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「メイエキの涼 2018」のご案内
名駅エリアの賑わい創出と魅力向上を目的とし、夏のイベント「メイエキの涼 2018」を下記の通り開催いたします。
今年 10 回目を迎える「打ち水大作戦」や、「浴衣 de お得」サービス、公開空地を活用した飲食スポット「ポケット・オ
アシス」に加え、涼やかなフォトスポットを撮影して応募する「メイエキの涼 SNS フォトキャンペーン」も開催します。
「メイエキの涼」が、都心を楽しみ賑わいを創出する夏の風物詩として、多くの来街者に感じていただけるよう努めてまいり
ます。
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づくりを行い、
スーパーターミナルの玄関口としての魅力向上を図ることを目的とする。
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㈱、三井不動産㈱、三菱地所㈱
４. 後援
名古屋市
５．期間
2018 年６月 30 日（土）～7 月 31 日（火）
６．イベント内容
１）名古屋駅地区打ち水大作戦 2018
： 7 月 20 日（金） （予備日 7 月 27 日（金））
２）浴衣 de お得 （浴衣着用または指定のうちわを持参のお客様に、参加店舗から各種サービス）
： 6 月 30 日（土）～7 月 31 日（火）
３）SNS フォトキャンペーン （涼しげなフォトスポットを撮影し、投稿しよう！）
： ６月 30 日（土）～7 月 31 日（火）
４）ポケット・オアシス （公開空地での飲食スポット）
： 7 月 20 日（金）～7 月 22 日 (日）

１）名古屋駅地区打ち水大作戦 2018 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 10 回目。
昨年は打ち水エリアを拡大し実施しましたが、今年度は、さらに多くの名駅エリアで働くオフィスワーカーにご参加いただ
き、涼やかにおもてなしをいたします。
【概

要】

◆開催日 ：2018 年 7 月 20 日（金）

＜雨天予備日＞ 7 月２7 日（金）

■開催場所：オープニングセレモニー）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、
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
（予定）
【当日スケジュール（予定）】
■オープニングセレモニー（タワーズガーデン・A ゾーン）

【打ち水会場図】

16：30～ 太鼓演奏
16：45～ 挨拶
17：10～ 呼び水・打ち水（A ゾーン）
■名駅通り打ち水 （B,C,D,E,F,M1~4 ゾーン）

Fゾーン
JPタワー名古屋前

Eゾーン
JRゲートタワー前

Dゾーン
大名古屋ビルヂング前

17：30～ 一斉打ち水

Cゾーン
（名古屋ビルディング前）

Aゾーン ： セレモニー会場
（太鼓演奏等）

M1ゾーン
（ミッドランドスクエア ｵﾌｨｽｴﾝﾄﾗﾝｽ前）
M2ゾーン
（ミッドランドスクエア ロエベ前）

Bゾーン
名鉄百貨店本店本館前

2017 年 の打ち水大作戦の様子

◆下記にて、打ち水の時間(17:30～)と連動して、涼やかさを感じて頂けるようミスト噴射を行います。
【ミスト噴射場所】
①ＪＰタワー名古屋前

②ミッドランドスクエア B1 階ミッドランドストリート

M3ゾーン
（ミッドランドスクエア
カルティエ前）
M4ゾーン
（ミッドランドスクエア
ルイヴィトン前）

２）浴衣 de お得について
期間中に、「浴衣にて来店されたお客様」に加え、「“メイエキの涼うちわ 2018”を持参し来店されたお客様」へのサー
ビスを実施します。 今年は名古屋駅周辺、16 施設（181 店舗）が参加予定です。

＜参考＞配布予定のうちわデザインイメージ

◆サービスの一例
・お食事の方に、ドリンクを１杯サービス
・お会計から 10％OFF(上限割引額 5,000 円)
・生ビールを通常価格 650 円を 500 円にて

