


中華人民共和国 駐名古屋総領事館

総領事

鄧 偉

2017 年の第11 回「名古屋中国春節祭」はお蔭様で大成功を収めました。

名古屋華僑華人界と当総領事館が共同開催した中国春節祭は、中日民間友好交流

の一大行事として定着しつつあり、中部地域各界から好評を頂きました。今年、文

化広場の増設に伴い、約13 万8 千人が来場し、中日国交正常化45 周年を記念する

ために良いスタートを切りました。

この場をお借りして、中部地域各界の皆様の大変力強いご支援とご協力を改めて

心より厚く御礼申し上げます。

中日関係はいま、徐々に改善に向かっていますが、同時に複雑で敏感な要因も抱

えています。2017 年は両国の国交正常化45周年、2018 年は中日平和友好条約締結

４０周年にあたり、両国関係はさらに改善・発展する重要なチャンスを迎えていま

す。今こそ、皆様の積極的なご支援とご参加により、中国春節祭をもっと盛り上

げ、中日民間文化交流と相互理解増進の舞台を活かし、中日地方民間友好往来をさ

らに深化させ、両国関係改善のために新たな貢献をするよう期待しております。

第12 回名古屋中国春節祭がより一層の盛会になるために、中国春節祭実行委員会

をはじめ、中部地域華僑華人は専心努力している所であります。中部地域各界の皆

様にも引き続きご協力を賜りますようお願い申し上げます。

ごあいさつ



名古屋中国春節祭実行委員会

委員長

鄭 興

「名古屋中国春節祭」は、中部地区の華僑華人が中心となり、中日官民各界の多大な

ご支援のもと、中日両国民の友好関係と相互理解を含めることを目的として開催してお

ります。今回、第12回を迎えられますことは、皆さまのご支援・ご協力の賜物であると

深く感謝する次第です。

第11回は中日国交正常化45周年の年の一番初めとなる記念イベントでもありました。

文化交流の場を拡張させ、過去最高の入場者数にもなり、回を重ねる度に規模・内容と

もに充実し、いまでは名古屋の冬の恒例イベントとして周知されるに至りました。

今回も前年を超える中日両国の優れた芸術の共演、更に充実した舞台公演・出展ブー

ス内容などで中日友好に注力した催事としたいと考えております。

常に言われるとおり、中日両国は一衣帯水の関係にあり、二千年余にわたる友好交流

の歴史を有しており、両国間には民間レベルでの根の深い様々な交流が既に存在してい

ます。この歴史ある友好交流をより一層発展させるため、「名古屋中国春節祭」を日本

における中日民間友好イベントのひとつとして実施したいと考えております。

本事業の主旨と意義をご理解賜り、引き続きご支援・ご協力をいただきますようお願

い申し上げます。

ごあいさつ



第１２回の開催概要

● 名 称： 第１2回 名古屋中国春節祭

● 目 的： 中日友好をより強いものとし、中日民間の交流を促進するために、中国伝統の
旧正月「春節祭」を実施します。伝統的な祭事を通じて、中国文化を深く理解
して頂くとともに、中国の“味”と“香り”と“感動”を味わって頂きます。

● 開催期間： ２０１８年１月６日（土）11時00分 〜 17時00分
７日（日）10時00分 〜 17時00分
８日（祝）10時00分 〜 17時00分

● 会 場： 久屋大通公園「久屋広場」（名古屋市中区栄）

● 入 場 料： 無料

● 主 催： 愛知華僑華人総会・中部日本華僑華人工商学聯誼会
一般社団法人日本中部中華総商会・中部日本華僑華人連合会
中華飲食文化聨合会・NPO法人東海技術交流センター
日本中部中資企業協会・日本中部華僑華人旅行業協会
日本中部中国文化芸術連合会・中部日本華僑華人婦女連合会
日本中部華僑華人美食促進会・新建文体倶楽部・愛知華人華僑国際交流会
名古屋中資企業協会・名古屋中華商会・中日商報新聞友好交流会
岐阜県華僑華人会・日本中部中国写真家協会・中部日本華人企業家協会
名古屋南京留学生促友会・日本中部華人産業交流会・中部華人ゴルフ協会
名古屋地域中国留学生学友会・日本華僑華人郷情会

● 共 催： 中華人民共和国駐名古屋総領事館

● 後 援： 愛知県・岐阜県・三重県・富山県・石川県・福井県・名古屋市
NPO法人愛知県日本中国友好協会・一般社団法人東海日中貿易センター
名古屋商工会議所・一般社団法人中部経済連合会・一般社団法人日中文化協会
一般社団法人愛知県観光協会・中日新聞社・NPO法人中部日中経済交流会
名古屋市日中友好協会（順不同）

