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「メイエキの涼 2019」のご案内

【第 2 報】
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 2019」を下記の通り開催しております。
今年 11 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「MEIEKI
Street Party」を開催。「メイエキの涼」が、多くの来街者に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
ただけるよう努めてまいります。
今回の第 2 報では、6 月 14 日にご案内したプレスリリース内容に加え、詳細をご案内させていただきます。
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
開催中～2019 年 8 月 4 日（日）
６．イベント内容
１）名古屋駅地区打ち水大作戦 2019
： 7 月 19 日（金） （予備日 7 月 26 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 28 日（金）～8 月 4 日（日）
３）MEIEKI Street Party （公開空地での飲食スポット＋DJ による音楽プレイ）
： 7 月 19 日（金）16:00～21:00

１）名古屋駅地区打ち水大作戦 2019 について

※詳細情報追加

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 11 回目。
打ち水に使用する水の一部には、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、街づくり協議会会
員企業や浴衣姿のモード学園の学生の皆さん、名駅エリアで働くオフィスワーカーにもご参加いただき、涼やかにおもて
なしをいたします。
【概

要】

◆開催日 ：2019 年 7 月 19 日（金）

＜雨天予備日＞ 7 月２6 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、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
【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
17：05～ 呼び水・打ち水（A ゾーン）
■名駅通り打ち水 （B,D,E,F,M1~4 ゾーン）
17：20～ 一斉打ち水

2018 年 の打ち水大作戦の様子

◆下記にて、打ち水の時間(17:20～)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

ポイント① 【打ち水大作戦 追加情報】
（１）ゲストについて
「名古屋グランパス」元 GK で現在、クラブスペシャルフェローの楢﨑正剛氏が、参加者と共に打ち水を行います。
■名古屋グランパス クラブスペシャルフェロー 楢﨑正剛氏
＜プロフィール＞
日本代表として W 杯に 4 大会連続出場し、J1 リーグでは歴代最多となる 631 試合
のピッチに立ってきた偉大なるゴールキーパー。2018 年シーズンで引退することを
2019 年 1 月に発表。名古屋グランパスにて、新たな役職であるクラブスペシャルフェロ
ーに就任した。今季より、日本のサッカー、特にゴールキーパーの教育養成に力を注ぐ。
(C)N.G.E.

（２） 氷の彫刻について
毎年好評の「氷の彫刻」を、ナゴヤキャッスルの 3 名のシェフに実演していただきます。
【日時】 2019 年 7 月 19 日（金）打ち水終了後より制作開始予定（17：20 頃～）
【会場】 MEIEKI Street Party 会場（3 か所）
・ＫＩＴＴＥ名古屋（1F 東側外構（名駅通側））

：安藤 祐介 氏（ノリタケの森 レストランキルン）

・大名古屋ビルヂング（1F 名駅通側商業エントランス横）：鈴木 雅彦 氏
（ホテルナゴヤキャッスル 総料理長）

・ミッドランドスクエア （1F 南側広場）

：和田 健 氏
（ホテルナゴヤキャッスル 宴会洋食料理）

■和田 健 氏
＜プロフィール＞
平成３年株式会社ナゴヤキャッスル入社。
中部氷彫刻展 2006 年、2012 年優勝、日本氷彫刻会旭川世界大会
2013 年、2017 年入賞、WORLD ICE ART

Italy Gaeta 2018 年

3 位などの経歴を持つ。
※昨年の氷の彫刻

（３） 太鼓演奏について
セレモニー前より、太鼓演奏にて打ち水を盛り上げていただきます。
【日時】 2019 年 7 月 19 日（金）16:30～演奏
【会場】 タワーズガーデン

■ゐづる
元和太鼓邦楽演奏集団「打歓人」の三門祐輝が立ち上げた
チーム。
自らの内から「出づる」思いや感情を太鼓の響きにのせ、「誰か
の背中をおせるような音楽」を表現していく。

２）MEIEKI Street Party
夏をもっと楽しくする一夜限りのパーティー会場が駅周辺に登場！都会の真ん中でビール片手に DJ のプレイする
音楽をお楽しみください！

