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全体概要
動員実績



-事業背景-

今秋の宮城・仙台の飲食・外食業界においては、
店舗ごとに新型コロナウイルス感染症対策を

徹底しているにも関わらず、
お客様の足はなかなか戻らず、
厳しい状況が続いていました。

その中で逆境に負けず、
飲食業界から元気を発信しよう!

飲んで食べてジモトを応援しよう!
をコンセプトに、

様々な新型コロナウイルス感染症対策を施しながら
WITHコロナ期のイベント開催ノウハウを蓄積するため、

仙台市内中心部の公共屋外施設である
勾当台公園市民広場にて

２日間限定のイベントを開催いたしました。



■イベント構造 4

地元宮城生産者×仙台市内飲食店のコラボブース

仙台市民

チケット購入で
イベントを支援!
宮城の秋の味覚を
満喫♪

関連業者による進行運営

チケット売上で
飲食物を提供
※以降は都度現金
会計

[参加チケットを購入】
（オンライン・出展飲食店各店及び当日販売）]
ソーシャルディスタンスを考慮した入場制限あり

・設備・造作・音響照明・警備・人材派遣
・司会・印刷デザイン・イベント運営・他

売上の一部を
仙台の医療関
係機関に寄付

勾当台公園市民広場

宮城仙台ゆかりのアマチュア・プロアーティストによるステージ

業務・発表・販売を通じたコミュニケーションの場の創造創出

仙台市屋外モデルイベント開催支援事業 補助金

協賛企業によるご支援



■イベント概要 5

（１）イベント名称 仙台食堂2020 in 勾当台公園市民広場

（２）開催日時 2020年11月14日（土）
Part１／10:00～14:00
Part２／15:00～19:00

2020年11月15日（日）
Part３／10:00～14:00
Part４／15:00～19:00

※２日間で４つのパートに分けて開催（各パートごと完全入替制）
各パートともに最大入場者数８００名限定
会場内への最大滞在時間は４時間まで

（３）実施会場 仙台市青葉区:勾当台公園市民広場

（４）主 催 仙台食堂 2020 実行委員会
※構成団体 （一社）東北食のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

（株）ﾜﾀﾅﾍﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ
（株）ﾀｯｸﾞ･ｴｰ

（５）入場方法 有料チケット入場制／入場券 お一人様:￥1.500円（税込）
※入場券は各Partごとに1人1枚必要
※小学生以下のお子様は無料:但し入場券１枚につきお子様１名同伴可能
※飲食券500円×2枚分付き（追加飲食は各出店社ともに現金にて対応）

入場チケット代金のうち500円は、会場内新型コロナウイルス感染症対策
費用及び仙台市内医療現場への寄付に充てさせていただく。

※当日券／お一人様:￥1.500円（税込）

（５）イベント内容 ①Save the Restaurante
生産者×飲食店コラボブース、各飲食提供ブース、キッチンカー横丁

②ステージイベント
宮城ゆかりのアーティストによるライブステージの開催
出演:11/14（土） 萌江・竹森マサユキ・坂本サトル

11/15（日） 岸辺紗采・ヨシヒデ・伊東洋平

（７）後援・協賛 後援 : 仙台市青葉区
協賛 : アサヒビール（株）／キリンビール（株）

サッポロビール（株）／サントリー酒類（株）

(８) 特記事項 新型コロナウイルス感染拡大防止のため会場をフェンスで区切り、
密対策を実施。
ご来場においてはマスクの着用必須、入口ゲートでの検温・ご記名、
各エリア入退場口での手指の消毒を実施。