● 協 力： 東京中国文化センター・全日本華僑華人連合会・三重華僑華人総会
富山県華僑華人会・石川県華僑華人聯誼会・福井華僑華人聯誼会
中国国際航空公司名古屋支店・中国東方航空公司名古屋支店
中国南方航空公司名古屋支店・中国銀行名古屋支店
中国国際旅行社（日本名古屋支店）・中青旅日本株式会社
中秋明月祭大阪実行委員会・ 日本華僑華人中国春節祭連合会（順不同）

● 協 賛： 各 社

● 開催内容： 中国屋台料理、中国食品、食材、中国物産、雑貨、書道文化など
中国旅行観光の案内、留学・健康コーナー、伝統獅子舞、龍舞、雑技、武術、
太極拳、中国楽器演奏、民族歌舞など予定

● 想定来場者数： 120,000人

（構成団体）

（申請予定）

（予定）

開催概要



第１１回の開催概要

■ 名 称： 第１１回 名古屋中国春節祭
■ 開催期間： ２０１７年１月７日（土）・８日（日）・９日（月・祝）
■ 会 場： 久屋大通公園「久屋広場」（名古屋市中区栄）
■ 来場者数： １３８，０００人
■ 協 賛 数： １３１社
■ 出展者数： 飲食ブース：２６小間、物販・情報ブース：５６小間（合計：８２小間）

第１１回の開催風景

過去の開催実績



第１回の開催概要

■ 開催期間： 2007年2月17日㈯～2月18日㈰
■ 会 場： 久屋大通公園「久屋広場」
■ 来場者数： ５０，０００人
■ 協賛社数： ５２社
■ 出展者数： 飲食ブース：１１小間

物販・情報ブース：１７小間

第６回の開催概要

■ 開催期間： 2012年1月13日㈮ 〜1月14日㈰
■ 会 場： 久屋大通公園「久屋広場」
■ 来場者数： １１５,０００ 人
■ 協 賛 数： １００ 社
■ 出展者数： 飲食ブース：１６小間

物販・情報ブース：３２小間

第２回の開催概要

■ 開催期間： 2008年2月9日㈮～2月11日㈰
■ 会 場： 久屋大通公園「久屋広場」
■ 来場者数： 8０，０００人
■ 協賛社数： ５1社
■ 出展者数： 飲食ブース：２５小間

物販・情報ブース：２２小間

第７回の開催概要

■ 開催期間： 2013年1月12日㈯～1月14日(月祝)
■ 会 場： 久屋大通公園「久屋広場」
■ 来場者数： ９７，０００人
■ 協賛社数： ９３社
■ 出展者数： 飲食ブース：１８小間

物販・情報ブース：３４小間

第３回の開催概要

■ 開催期間： 2009年1月16日㈮～1月18日㈰
■ 会 場： 久屋大通公園「久屋広場」
■ 来場者数： ８０，４００人
■ 協賛社数： ５６社
■ 出展者数： 飲食ブース：１５小間

物販・情報ブース：２５小間

第８回の開催概要

■ 開催期間： 2014年1月11日㈯ 〜13日（月祝）
■ 会 場： 久屋大通公園「久屋広場」
■ 来場者数： １１５,０００ 人
■ 協 賛 数： ９８ 社
■ 出展者数： 飲食ブース：１８小間

物販・情報ブース：３７小間

第４回の開催概要

■ 開催期間： 2010年2月5日㈮～2月7日㈰
■ 会 場： 久屋大通公園「久屋広場」
■ 来場者数： １０２，０００人
■ 協賛社数： ５２社
■ 出展者数： 飲食ブース：１４小間

物販・情報ブース：２７小間

第９回の開催概要

■ 開催期間： 2015年1月30日㈮ 31日㈯ 2月1日㈰
■ 会 場： 久屋大通公園「久屋広場」
■ 来場者数： １０１,０００ 人
■ 協 賛 数： １０５ 社
■ 出展者数： 飲食ブース：１８小間

物販・情報ブース：３８小間

第５回の開催概要

■ 開催期間： 2011年1月28日㈮～1月30日㈰
■ 会 場： 久屋大通公園「久屋広場」
■ 来場者数： １０２，5００人
■ 協賛社数： ７５社
■ 出展者数： 飲食ブース：１８小間

物販・情報ブース：３４小間

■ 開催期間： 2015年1月9日㈯ 〜11日（月祝）
■ 会 場： 久屋大通公園「久屋広場」
■ 来場者数： １２０，０００人
■ 協 賛 数： １２７ 社
■ 出展者数： 飲食ブース：２０小間

物販・情報ブース：４４小間

第１０回の開催概要

■ 開催期間： 2017年1月7日㈯ 〜9日（月祝）
■ 会 場： 久屋大通公園「久屋広場」
■ 来場者数： １３８，０００人
■ 協 賛 数： １３１社
■ 出展者数： 飲食ブース：２６小間