など

【期 間】
2018 年 6 月 30 日（土）～7 月 31 日（火）
【参加施設一覧】
施設名

業態

店舗数

飲食・物販

21 店舗

飲食

16 店舗

飲食

19 店舗

ジェイアール名古屋タカシマヤ

飲食・物販

10 店舗

タカシマヤゲートタワーモール

飲食

6 店舗

飲食・物販

29 店舗

キャッスルプラザ

飲食

2 店舗

名古屋ビルディング

飲食

1 店舗

レストラン・カフェ

14 店舗

飲食

3 店舗

飲食・アミューズメント

19 店舗

モード学園スパイラルタワーズ

飲食

3 店舗

名古屋三井ビルディング本館

飲食

1 店舗

飲食・物販・展望台

27 店舗

センチュリー豊田ビル（メグルメガーデン）

飲食

6 店舗

シンフォニー豊田ビル（メグルメガーデン）

飲食

4 店舗

KITTE 名古屋
タワーズプラザ レストラン街 12・13 階
（JR セントラルタワーズ）
ゲートタワープラザ レストラン街 12・13 階
（JR ゲートタワー）

大名古屋ビルヂング

名鉄百貨店 本店本館
名鉄百貨店 本店メンズ館
名鉄レジャック

ミッドランドスクエア

※一部サービス対象とならない店舗があります。
※各施設の参加店舗、サービス内容は、別紙のとおり。

３）メイエキの涼 SNS フォトキャンペーンについて
～涼しげなフォトスポットを撮影し、投稿しよう！～
SNS（インスタグラム）への写真投稿キャンペーンを実施いたします。
メイエキの涼 2018 の期間中、対象施設内に涼しげなフォトスポットが出現します！
ハッシュタグ「#メイエキの涼 2018」をつけて投稿された写真の中から、抽選で 12 名様に
素敵な賞品をプレゼント！

※イメージ

【投稿期間】 2018 年 6 月 30 日（土）～7 月 31 日（火）
※フォトスポットの設置期間については、各施設にて異なります。
【参加方法】

【対象施設・装飾場所】
1 ＫＩＴＴＥ名古屋
2 ＪＲゲートタワー

【賞

2 階貫通通路
ゲートタワープラザ レストラン街 12 階南広場
※7/13（金）スタート

3 大名古屋ビルヂング

地下 1 階アトリウム

4 ミッドランドスクエア

オフィス棟 1 階エントランス

5 名鉄百貨店本店メンズ館前

ナナちゃんストリート

6 名古屋三井ビルディング本館

1 階エントランス

品】

※6/30（土）～7/10（火）まで

12 名様

・タワーズプラザ・ゲートタワープラザ レストラン街 12･13 階 お食事券

5,000 円分×2 名様

・ＫＩＴＴＥ名古屋 お食事券

5,000 円分×2 名様

・名鉄百貨店 商品券

5,000 円分×2 名様

・三井アウトレットパーク お買物・お食事券

5,000 円分×2 名様

・三菱地所グループ 共通ギフトカード

5,000 円分×2 名様

・ミッドランドスクエア 商品券

5,000 円分×2 名様

４）ポケット・オアシスについて
名駅通の参加施設（KITTE 名古屋、大名古屋ビルヂング、ミッドランドスクエア）の公開空地に、メイエキの夏を
涼みながら楽しんでいただく、飲食スペースを設置します。期間限定のスポットを是非お楽しみください！

2017 年 開催時の様子

【実施期間】
2018 年 7 月 20 日（金）～7 月 22 日（日）
【実施場所・内容】
NO
①
KITTE 名古屋

②
大名古屋ビルヂング

③
ミッドランドスクエア

店舗名

販売品目

Vino&Ristorante
CONＮESSO
CRAFT BEER KOYOEN
Ｅ・Ａ・Ｔ AOYAMA

レアル grande

ミッドランドマルシェ

営業日時
7/20

16:00～21:00

7/21-22

11:00～18:00

ソフトドリンク

7/20

16:00～21:00

から揚げ、南蛮、焼とり、

7/21-22

11:00～18:00

中華料理、ローストビーフ、

7/20-21

10:00～20:00

手作り雑貨 等（予定）

7/22

10:00～18:00

ジェラート・イタリアンソーセージ
クラフトビール・生ビール 等
ブリトー、ポテト、ビール、

ビール、ワイン、ソフトドリンク

※実施内容、営業時間は変更になる場合があります。
※天候により、一部営業を中止する場合があります。

＜お問い合わせ先＞
名古屋駅地区街づくり協議会 事務局 岩崎・佐伯
東和不動産㈱内 Tel 052-527-8601

Fax 052-584-7117

office@nagoyaeki.org

