG

・フード&スイーツブースとの完全競合・・・NG
・複数カテゴリー（餃子＋から揚げ＋焼きそば）・・・NG

■フード&スイーツブースについて
特に制約はございません。

■原則、全日程での出店が可能であること
■ドリンク類の販売不可
■原則、提供メニューの競合排除はしません

設備・工事費について

■主催者手配
4ページをご確認ください。

■追加電気工事費（使用料含む）
1kwまで15,000円（税別）。以上、0.5kwにつき5,000円（税別）。
追加コンセント代5,000円（税別）。
※200Vは事前にご相談ください

■給排水（上下水直結）設備
露店営業許可となるため、基本設置はございません。
水タンク18ℓ以上・2個と、排水受けバケツ・2個をご持参ください。
※共同の給排水設備をご利用ください
※露店営業許可品目にないメニューは、臨時営業許可となり、設置必須となる場合がございます
（例：ご飯類、パスタなど）。

【注意事項】
●コンテナハウス1/2＋給排水工事（シンク含む）は、別途御見積いたします。
●ご飯類は給排水直結となります。給排水工事（シンク含む）は、別途御見積いたします。
※コンテナハウス、給排水直結の可能なブース数には限りがござます
●本注意事項には、キッチンカーは、該当いたしません。
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※本内容は追加・変更される場合があります募集要項

出店受付・出店確定について

http://www.fdbank.jp の「全日本ぎょうざ祭り出店申込フォーム」へ入力の上、
ご送信ください。携帯電話からもアクセス可能です。
※受付はこちらからのみとなります
※出店申込書を受領後、「全⽇本ぎょうざ祭り飲食出店事務局（以下、事務局）」による審査を

行いますので、予めご了承ください
※審査通過後、事務局より出店料の請求書を発送します。請求書の発送をもって、出店仮確定とします
※支払期限までに、必ずお振込みください。その際の振込⼿数料は、出店社負担となります。

入金確認が取れ次第、出店確定とします。但し、支払期限までに入金確認が取れない場合、
出店仮確定または出店確定の取り消しとなることがあります。
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提供メニューについて

■基本設備はテント＋水タンクとなるため、保健所への申請は露店営業許可（移動式露店
での営業許可）となります。
※愛知県内で取得された許可証をお持ちの方は、申請の必要はございません
※お持ちでない出店社は、申請費5,000円が必要となります

・提供可能な商品は、露店品目のみで、原則1ブース1品目となります
・検便検査表、食品衛生責任者の写しが必要となります

※提供する料理や調理機材数により、飲食店営業許可（申請費9,000円）となる場合がございます

■キッチンカー出店の場合は、愛知県内で取得された許可証が必要となります。
■コンテナハウス出店の場合は、保健所への申請は飲食店営業許可（申請費9,000円）と

なります。

【注意事項】
●提供メニューについては、必ず事前に飲食出店事務局までご相談ください。

2019年1月11日（金）
※予定小間数に達し次第、終了

2019年1月22日（火）

申込締切について 支払期限について
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※本内容は追加・変更される場合があります

ブース位置決定について

募集要項

ブース位置については、主催者⼀任とさせていただきます。

登録商標について

登録商標の無断使用を禁じます。
また、誤解をまねく恐れがあるメニューでの出店も不可とします。

産地及び食材の表記について

昨今メディアで取り上げられている産地偽装・食材偽装などにつきまして、最善の注意を
払うよう関係各所より、ご指導をいただいております。出店の際には、産地・食材の表記
など十分ご注意をお願いします。また必要に応じ、取扱食材の事前確認申請書類の提出や
当⽇現地での食材検品などが発生する可能性もあります。産地偽装・食材偽装などが発覚
した場合、また疑惑が発生した場合、主催者判断により、
当⽇でも出店営業中止とさせていただく場合があります。

有料依頼について

■厨房器材などのレンタル⼿配
■LPG（ガス関連）の⼿配
■装飾物、印刷物などの制作
■ごみ処理
※開催直前及び開催期間中のご依頼については、開催期間中にお支払いいただきます

キャンセル費について

■出店決定〜2019年1月21⽇（月） 出店料の50％
■2019年1月22⽇（⽕）以降 出店料の100％

その他詳細について

出店ルール、装飾規定、各種申請などについては、
別途配付する「出店規約」及び「出店社マニュアル」をご参照ください。
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※本内容は追加・変更される場合があります

テレビ ※予定

告知広報 ※予定

■ニュース（東海テレビ） ■「スイッチ！」（東海テレビ）
■「スタイルプラス」（東海テレビ）

新聞、折込チラシ ※予定

■中⽇新聞朝刊 ■中⽇新聞夕刊 ■中⽇新聞折込チラシ（35〜40万部）

雑誌 ※予定

■月刊KELLy2/23発売号 ■フリーマガジンami3/1発行号
■メナージュKELLy3/8発売号 ■その他パブリシティ多数

交通広告 ※予定

その他 ※予定
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■愛知高速交通 B3ポスター中吊り ■愛知高速交通 B1ポスター駅貼り
■愛知高速交通 A4チラシ設置 ■愛知環状鉄道 B3ポスター中吊り
■愛知環状鉄道 B1ポスター駅貼り ■愛知環状鉄道 A4チラシ設置

■公式サイト（https://gyozamatsuri.jp） ■公式SNS（Twitter、Facebook）
■メールマガジン「NGC88」 ■各所施設 B1ポスター掲出 ■各種施設 A4チラシ設置
■その他パブリシティ多数

東海テレビ（番組紹介・番組中継)

雑誌メディア（雑誌広告）

新聞折込

交通広告


