
東日本連携・創生フォーラム発表資料

資料１

1



東日本連携推進協議会



東日本の掘起し

東日本連携推進協議会等が

◆ 東日本地域の地域資源に通じた者をバイヤー（コーディネート）として複数任命し、

モノとコトを「民」である協議会が主体となって「東日本の商材」の掘起こしを行う。

◆ また、連携都市との関係性の構築を強めることにより、

新たな商材、新たなビジネスチャンスを創出し、さいたまと東日本の活性化に寄与する。

東日本連携推進協議会

【概要】

①大型商業者等による催事

②軒先マルシェ

③郵便局との連携

④チャレンジショップ等に展開していく

⑤プロモーション活動を実施
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地域から動く、稼ぐ街になるための事業 全体説明

大宮ナポリタン参加店舗及び、参加申込みがあった市内商店が対象。
各店バイヤーからのレッスン、マーケット説明、商材紹介を通じてBtoBを行なう。
会場に食材を用意したり、試食会を検討しても良い。
チャレンジショップのお試購入は送料無料。
各商店から新メニュー、新取引ができるようにサポートをする
目標：9月から順次実施

大宮タカシマヤ
10月25-10月30日

そごう大宮
9月13日-9月25日

③地元の商材と東日本の商材を販売、紹介 期間1week 催事形式 （9月-11月）

①コーディネーター(バイヤー) 埼玉及び東日本地域に関わる商材を発掘する（6月-9月）

②軒先マルシェ。エンド向けにCB作戦、PR含む。（4月下旬から実施、以後は奇数月）

9月からの地元事業（催事など）とのリンクをスタート

大宮ナポリタン会
現在49店舗

意欲のある商店
ちょこっと応援ショップ

仕入れバイヤーを活用し
商店の活性化を狙いたい

自治体連携事業

さいたま、東日本の経済発展に向けて、
東日本連携を促進させていく事業。

東日本連携・創生フォーラム

マルシェ、大型店舗連動イベントを含め、複数の駅前イベ
ントと連動を推進

&

B to B

パレスホテル大宮

11/15 ガラパーティ
東日本アワード発表
12月は全4レストラン
1ヶ月の食文化情報発信
食材：埼玉&東日本
（計8人の総料理長他）

& 軒先マルシェ
奇数月後半開催中

B to C

（さいたま市が事業支援を委託）

B C

東日本連携推進協議会
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大宮タカシマヤ

■ 2017年10月25日（水）～10月30日（月）

■ 場所：大宮髙島屋6階会場（450㎡）
■ 内容：東日本連携各都市が推薦する商材やイベントと共に、東日本各地からタカシマヤバイヤーの

選りすぐりの逸品を展開、食の物産と観光展を開催。
■ コンセプト：
東日本の対流拠点にあるさいたま市の中で、東日本連携推進協議会としての役割を発揮。
2016年からさらに進化をさせ、連携各都市との相互地域活性化に取り組む。

◆ 東日本グルメ紀行【概要】

【会場写真】

↓ようこそ大宮「東日本グルメ紀行」開催中。
屋上のウエルカムアドバルーンがお出迎え。

↓東日本のグルメをその場で堪能。実演販売や
試食会をまじえ、会場は盛況。

↓第8代にいがた観光親善大使 佐藤望美さんが
来場。 先着でお客様にハッピーターンをプレゼント

ト！

←大宮タカシマヤ初登場が
12店舗。初めて出会う味に
お客様も喜んでください
ました。
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大宮タカシマヤ

◆ 東日本グルメ紀行【告知媒体】

左 ：折込チラシ 10万部(東日本グルメ紀行、同時開催 さいたま市伝統産業フェア）

右上：会場案内図(合計30の食のブースと観光PRコーナー）

右下：大宮タカシマヤHP
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大宮タカシマヤ

◆ 東日本グルメ紀行

新聞等での報道など。
様々な波及効果も。
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パレスホテル大宮

◆ ぐるっと東日本 in SAITAMA フェア

◆ 東日本 美食が集うガラディナー
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パレスホテル大宮

■ 2017年11月15日（水）

■ 場所：パレスホテル大宮
宴会場「ローズルーム」

■ 共催：東日本連携推進協議会
パレスホテル大宮
さいたま市

■ 内容：大宮駅に乗り入れている
新幹線各路線自治体の
料理人を招聘し、
それぞれが地場産食材を
使用した料理を
フルコース形式にて提供する。
（200名予定）

◆ 東日本 美食が集うガラディナー
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パレスホテル大宮

◆ ぐるっと東日本 in SAITAMA フェア

■ フランス料理 クラウンレストラン 2017年 12月1日（金）～2018年1月3日（水）

■ カフェレストラン パルテール 2017年 12月1日（金）～12月21日（木）

12月26日（火）～12月31日（日）

■ ラウンジ サロン ドゥ カフェ・パレスベーカリー
2017年 12月1日（金）～12月15日（金）

12月26日（火）～12月31日（日）

■ 和食堂 欅・中国料理 瑞麟 2017年 12月1日（金）～12月31日（日）

■ ご提供方法：大宮駅に乗り入れている秋田、上越、東北、北陸、山形新幹線の
各路線を各レストランに割り当て、新幹線各路線・自治体の名産を使った料理や、
名物料理、郷土料理をご提供する。

