
宮城げんき市企画運営委員会
2019.04.03

ご出店のご案内

宮城げんき市
『ほや祭り2019』

本要綱に掲載しているデザイン等は昨年度版になります。
また、写真につきましても昨年度の実施風景写真となります。



1開催概要

■タイトル 宮城げんき市「ほや祭り2019」

■開催趣旨 宮城県の主要海産物である“ほや”のＰＲと需要喚起を主目的とし、
前年に引き続き、宮城げんき市「ほや祭り2019」を開催する。
各種ＰＲブースやアトラクションを通じ、ほやの魅力や深みのある味わいを
県内外へ発信する。

■開催日 2019年5月3日（金・祝） 10：00～17：00

■会場設営 5月2日（木） 10：00～22：00
出展者搬入 14：00～

■会場 仙台勾当台市民広場

■開催内容 ①飲食店ブース展開
②ほやレシピグランプリ
③タレント ゲスト出演
④ＪＦみやぎＰＲブース
⑤おさかな神経衰弱アトラクション
⑥お魚ふれあいプール
⑦みやぎ銀ざけ振興協議会ＰＲブース
⑧郷土芸能 演舞披露
⑨ＪＦみやぎ キッチンカー出展
⑩東北電力特別協賛 「マカプゥ」ふわふわ広場

■主催 宮城げんき市実行委員会
主管：企画運営委員会



2飲食ブース 出店募集

ご出展の
ご案内

上記Ａの区分でご出展をご案内致しております。

出展料 1ブースにつき、50,000円（別途消費税）

ブース数 24ブース

出展社の
募集について

Ａ.ほやレシピグランプリ参加店
ほやを主食材としたオリジナル商品を提供する飲食店【24ブース】

Ｂ.ほや関連商品の販売【2ブース】

Ｃ.みやぎ銀ざけ振興協議会ＰＲブース【2ブース】

提供備品

■2.7ｍ×3.6mスペース ※5.4×3.6ｍテントの1/2
■長テーブル 1本
■ブースサイン 1枚
■電源（必要な場合） 1式



3ステージコンテンツ

ほやレシピグランプリ・表彰式

ほやを主食材とした料理を提供する飲食ブースを対象とし、一般来場者による人気投票を開催する。
一般投票の最多票獲得品目を金賞（1社）とし、特別審査員（1社）（松本会長、ベガッ太、ゲスト
審査員）による特別賞も表彰する。
投票は運営本部テントにて受付し集計する。
※投票受付は10：00～16：00

■金賞受賞出展社には表彰状、金一封、金賞ロゴ使用権を会長より進呈
■特別賞受賞出展社には表彰状、金一封、特別賞ロゴ使用権をゲスト審査員より進呈

アトラクションステージ

①著名人を招いたアトラクションステージを予定

②ほやに関する出演者を誘致したパフォーマンスステージの展開。

③沿岸を拠点としている郷土芸能団体による郷土芸能の披露。

みちのく仙台 ori姫隊ステージ

復興支援アイドル “みちのく仙台 ori姫隊”によるステージパフォーマンスを実施する。
宮城げんき市のテーマソング他、オリジナルソングを披露する。

商品ＰＲコーナー

出展社より商品をＰＲする。
希望者多数の場合は抽選とする。



4ブースコンテンツ計画

おさかな神経衰弱

お客さま休憩コーナーにて、宮城げんき市オリジナル「おさかな神経衰弱」を開催。
計6組の神経衰弱を見事正解した方には、「お魚歌留多」をプレゼント。

着ぐるみグリーティング

・むすび丸（仙台・宮城観光PRキャラクター）
・ベガッ太（ベガルタ仙台マスコットキャラクター）

みやぎ銀ざけ協議会ＰＲブース

■実施計画
・銀ざけ水槽展示
・銀ざけ押し寿司の振る舞い
・銀ざけ塗り絵

JFみやぎＰＲブース＆キッチンカー出展
ホヤ玉はやらず、ホヤ釣り(orホヤキャッチャー)をする。(300ｋｇ：約2000個)
単純にプレゼントだけでは他店の売上にも影響してしまうので、各店舗にチケットを
配布しておき、そこで買い物をした方がおまけで楽しむ仕組みに(案)。

ほやLabo
宮城大学 西川正純教授 監修のほやに関するパネルの掲示。



5

ＰＲＥＳＳリリース配信

在仙メディア向けにリリースを配信。
多数の取材を誘致しイベントの露出を図る。
ペイドパブまたはＴＶスポット出稿を計画中。

広報計画

在仙局 ＴＶスポット+パブリシティー企画

ＴＢＣ（東北放送）の協力を得、
イベント告知とホヤに纏わる興味喚起を促します。

仙台放送「プライムニュース」

河北ウィークリー仙台

河北ウイークリーせんだい別冊
「ようこそ仙台ホテからゴー」



6会場レイアウト案

・・・ほやレシピグランプリ参加飲食ブース（3.6ｍ×5.4ｍテント）
・・・運営本部、受付（3.6ｍ×7.2ｍテント）

■ブース割り ほやレシピ24ブース、物産振興協会4ブース



7出店申込み書

項目 記載内容

出店店舗名
※ブースサインに反映致します。

TEL/FAX/MAIL

TEL
FAX
MAIL

ご担当者名

ご担当者連絡先（携帯） ＴＥＬ

持込器具 電源使用量

①

②

③

販売品目 単価 数量

① 円

② 円

③ 円

④ 円

ほやレシピグランプリに参加 参加する ・ 参加しない

下記項目をご記入の上、4/12（金）までにメールまたはFAXでご返信下さい。
販売品目は必ず記入下さい。

※電気使用の記載がない場合は、当日電源は配置いたしません。
電気容量も確認後、記載してください。

■資料提出先 株式会社サードステージ 小野寺
TEL 022-796-3039 FAX 022-796-3394
携帯 090-3129-0739
Email onodera@thirdstages.com



