ならまち遊歩2022「ならまち楽座」

参加店募集のご案内

ならまち遊歩「ならまち楽座」へご参加ください。

ならまち楽座とは

橋本町

お客様に楽座手形（400円の金券付き）
【販売価格500円】
を購入いただき、手形・金券を持参したお客様に対して、店
舗独自のサービスを提供するイベントです。

樽井町

猿沢池

餅飯殿町
元林院町

南市町

期間：2022年8月20日(土)〜28日(日)

池之町
今御門町

是非この9日間をご活用いただき、
新規のお客様獲得につなげてください。

東寺林町

西寺林町

■店舗の参加費用は2,000 円です。

■パンフレット、遊歩HPに店舗情報などを掲載します。

鶴福院町

勝南院町

下御門町

中院町

北室町
脇戸町

参加店には、店舗の目立つ場所に提灯・フラッグを吊っていただき、
楽座参加店であることをアピールしていただきます。

鵲町
中新屋町

■サービス内容は自由に設定できます。

芝突抜町

例）楽座特別メニューを販売、1日楽座限定〇個/食、〇〇％引き等

高御門町

公納堂町

福智院町

毘沙門町
芝新屋町

■ならまち楽座への参加時間も店舗で設定いただけます。

西新屋町
十輪院畑町

鳴川町

エリア内すべてのお店が対象となります

薬師堂町

ならまち楽座は飲食店のみならず、すべてのジャンルの
店舗にご参加いただけます。
エリア内お知り合いの店舗で、ならまち楽座にご参加い
ただける店舗がございましたら、実行委員会までご連絡く
ださい。

築地之内町
井上町

瓦堂町

川之上突抜
北方町

西紀寺町

【ならまち遊歩エリア】

手形部分

ならまち遊歩とは

納院町

花園町

新型コロナウイルス感染防止対策について
お客様に安心してご利用いただけるよう、ならまち遊歩
独自の感染防止対策を設定しています。別紙の感染防止対
策をご確認のうえ、ご参加ください。

十輪院町

元興寺町
三棟町

6回目を迎える「ならまち遊歩」は、ならまち活性化のための
案内所にて狐面の絵付体験や販売を行い、猿沢池には提
灯を吊り、イベントのランドマークとします。
（協議中のコ
ンテンツですので、変更する場合があります。）

金券部分

「提灯」
「イベント」
「楽座」を３本柱とするイベントです。

▲提灯
（W24×H55㎝）

2021
◀楽座手形・金券イメージ
（w90×H252㎜）

▲フラッグイメージ

（W210×H210㎜）

【イベント名】ならまち遊歩 【主催】ならまち遊歩実行委員会 【共催】奈良県 / 奈良市

お問合せ

ならまち遊歩実行委員会事務局

Tel.0742-93-5250（平日 9:00 〜 16:00）
E-mail yuho.naramachi@gmail.com

2022年６月吉日

ならまち遊歩2022「ならまち楽座」参加協力のお願い
ならまち遊歩実行委員会
楽座部会長

楽座部会
中島

智加

平素はならまち遊歩の運営につきまして、格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。
ならまち遊歩も６回目を迎えることができました。これもひとえに皆様のご協力の賜物です。誠にありがとうございます。
前年は新型コロナウイルス感染拡大をうけ、開催時期を8月から11月に延期させていただきましたが、今年は８月の開
催に向け、準備を進めています。
また、今後の継続開催を踏まえ、予算の都合上、楽座手形（販売価格500円）につけております金券を400円分とさせて
いただきます。これまで以上にお客様にとってメリットが出るように、手形の利用価値も再度見直し、現在、イベントコ
ンテンツでのお得な手形利用を検討しておりますので、ご容赦いただけますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
回数を重ねながら、店舗様のご意見を反映させ、お客様の満足を追及しております。
皆さまのご参加、心よりお待ちしております。
※なお、ご参加にあたりましては引き続き、新型コロナウイルス感染防止対策をお約束いただけますよう、重ねてお願い
申し上げます。

■参加費用

2,000円

下記のサービスが受けられます。
パンフレットへの掲載

ならまちのMAP（従来通り）
店舗の楽座情報（店舗の従来情報はサイトにて展開をいたします）
コラボ店舗情報（2021年パンフレット P.3・4をご参照ください）
《新企画》
「遊歩」を連想できる期間限定のグッズや商品を作っていただいた店舗を
特集して広報します！！
（ex,狐をモチーフにしたクッキー、提灯を型どった和菓子やメモ帳・・・）

楽座フラッグの配布

ならまち楽座参加店舗の証として、お配りしますので期間中の掲出をお願いし
ます。

サイト

GoogleMapと連動し、地図をスマートフォン等で確認することができます。ならまち遊歩の
期間外でも、楽座サービスの文言を外し、店舗情報を確認できる、ならまち店舗のポータル
サイトとなります。

手形

昨年同様、金券の上部を手形とし、手形サービスを受けられるようにします。
※今年より、金券が400円分となります。手形提示によりイベントコンテンツもお得になります。
（協議中）

