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名古屋駅地区街づくり協議会 

会  長  山 口 千 秋 

   （事務局  東和不動産㈱） 

「メイエキの涼 2017」のご案内  

【第 2報】 

名古屋駅地区街づくり協議会は、名駅エリアの賑わい創出と魅力向上を目的として、夏のイベント「メイエキの涼 2017」を昨

年に引き続き開催いたします。 

今年は、恒例の「打ち水大作戦」の開催に合わせ、昨年好評だった「浴衣 de お得」に加え、名古屋駅周辺の公開空地等を

活用した飲食スポット「ポケット・オアシス」を新企画として実施します。 このような取り組みを通して、名駅エリアを訪れる皆様に

「メイエキの涼2017」を、都心を楽しみ、賑わいを創出する夏の風物詩として感じていただけるように努めてまいります。 

今回の第2報では 6月20日にご案内したプレスリリース内容に加え、より詳細をご案内させていただきます。 

以上 

記 

１. 目的 

名古屋駅地区での夏のイベント開催を通じて賑わいを創出し、スーパーターミナル「名古屋駅」の玄関口としての魅力向上を

図ります。 

２. 主催 

名古屋駅地区街づくり協議会 

３. 共催 

ジェイアールセントラルビル㈱、東和不動産㈱、名古屋鉄道㈱、日本郵便㈱・名工建設㈱、三菱地所㈱ 

４. 後援 

名古屋市 

５. イベントテーマ 

「都心のオアシス」～水、氷、緑などで涼やかな非日常空間を演出 

６．期間  

   7月20日（木）～7月23日（日） 

７．イベント内容 

１）名古屋駅地区打ち水大作戦2017（打ち水、太鼓演奏、氷の彫刻） 

 7月20日（木） （予備日 7月28日（金）） 

２）浴衣deお得（浴衣で、または指定のうちわを持参してご来店いただいたお客様に、参加店舗から各種サービス）  

  7月20日（木）～7月23日（日） 

３）ポケット・オアシス（公開空地等での飲食スポット） 

 7月20日（木）～7月23日 (日） 



 

ポイント① 名古屋駅地区打ち水大作戦 2017に 「呼び水人」として劇団四季の俳優が参加 

ディズニーミュージカル『リトルマーメイド』(名古屋四季劇場)より、主役のアリエル役のひとりが浴衣を着て参加者とともに打ち水を

行います。 

 

 

 

 

ポイント② 名古屋駅周辺の飲食店など 167店舗でお得なサービスをご提供 

昨年より参加店舗が増加し、名古屋駅周辺の 167の飲食店舗などで「浴衣着用のお客様」、もしくは「メイエキの涼2017 うち

わ」をご持参のお客様に各店舗でお得なサービスをご用意しています。 （昨年は 156店舗が参加） 

 

【サービス内容（例）】 

・ボウリング場フロントで合言葉を言うと浴衣着用の方はボウリング 3ゲーム無料（貸靴料別） 

・飲食代５％～２０％OFF  

・生ビールやソフトドリンク 1杯サービス 

・ノベルティプレゼント                 など 

※詳しくは、別添の参加店舗リストをご参照ください。  

 

 

ポイント③ 初の名古屋駅周辺の公開空地等を活用した５商業施設連携イベント 

今年の「メイエキの涼 2017」は初の試みとして、名古屋駅周辺の５商業施設（ＫＩＴＴＥ名古屋、JR ゲートタワー、大名

古屋ビルShops&Restaurants、ミッドランドスクエア、ナナちゃんストリート）が各公開空地等において名古屋駅一帯で夏を楽

しんでいただく飲食スポット（ポケットオアシス）を設置します。 各ポケットオアシスでは、ビールやおいしいグルメで来店のお客様

をおもてなしします。 

※実施場所図は後記をご参照ください。 

ⓒDisney 

撮影：堀勝志古 



 