8オプションレンタル申込み書

項目 記載内容

出店店舗名

当日ご担当者名

ご担当者連絡先（携帯）

持込器具 希望数量

①
販売用テーブル（Ｗ1800×Ｄ450）
※1本は基礎ブースに含まれております。

② パイプイス

③ フライヤー（ＬＰガス1本付属）

④ 焼き台（ＬＰガス1本付属）

⑤ 冷蔵オープンケース

⑥ 冷凍オープンケース

※この他にも什器のレンタル手配可能となっております。
ご希望の際は事前にお問い合わせください。

■資料提出先 株式会社サードステージ 小野寺
TEL 022-796-3039 FAX 022-796-3394
携帯 090-3129-0739
Email onodera@thirdstages.com

下記項目をご記入の上、4/12（金）までにメールまたはFAXでご返信下さい。



9オプションレンタル備品のご案内

■販売用テーブル（Ｗ1800×Ｄ450）
￥1,500-消費税込

■パイプイス
￥500-消費税込

■フライヤー（ＬＰガス1本付属）
￥25,000-消費税込

■焼き台（ＬＰガス1本付属）
￥18,000-消費税込

※この他にも什器のレンタル手配可能となっております。
ご希望の際は事前にお問い合わせください。

■冷蔵オープンケース6尺
￥35,000-消費税込

■冷凍オープンケース5尺
￥35,000-消費税込

①販売用テーブル ②パイプイス

③フライヤー ④焼き台

⑤冷蔵オープンケース ⑥冷凍オープンケース



10ブースレイアウト申請書

■ブース基本仕様
・スペース 3.6ｍ×2.7ｍ
・付属備品 販売用テーブル（Ｗ1800×Ｄ450）1本

ブースサイン 1枚

テーブル

・・・Ｗ1800×Ｄ450 1本

持込される什器の配置をご記入下さい。

什器配置図

3
.6
ｍ

2.7ｍ
販売窓口

■資料提出先 株式会社サードステージ 小野寺
TEL 022-796-3039 FAX 022-796-3394
携帯 090-3129-0739
Email onodera@thirdstages.com



11ブースレイアウト申請書 記入例

■ブース基本仕様
・スペース 3.6ｍ×2.7ｍ
・付属備品 販売用テーブル（Ｗ1800×Ｄ450）1本

ブースサイン 1枚

テーブル

・・・Ｗ1800×Ｄ450 1本

持込される什器の配置をご記入下さい。

什器配置図

3
.6
ｍ

2.7ｍ
販売窓口

■資料提出先 株式会社サードステージ 小野寺
TEL 022-796-3039 FAX 022-796-3394
携帯 090-3129-0739
Email onodera@thirdstages.com

冷蔵ケース

テーブル

テーブル
手洗い
タンク



生ほやを販売される会社様

※調理をして提供する団体様は記入の必要はありません。
※調理をした料理を提供する団体様は事務局で一括で
申請を行います。



13生ほやの販売にあたって①

生ほやの販売にあたっては、魚介類販売業の事前申請が必要となります。

■魚介類販売業許可の取得手順ご案内

下記3点をご用意の上、仙台市青葉区役所 6階 衛生課へご提出ください。
申請から許可発行までに1週間程度お時間がかかります。
・営業許可申請書
・営業設備の平面図（ブース内の冷蔵庫等のレイアウト図）
・申請手数料￥9800

①営業許可申請書
様式は仙台市ＨＰよりダウンロードが可能です。
・申請者欄は法人名（店舗名）または個人名をご記入ください。
・営業所の所在地 ⇒ 「〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-1-1」と記載
・営業所の名称等 ⇒ 「仙台市 勾当台公園市民広場」と記載
・営業設備の大要 ⇒ テント内レイアウトを記載。
・申請者の欠格事項 ⇒ 「なし」と記載。「あり」の場合はその内容を記載。
・食品衛生責任者 ⇒ 当日、現場を担当される方のお名前を記載

②営業設備の平面図
ブースのレイアウト図をご記入ください。

③商品の包装および商品表示が必要となります。（スーパー等で売るのと同じ状態にしなければなりません。）
商品表示には下記の項目記載が必要です。
・商品名
・生食用である場合は「生食用」と記載
・添加物の有無
・産地
・製造者
・製造者の所在地
・消費期限
・保存方法

④電気式の冷蔵庫、冷蔵オープンケース等の設備を準備すること。

⑤商品の運搬、保管時にも温度の注意すること



14生ほやの販売にあたって②

▼営業許可申請書
青葉保健所HPよりダウンロードできます。



15生ほやの販売にあたって③

▼営業設備の平面図



16ご協賛にあたって

当事業開催全般に関わる協賛社名掲出

※掲出社名や形式に関しましては貴社ご要望に則してご対応させて頂きます。

※本件に関する（窓口）お問い合わせは、
宮城げんき市実行委員会 事務局
株式会社サードステージ内 小野寺

TEL 022-796-3039 FAX 022-796-3394
携帯 090-3129-0739

Email  onodera@thirdstages.com