物販・情報ブース：５６小間

第１１回の開催概要

過去の開催実績



第１１回の協賛各社一覧

株式会社INC国際教育振興協会INC日本語学院 株式会社愛知銀行 愛知商工聯盟協同組合 愛知大学
安達包運倉庫株式会社 株式会社アマヌマ産業 天野エンザイム株式会社 株式会社アルタ
犬山春節祭実行委員会 AIU損害保険株式会社 NMG協同組合 岡崎信用金庫
株式会社岡田商事 岡谷鋼機株式会社 オークマ株式会社 株式会社オジマ
株式会社オールパック かに将軍 かに家 河北天海国際経済技術合作有限公司 技能者支援事業協同組合
有限会社共栄フーズ コープインターナショナル 国際通達株式会社 社団法人 国際ビジネス交流協会
株式会社 コクサイ物流 小島プレス工業株式会社 近藤産興株式会社 株式会社三晃社
SUN国際文化交流センター 株式会社サンゲツ 熱烈的中華 四川菜園 税理士法人 柴田税務会計
シマ金属株式会社 シヤチハタ株式会社 鈴与株式会社 スズラン株式会社
株式会社ZEN 株式会社 セブン銀行 大同メタル工業株式会社 株式会社大丸松坂屋百貨店
高瀬建設株式会社 竹田印刷株式会社 中京海運株式会社 株式会社中京銀行
中国邯鄲市宏翔人力資源有限公司 中国中軽国際控股公司 中日産業支援協同組合 中日通商株式会社
中濃ミート事業協同組合 NPO法人中部日中経済交流会 株式会社中和旅行 株式会社東海理化
東陽倉庫株式会社 東洋電機株式会社 株式会社東陽ワーク 株式会社富樫金属
トヨタ車体株式会社 株式会社中島屋酒店 株式会社中村土木建設 株式会社ナゴヤキャッスル
株式会社名古屋銀行 名古屋国際ホテル 株式会社名古屋国際旅行社 名古屋鉄道株式会社
日昇国際 株式会社日中交流中心 日本トランスシティ株式会社 プレイリーホームズ株式会社
ブラザー工業株式会社 ホーユー株式会社 丸徳木材株式会社 株式会社三菱東京UFJ銀行
宮崎商事株式会社 株式会社豊造園 森下薬品株式会社 モリリン株式会社
株式会社八幡ねじ ラックサービス株式会社 中国料理 龍美 リンナイ株式会社

中華料理 華龍 セントラルケア株式会社

有限会社ハヤシ・トレーディング・カンパニー 中国国際旅行社 中国銀行名古屋支店
中国南方航空公司 名古屋支店 中国国際航空公司 名古屋支店 中国東方航空公司 名古屋支店
中青旅日本株式会社 上海吉祥航空有限公司 名古屋支店 春秋航空日本支社

【特別協賛】

【協賛】

【特別協力】

過去の開催実績



特別協賛

協賛金額 （税込） 募集数：２口

【協賛メリット】

メリット１ 新聞広告（中日新聞 朝刊）

名古屋中国春節祭の実施前日(予定)に行う新聞広告
※上位位置に社名表示
中日新聞 朝刊（市民版）
協賛・協力表示スペース：1c w64mm×h16mm（ロゴ仕様）

メリット２ 当日配布プログラム

当日会場内で配布するイベントプログラム
※上位位置に社名表示
Ａ４縦 仕上がり巻き三つ折り 4c/1c（20,000部）
協賛・協力表示スペース①：4c 表1（ロゴ仕様）

メリット４ ステージ看板（ステージ横2箇所）

ステージ左右に設置する看板（協賛/主催・共催・後援・協力）

看板本体のサイズ：w2700mm×h1800mm
特別協力表示スペース：4c w1000mm×h300mm（ロゴ仕様）

メリット５ 案内看板（会場内 ２ヶ所）

会場内に設置する案内看板(会場案内・ステージ案内）
看板本体サイズ：w3600mm×h2100
①特別協力表示スペース：4c w480×h90（ロゴ仕様）
会場案内看板・ステージ案内看板の上部「特別協力スペ
ース」左右２カ所

②協賛・協力表示スペース：4c（ロゴ仕様）
会場内協賛一覧看板「協賛・協力表示スペース」１カ所

メリット６ 懇親会にご招待

名古屋中国春節祭実行委員会・総領事館主催の懇親会に、
ご協賛・ご協力各社様をお招きします。
日時・場所は後日お知らせします。

※各画像は昨年のものを使用しております。 ※各サイズは状況に応じて変更となる場合があります。

会場内にブースを１小間提供

会場内に設置する出展ブース
小間テントのサイズ：W5,400×D3,600×H2,000（梁まで）
１小間：W2,700×D3,600（机、椅子、電源等が附属）

メリット３

￥ 1,０００,０００ -

1
1

2



特別協力

協賛金額 （税込）￥ ５００,０００ - 募集数：4口

【協賛メリット】

メリット１ 新聞広告（中日新聞 朝刊）

名古屋中国春節祭の実施前日(予定)に行う新聞広告
※上位位置に社名表示
中日新聞 朝刊（市民版）
協賛・協力表示スペース：1c w64mm×h16mm（ロゴ仕様）