2018 年 開催時の様子

【実施期間】
2019 年 7 月 19 日（金）16:00～21:00
【実施場所・出店内容】
施設名・会場
① ＫＩＴＴＥ名古屋

：1F 東側外構（名駅通側）

② 大名古屋ビルヂング

：1F 名駅通側商業エントランス横

③ ミッドランドスクエア

：1F 南側広場

※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。

ポイント② 【MEIEKI Street Party 追加情報】
【ＫＩＴＴＥ名古屋】

会場：１F 東側外構（名駅通側）

■店舗名■ CRAFT BEER KOYOEN
■販売品■ クラフトビール 3 種等

■店舗名■ Gottie’s BEEF
■販売品■ ローストビーフサンド、ソーセージ、ワイン等

本格的なクラフトビール 3 種類やおつまみを
お楽しみいただけます。

熟成肉専門店がソーセージやローストビーフサンド
等をワインと共に提供します。

※写真はイメージです

【大名古屋ビルヂング】

※写真はイメージです

会場：1F 名駅通側商業エントランス横

店舗名）SOLO PIZZA Napoletana
販売品）イタリアンジェラート、ソーセージ、イタリアビール、クラフトビール
ナポリピッツァ専門店による本場イタリアの「匠ジェラート」をはじめ、ソーセージ・
イタリアビール・クラフトビールが楽しめます。

※写真はイメージです

【ミッドランドスクエア】

会場：１F 南側広場

店舗名）サワディーCar
販売品）シンハービール、トムヤム冷麺、チャーハン等

店舗名）Cafe Oheso
販売品）レモンサワー、ポテトフライ、タコス

氷がそびえ立つ、夏期限定・トムヤム冷麺を食べて涼ん
でほしい。瓶のまま冷えたタイのシンハービールと一緒に
お口にかきこめば気分は真夏のバンコク。

お客様の注文を頂いてから、1 つ 1 つ丁寧に作ります。
雰囲気を大事に丁寧な接客も心がけ多くの人に愛され
るお店を目指しています。ピリ辛タコスを食べにぜひ立ち
寄ってください。

※写真はイメージです

※写真はイメージです

【DJ】
ＫＩＴＴＥ名古屋／大名古屋ビルヂング
●DJ YASUTO

●DJ MIOKA

プロダクション Fabulous に所属

キュートなルックスとは裏腹に

し、ジャンルに囚われないプレイ

男勝りの大胆なプレイで全国

スタイルで名古屋各地のレギュラー

各地で活動の幅を広げる。

パーティーやイベントに出演する

アンダーグラウンドとオーバー

など引く手数多な人気と実力を

グラウンドの両面で活躍する

兼ね備えた唯一無二の DJ。

数少ない Female DJ。

●DJ KANBE
名古屋のクラブシーンをインス
パイアし続ける人気 DJ として
絶対的な存在感を誇る DJ
KANBE。
地元名古屋を拠点としながらも
活動は幅広く、東京を始め
国内の主要都市で数多く
DJ PLAY。

ミッドランドスクエア
●DJ DAISUKE

●DJ&MC : Kamika Beatz

若干 20 才であの伝説のクラブ

ビートグランプリ 2017 ファイナ

「underground」のレジデンツ

リスト。日本古来の伝統芸能で

DJ として本格デビュー。

ある「能」をベースに、和と Trap

名駅生まれ名駅育ち。

を融合した全く新しい音楽を

現在では様々なアート系イベント

クリエイトするトラックメイカー！

や、自らが手掛ける納屋橋

その端麗なルックスからは想像

TWILO 第四金曜日の

出来ないほどアグレッシブな

『KARMA』にて老若男女問わず

プレイで、近年では DJ としても

多くのファンを虜にしている！

人気が急増中。納屋橋発のエンターテイナー！

開催中のイベント
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 2019”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、15 施設（180 店舗）が参加しております。

◆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)
＜参考＞うちわデザインイメージ

【期 間】
2019 年 6 月 28 日（金）～8 月 4 日（日）
【参加施設一覧】
施設名

サービスを提供する業態

店舗数

飲食・物販

22 店舗

飲食

12 店舗

飲食

16 店舗

ジェイアール名古屋タカシマヤ

飲食

9 店舗

タカシマヤ ゲートタワーモール

飲食

6 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）

飲食・物販・

大名古屋ビルヂング

ライフスタイル＆サービス

36 店舗

キャッスルプラザ

飲食

2 店舗

名鉄百貨店 本店本館

飲食

14 店舗

名鉄百貨店 本店メンズ館

飲食

3 店舗

飲食・アミューズメント

20 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

28 店舗

センチュリー豊田ビル（メグルメガーデン）

飲食

3 店舗

シンフォニー豊田ビル（メグルメガーデン）

飲食

5 店舗

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、街づくり協議会ホームページに掲載

0 その他イベント

メイエキ周辺で様々なイベントを開催いたします。

※画像はイメージです

※画像はイメージです

※画像はイメージです

＜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