■ 来客数予想：約20,000名
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大宮アルシェ

大宮アルシェの大型モニター
（大宮駅西口駅前ビル）を
活用した連携都市ＰＲ

さいたま市との連携で今秋に
合計40日以上に渡り映像と
音声にて東日本連携をプロ
モーション予定

伝えること＞
１、連携都市の名前
２、連携の意義
３、催事、イベントなど
４、首長フォーラム日程

ターゲット＞
１、市民、県民
２、ビジネスユース

東日本連携プロモーション事業

＜モニタ仕様＞
放映時間 7：00～23：00 (16時間/日)
視認範囲内歩行者 ２４万人／日
画面サイズ タテ4.08m×ヨコ 7.2m(29.37㎡)
アスペクト比 16：9 18



軒先マルシェ

街の空いているスペースを有効活用、稼げる街になる関係性とコトの創出事業

■イベントの特徴
1：東日本地域の人々と商材が出会う軒先マルシェ
2：東日本の対流拠点であり、首都圏のゲートウェイである大宮で開催
3：大宮の各大型店舗の全面協力により軒先で開催
4：地域商店、観光施設に人の流れが行くように促すコトを創生

■開催概要
名称 軒先マルシェ
内容 東日本地域の逸品が揃う軒先マルシェ 出店：1日3000円、2日間5000円
日付 実施）平成29年4月29-30日、5月27-28日、7月22-23日,9月30日-10月1日、11月25日-26日

予定）2月24-25日
時間 午前１１時～午後５時頃まで
場所 さいたま市大宮区大門町１丁目３２（大宮タカシマヤ前）、DOMショッピングセンター他

■出品実績地
北海道函館市
青森県五所川原市
富山県南砺市
富山県氷見市
石川県七尾市
埼玉県秩父市、他
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◆ 軒先マルシェ ～東日本の玄関口、対流拠点である大宮駅前で開催！～

さいたま市委託事業



軒先マルシェ

さいたま市クラフトビール 桜川市食べる甘酒 福島市桃がある、富山サイダー 秩父地場野菜

さいたま市クラフトワーク ワークショップも開催 人気の盛岡冷麺 革製品の刻印

さいたま市が誇る盆栽 市長や幹部による視察 国会議員による視察 氷見市の白エビ煎餅

ファミリー層の来客も 来年度はクラフトワーク拡大も フラワーアレンジメント 白エビ煎餅特製箱

◆ 軒先マルシェ ～平成29年度開催記録～
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テーマは゛地方創生゛です。

さいたまマルシェ（（公）さいたま観光国際協会）、
軒先マルシェ（東日本連携推進協議会）、
ゆうゆうフェア（郵便局のふるさと小包）が
コラボをすることで、
地方創生⇒地域と地域の皆さまを、元気にすることが出来ます！

３つのマルシェを合同で開催します！

＝

さいたまマルシェ
（さいたま観光国際協会）

軒先マルシェ
（東日本連携推進協議会）

ゆうゆうフェア（郵便局）
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マルシェ（飲食・物販） 企業ＰＲ

郵便局の゛お得意さま゛に
企業ＰＲが出来ます。

大抽選会

抽選会の景品をご提供
頂ければ、抽選会時に
企業ＰＲが出来ます。

年金相談会

年金をお受け取りになる
シニア層のお得意さまに、
年金のお受け取りの
お手伝いをします。

ステージ

ちいきの皆さんが主役！
日頃ののど自慢やダンス
などを披露して頂きます。

スタンプラリー・ワークショップ

アンケートに答えたら…、
物販を購入したらスタンプ…と、
まんべんなく回遊した
らステキな景品が貰えます。

ワークショップは、
手紙ハガキ文化の振興を行います。

地産地消、東日本連携を
テーマにしたマルシェを
開催します。
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ゆうゆうフェア（郵便局フェア）イメー 開催日：平成30年2月25日（日）



【名 称 】 第1回ゆうゆうフェア
【日 程 】 ２０１５年年３月７日（土） 10：00～17：00
【協 賛 】 ※敬称略。【計３７社/４７ブース】

（株）パレスエンタープライズ、埼玉新都市交通（株）、坂巻醤油店、中田食品（株）、エイエムシー関東本部、毎日興業（株）、
日本ハム東販売（株）大宮営業所、（株）アイオプト、㈱シーボン、(株)ジェイコムさいたま北局、（株）創文、（株）武生製麺、
アサヒ飲料㈱カルピス関東支店、（株）ウイズネット、らくーな整体、近畿日本ツーリスト㈱、東京セキスイハイム㈱、
ＮＰＯ法人 楽しいわが家、Ｓｈａｎｄｅｌｌ、（株）セレモニー、日本中央バス（株）、（株）乗馬クラブクレイン、
ＹＯＣＯＭエンタープライズ、ウィルさいたま、無垢スタイル建築設計（株）、モードアキ（株） 北海道スイーツ、㈱東綜社、
アフラック（ｱﾒﾘｶﾝﾌｧﾐﾘｰ生命保険会社）、パナホーム（株） 埼玉支社、（株）ＪＴＢ関東 法人営業埼玉支店、（株）３２plus one、
（社）国際フラワーアレンジメント協会、Ｒ Ｎａｉｌ、㈱ホームプランナーしまなみ、（株）ビデオソニック、（株）メガネフラワー

【会 場 】 大宮ソニックシティ地下1階 第１展示場 【人 数 】 約2,000人

【参考】第1回 ゆうゆうフェア 過去実績

23

さいたま市とさいたま市内郵便局（101局）との、
幅広い分野における包括連携協定を締結しまし
た。 （協定締結日 平成29年9月22日）

＊幅広く多義に渡る分野の協定では、政令指定都市初

さいたま市×郵便局で、「地方創生」「東日本連
携」をテーマに、一緒に取り組みます。
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東日本連携・創生フォーラムを応援しています
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