メリット２ 当日配布プログラム

当日会場内で配布するイベントプログラム
※上位位置に社名表示
Ａ４縦 仕上がり巻き三つ折り 4c/1c（20,000部）
協賛・協力表示スペース①：4c 表1（ロゴ仕様）

メリット３ グランド看板（ステージ下）

ステージ下左右に設置するグランド看板
看板本体のサイズ：w900mm×h900mm
特別協力表示スペース：4c w900mm×h600mm（ロゴ仕様）

メリット４ 案内看板（会場内 ２ヶ所）

会場内に設置する案内看板(会場案内・ステージ案内）
看板本体サイズ：w3600mm×h2100
①協賛・協力表示スペース：4c（ロゴ仕様）
会場内協賛一覧看板「協賛・協力表示スペース」2カ所

メリット５ 懇親会にご招待

名古屋中国春節祭実行委員会・総領事館主催の懇親会に、
ご協賛・ご協力各社様をお招きします。
日時・場所は後日お知らせします。協賛表示スペース②：1c 中面（モノクロ小広告枠）

※各画像は昨年のものを使用しております。
※各サイズは状況に応じて変更となる場合があります。

1

2



協賛A

協賛金額 （税込）￥ ３００,０００ - 募集数：20口

【協賛メリット】

メリット１ 新聞広告（中日新聞 朝刊）

名古屋中国春節祭の実施前日(予定)に行う新聞広告
中日新聞 朝刊（市民版）
協賛・協力表示スペース：1c w64mm×h16mm（ロゴ仕様）

メリット２ 当日配布プログラム

当日会場内で配布するイベントプログラム
Ａ４縦 仕上がり巻き三つ折り 4c/1c（20,000部）
協賛・協力表示スペース：4c 表1（ロゴ仕様）

メリット３ グランド看板（ステージ下）

ステージ下左右に設置するグランド看板
看板本体のサイズ：w900mm×h900mm
協賛表示スペース：4c w900mm×h300mm（ロゴ仕様）

メリット４ 案内看板（会場内 ２ヶ所）

会場内に設置する案内看板(会場案内・ステージ案内）
看板本体サイズ：w3600mm×h2100
協賛・協力表示スペース：4c（ロゴ仕様）
会場内協賛一覧看板「協賛スペース」１カ所

メリット５ 懇親会にご招待

名古屋中国春節祭実行委員会・総領事館主催の懇親会に、
ご協賛・ご協力各社様をお招きします。
日時・場所は後日お知らせします。

※各画像は昨年のものを使用しております。
※各サイズは状況に応じて変更となる場合があります。



協賛B

協賛金額 （税込）￥ １００,０００ - 募集数：70口

【協賛メリット】

メリット１ 新聞広告（中日新聞 朝刊）

名古屋中国春節祭の実施前日(予定)に行う新聞広告
中日新聞 朝刊（市民版）
協賛表示スペース：1c（活字仕様）

メリット２ 当日配布プログラム

当日会場内で配布するイベントプログラム
Ａ４縦 仕上がり巻き三つ折り 4c/1c（20,000部）
協賛表示スペース：1c 中面（活字仕様）

メリット３ ステージ看板

ステージ右に設置する看板（協賛）
看板本体のサイズ：w2700mm×h1800mm
協賛表示スペース：1c（活字仕様）

メリット４ 案内看板（会場内 ２ヶ所）

会場内に設置する案内看板(会場案内・ステージ案内）
看板本体サイズ：w3600mm×h2100
協賛・協力表示スペース：1c（活字仕様）
会場内協賛一覧看板「協賛表示スペース」１カ所

メリット５ 懇親会にご招待

名古屋中国春節祭実行委員会・総領事館主催の懇親会に、
ご協賛・ご協力各社様をお招きします。
日時・場所は後日お知らせします。

※各画像は昨年のものを使用しております。
※各サイズは状況に応じて変更となる場合があります。



名古屋中国春節祭実行委員会

〒461-0001 名古屋市東区泉2丁目26番1号ホウコクビル5階

株式会社興亜通商 内

TEL.052-508-4177 FAX.052-508-4133

お申込み・お問い合わせ

名古屋中国春節祭運営事務局

〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-20-9 株式会社 三晃社 内

担当：鈴置

TEL.052-961-2224 FAX.052-962-1612

平成29年9月29日(金)

お申込み締切日