【ポケットオアシス内容】  

■ＫＩＴＴＥ名古屋 

CRAFT BEER KOYOEN 

 

クラフトビールなど 

※プラカップでの販売になります。 

※写真はイメージです 

中国料理 東天紅 

 

点心 

※写真はイメージです 

Vino&Ristorante CONＮESSO 

 

ジェラート 

※カップでの販売になります 

 

 

■ＪＲゲートタワー 

ビストロ&ビアカフェ カンカル 

 

ベルギービール、ソーセージ、フライドポテトなど 

※プラカップでの販売になります。  

※写真はイメージです 

ケバブタイム 

 

トルコケバブなど 

※写真はイメージです 

 

 

■大名古屋ビルヂング 

レアル grande 

 

やきとり、から揚げ、ビールなど 

※写真はイメージです 

世界のビール博物館 

 

フライドポテト、ビール 

※写真はイメージです 

 



 

 

■ミッドランドスクエア 

ベン＆ジェリー カウカー 

（アイスクリーム移動販売車） 

 

カップアイスクリーム 

※写真はイメージです 

Mory’s steak 

 

ステーキ、ステーキ丼、牛串など              

ミッドランドマルシェ 

 

 

 

 

 

 

■ナナちゃんストリート 

デッピンドッツアイスクリーム 

       

アイスクリーム                        もちもちポテト 

諭吉のから揚げ 

 

からあげ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【イベント内容詳細】 

１）名古屋駅地区打ち水大作戦2017について 

2009 年より環境意識の向上、地域コミュニティの形成を目的として開催しており、今年で 9 回目となります。 

打ち水に使用する水は、名古屋市上下水道局より高度処理水を提供いただく予定で、「メイエキの涼 2017」のオープニング

イベントとして、浴衣を着た学生さんや会員企業の方にご参加いただき、ロータリー北側にも打ち水エリアを拡大し実施します。 

また、今回は特別ゲストとして、ディズニーミュージカル『リトルマーメイド』(名古屋四季劇場)より、主役のアリエル役のひとりが

打ち水に参加します。 

 

＜概要＞ 

◆開催日 ：7月20日（木）   ＜雨天予備日＞ 7月28日（金） 

■開催場所：セレモニー）タワーズガーデン 

打ち水 ） タワーズガーデン、名鉄百貨店本館前、名古屋ビルディング前、ミッドランドスクエア前、M4テラス前 

        ＪＰタワー名古屋前、ＪＲゲートタワー前、大名古屋ビルヂング前 

◆主 催 ：名古屋駅地区街づくり協議会 

◆協 賛 ：名古屋駅地区振興会、ライオンズクラブ国際協会 

◆協 力 ：名古屋市、㈻日本教育財団、キャッスルプラザ、(有)東海太鼓センター、劇団四季 

 小林豊子きもの学院、名古屋工業大学伊藤孝紀研究室、NGOア∞ス、NPO大ナゴヤ大学、 

ポッカサッポロ フード＆ビバレッジ㈱、 サンポッカサービス㈱ 

 

【当日スケジュール】 

16：15～ 氷の彫刻 実演開始   タワーズガーデン 

16：30～ 太鼓演奏          タワーズガーデン 

16：45～ オープニングセレモニー   タワーズガーデン 

17：15～ 打ち水スタート       タワーズガーデン・各ゾーン 

 

 

  

 

 

 

  

◆下記の場所において、打ち水の時間(17:15～)と連動して、涼やかさを感じていただけるようミスト噴射を行います。 

＜ミスト噴射場所＞ 

① JＰタワー名古屋前                     ②ミッドランドスクエア B1F ミッドランドストリート 

          

 

 

 

 

<2016 年の打ち水大作戦の様子>  

【打ち水会場図】 



 

２）浴衣deお得について 

期間中に、「浴衣にてご来店いただいたお客様」に加え、「“メイエキの涼うちわ”を持参してご来店いただいたお客様」へのサー

ビスを実施します。 今年は名古屋駅周辺、13施設（167 店舗）が参加します。 

 