仙台市屋外モデルイベント開催支援事業 補助対象イベント

ｾﾝﾀﾞｲｼｮｸﾄﾞｳ ﾆｰｾﾞﾛﾆｰｾﾞﾛ



■期間中タイムスケジュール 6

11/13（金） 設営日 11/14（土） 本番1日目 11/15（土） 本番2日目（撤去）

設営【7:00～21:00】 本番【10:00～19:00】
本番【10:00～19:00】
撤去【19:30～24:00】

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

22:00

23:00

0:00

TIME

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

会場墨出し

資材搬入設営

最終チェック

出店社搬入:Ａグループ

14:00～16:00

出店社当日搬入～準備

8:00～9:00

9:45 会場ＯＰＥＮ

入れ替え～会場内消毒・清掃 14:00～14:45

以下

夜間警備

翌朝

7:00

まで

仙台食堂

Ｐａｒｔ2

15:00～19:00

初日チェック～反省会等

資材撤去

19:30～24:00

出店社搬入:Ｂグループ

16:30～18:30

以下

夜間警備

翌朝

7:00

まで

仙台食堂

Ｐａｒｔ1

10:00～14:00

14:45 会場ＯＰＥＮ

ミーティング～最終スタンバイ

ゴミ回収＆ゴミテント撤去は11/16（月）

仙台食堂

Ｐａｒｔ３

10:00～14:00

仙台食堂

Ｐａｒｔ４

15:00～19:00

7:00 運営コアスタッフ 会場入り



■会場レイアウト 7

入口①

入口②

入場希望者待機列

入場希望者待機列

再入場口①

再入場口②

再入場口③

ス
テ
ー
ジ

↑
仙台市役所

当日券希望者待機列

▽会場:勾当台公園市民広場 ・勾当台公園円形広場（カフェ前）
地下鉄南北線:勾当台公園駅（徒歩０分）



■出店社（販売メニュー）一覧 8



■動員実績 9

▽来場者数は、入場受付数＝リストバンド数にて集計しております。



広報実績
（事前）



■事前広報ツール（ポスター・チラシ表面） 11



■事前広報ツール（チラシ裏面） 12



■事前広報①（仙台市営地下鉄南北線露出） 13

【イベントボード-ポスター掲出】
●掲出期間:2020年10/21（水）～11/17（火）
●掲出箇所:仙台市営地下鉄南北線全17駅改札付近
●掲出内容:B1サイズポスター（30枚掲出）

【イベントスタンド-チラシ設置】
●設置期間:2020年11/4（水）～11/17（火）
●設置箇所:仙台市営地下鉄南北線全17駅改札付近
●設置内容:A4サイズチラシ（3.000枚設置）



■事前広報②（出店店舗内露出） 14

【ポスター掲出】
●掲出期間:2020年10/23（金）～11/15（日）
●掲出箇所:出店店舗全25店 店内
●掲出内容:A2サイズポスター（50枚掲出）

【チラシ設置】
●設置期間:2020年10/23（金）～11/15（日）
●設置箇所:出店店舗全25店 店内
●設置内容:A4サイズチラシ（3.000枚設置）



■事前広報③（街頭イベント＆街頭でのチラシ設置・サンプリング） 15

【チラシ設置】
●設置期間:2020年11/2（月）～11/3（水祝）
●設置箇所:みちのくまるごと収穫祭in仙台（＠勾当台公園市民広場:同補助対象イベント）
●設置内容:A4サイズチラシ（1.000枚設置）

【チラシサンプリング】
●実施期間:2020年11/6（金）～11/7（土）
●実施箇所:仙台市青葉区勾当台公園及び広瀬通り周辺
●配布内容:A4サイズチラシ（4.000枚配布）



■事前広報④（ラジオ番組内パブリシティ） 16

【情報番組内パブリシティ】
●放送日程:2020年11/3（火祝）9:08～9:12
●放送番組:エフエム仙台「MorningBrush」
●放送形態:電話生インタビュー（約4分）

【イベント出演アーティストラジオ番組内パブリシティ】
①坂本サトル氏

●放送局／tbcラジオ（東北放送）
●番組名／「坂本サトルひとりの時間。」
毎週月曜日18:00～18:30
●イベント告知放送日:10/19、10/26、11/2、11/9

②伊東洋平氏
●放送局／tbcラジオ（東北放送）
●番組名／「伊東洋平ボクラノウタ」
毎週日曜日12:00～12:30
※１１月１１日より
毎週水曜日18:00～18:30に放送枠が移動
●イベント告知放送日:10/18、10/25、11/1、11/11

●放送局／ラジオ3
●番組名／「伊東洋平のテリラジまんでい!」
毎週月曜日23:30～24:00
●イベント告知放送日:10/26、11/2、11/9

※伊東洋平が番組ゲスト出演（電話出演）にてイベント告知実施
●放送局／tbcラジオ（東北放送）
●番組名／「 en Voyage 」
●イベント告知放送日: 11/11

③竹森マサユキ
●放送局／tbcラジオ（東北放送）
●番組名／「カラーボトル 竹森マサユキのがらくたパレード」
毎週火曜日18:00～18:30
●イベント告知放送日:10/24.、10/31、11/10

●放送局／Date fm
●番組名／「Music Spiral」 毎週金曜日19:30～19:55
●イベント告知放送日:10/23、10/30、11/6、11/13



■事前広報⑤（テレビ番組内パブリシティ） 17

【情報番組内パブリシティ】
●放送日程:2020年11/2（月）16:43～16:45
●放送番組:宮城テレビ放送「OH!バンデス 仙台駅前伝言板デスコーナー」
●放送形態:生中継放送（約2分）



■事前広報⑥（フリーペーパー内パブリシティ） 18

【フリーペーパー内パブリシティ】
●掲載日程:2020年11/12（木）配布号 ※河北新報折込
●掲載誌 :河北ウィークリーせんだい
●掲載形態:情報トピックス（パブリシティ）



■事前広報⑦（新聞内パブリシティ） 19

【新聞内パブリシティ】
●掲載日程:2020年11/6（金）
●掲載誌 :河北新報朝刊
●掲載形態:情報トピックス（パブリシティ）



■事前広報⑧（WEBインフォメーション） 20

【WEBインフォメーション】
●掲載日程:2020年10中旬～
●掲載page:仙台つーしん/ルチカweb/ここいこ
●掲載形態:イベントインフォメーション

▽以下、仙台つーしんの露出例