 

 

 

 

■参加施設一覧   ※サービスと店舗名は別添資料をご参照ください。 

※一部サービス対象とならない店舗があります。 

 

施設名 業態 店舗数 

ＫＩＴＴＥ名古屋 飲食・物販 25店舗 

タワーズプラザ レストラン街 

（JRセントラルタワーズ 12F、13F） 
飲食 22店舗 

ゲートタワープラザ レストラン街 

（JRゲートタワー12F、13F） 
飲食 15店舗 

ジェイアール名古屋タカシマヤ 飲食 7店舗 

大名古屋ビル Shops&Restaurants 飲食・物販 20店舗 

ミッドランドスクエア 飲食・物販・展望台 23店舗 

センチュリー豊田ビル 飲食 4店舗 

シンフォニー豊田ビル 飲食 5店舗 

名鉄百貨店本店 飲食 17店舗 

名鉄レジャック 飲食・アミューズメント 20店舗 

キャッスルプラザ 飲食 ２店舗 

M4テラス 飲食・物販 3店舗 

モード学園スパイラルタワーズ 飲食 4店舗 

＜参考＞配布予定の″メイエキの涼うちわ“デザインイメージ    

 

【参加施設マップ】 



 

３）ポケット・オアシスについて 

名駅通の参加施設（ＫＩＴＴＥ名古屋、JR ゲートタワー、大名古屋ビルヂング、ミッドランドスクエア、ナナちゃんストリート）

の公開空地等に、メイエキの夏を涼みながら楽しんでいただく、飲食スポットを設置します。期間限定のポケット・オアシスを是

非お楽しみください！ 

 

【実施場所】 

 

 

 



 

 

【実施内容】 

NO 店舗名 販売品目 営業日時 

①  

ＫＩＴＴＥ名古屋 

Vino&Ristorante  

CONＮESSO 
ジェラート 

7/20-21 

7/22-23 

16:00～21:00 

11:00～20:00 中国料理 東天紅 点心 

CRAFT BEER KOYOEN クラフトビール・生ビール 等  

②  

JRゲートタワー 

ビストロ＆ビアカフェ カンカル 
ベルギービール、 

ソーセージ、フライドポテト 等 
7/20-21 

7/22-23 

16:00~21:00 

11:00~21:00 
ケバブタイム トルコケバブ 等 

③  

大名古屋ビルヂング 

レアル grande やきとり、から揚げ、ビール 等 7/20-21 16:00～21:00 

世界のビール博物館 フライドポテト、ビール 等 
7/20-21 

7/22-23 

16:00～21:00 

11:00～20:00 

④  

ミッドランドスクエア 

ベン＆ジェリーズ カウカー 

（アイスクリーム移動販売車） 
カップアイスクリーム 

7/20 

7/21 

7/22-23 

16:00～21:00 

11:00～21:00 

11:00～20:00 Mory's Stake ステーキ、ステーキ丼、ビール 等 

ミッドランドマルシェ かき氷、ビール 等 

7/20-21 

7/22 

7/23 

16:00～21:00 

10:00～20:00 

16:00～20:00 

⑤  

ナナちゃんストリート 

諭吉のからあげ からあげ、鶏フランク 等 7/20 

7/21 

7/22-23 

16:00～21:00 

11:00～21:00 

11:00～20:00 
ディッピンドッツ アイス アイスクリーム、もちもちポテト 等 

※営業日、営業時間は店舗により異なります。 

※販売品目、営業日、営業時間は変更になる場合があります。  

※天候により、一部、または全店で営業を中止する場合があります。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先＞ 

名古屋駅地区街づくり協議会 事務局   佐藤（賢）・佐伯 

東和不動産㈱内 Tel 052-527-8533 Fax 052-584-7117 

       office@nagoyaeki.org 

 