■金券

お客様が店舗にて利用された金券の換金率は100％です。別紙にて詳細をご確認くださいませ。

■提灯

イベントの期間前に実行委員会が店頭に吊らせていただきます。
（点灯・消点の作業は遊歩期間中、実行委員会にて行います）

ならまち楽座金券について（全店舗対象）
■ならまち楽座手形（500円）を購入されると400円分の金券がついています。
■金券は100円ずつ切り離して利用できます。
■ならまち楽座利用期間中の楽座参加店舗でのみ利用できます。
■こちらの金券ではお釣りを出さないでください。
■楽座参加店鋪で金券にて支払われた場合、後日全額換金させていただきますので大切に保管して
ください。
（ 下記に換金方法を記しております。）

利用された金券の換金について
利用された金券は、テープやノリなどで台紙から落ちないように貼りつけてください。台紙が足りない場合は
コピーをしてご利用をお願いします。
【金券換金日時】

8月31日（水）、9月1日（木）、9月2日（金）
（お越しになるのが困難な場合はご連絡ください。）
AM10:00〜12:00、PM１:00〜３:00
所】

ならまち遊歩
実行委員会事務局

ならまち遊歩実行委員会事務局
〒630-8217

奈良市橋本町36番地パークフロントワン１F

TEL：0742-93-5250

PY Halal
Kitchen

もちいどの
駐車場

三条通り
ファミリーマート
猿沢池店
もちいどのセンター街

【場

南都銀行

下記の受け取り確認書に記入、捺印のうえ、金券を貼った台紙と一緒にお持ちください。
※提灯及びフラッグは、店頭にあればイベント終了後実行委員会で外しますが、お手元にある場合はお持ちください。

きりとり

ならまち楽座金券ご利用報告・換金受け取り確認書
利用金券

枚 × 換金100円＝

ならまち遊歩実行委員会

宛

金券換金額
2022年
店舗名

円
円を受け取りました。

月

日
印

ならまち遊歩2022「ならまち楽座」参加申込書
書類でお申し込みの方
※ご記入の上、下記まで FAX ください。

店

名

チェック頂いたジャンルで
一番メインとされるものを
1 つだけチェックしてください。

住

□飲食

□テイクアウト

□物販

□その 他

□物販

□その 他

□ 前回と同じ

＊MAP上の店番号に使用します。

□飲食

□テイクアウト

所

TEL

FAX

□ 前回と同じ
□ 前回と同じ

通常営業時間

□ 前回と同じ

定休日
電話番号：

□ 前回と同じ
□ 前回と同じ

メールアドレス：

□ 前回と同じ

楽座で連絡の取れる電
話番号とメールアドレス
楽座参加日

前回と同じ場合は□にチェックを入れて下さい︒

お店情報

ジャンル

＊該当するものをチェック。

担当者

ご参加いただける日付を〇で囲んでください。※ご都合のよい日だけご参加いただければ結構です。

8/ 20

21（日） 22（月）23（火）24（水）25（木）26（金）27（土） 28（日）

（土）

ならまち楽座営業時間

サービス案内及び
店舗紹介について

＊楽座でサービスをご提供いただける時間をご記入ください。営業時間と同じ場合は、ご記入は不要です。

楽座でのサービス内容とお店の PRを100字以内で下記の枠内に
ご記入ください。※サービス内容とお店の PRは /で区切ってください。

※サービス内容（例：楽座特別メニューを販売、1日楽座限定〇個/食、〇〇％引き、通常800円が楽座価格500円 等）
※注意点→必要な店舗のみご記入ください（例：売り切れ次第終了、売り切れの際、別メニューで対応 等）

□ 前回と同じ

←前回と同じ場合は□にチェックを入れてください。

楽座情報

50

100

写真について
□データで送ります
□前回のデータを
使用して下さい
手形販売について

サービス商品もしくは店舗写真をご用意いただき、下記のアドレスへ
送付をお願い致します。＊写真はスマホで撮影したものでも結構です。

yuho.naramachi@gmail.com

＊尚、提出いただいたお写真は、ならまち楽座広報で使用する場合がございます。
＊なるべく横長写真でお願いします。

可 ・

不可

ならまち楽座の手形販売にご協力をお願い致します。
手形をお預けいたしますので、手形販売期間、店舗での販売をお願い致します。
ご協力いただける店舗様が多数の場合は事務局にて調整させていただきます。

ならまち楽座限定コラボ商品を開発！
（パンフレットへの掲載無料）
する ・ してみたい ・ しない
（
）
→「する」に○をつけていただいた店舗様は、コラボ店舗名をご記入ください。
ならまち遊歩タイアップ商品開発（遊歩を連想できる商品を作ってください）する ・ してみたい ・ しない
□反社会的勢力ではありません

□コロナ対策をしています （別紙の感染防止対策への取り組みをお約束いただきます。）

参加申込締切：6月30日（木） 本申込書にご記入の上、FAXにてお申し込みください。
Tel.0742-93-5250/Fax.0742-63-0660
ならまち遊歩実行委員会事務局 E-mail. yuho.naramachi@gmail.com
申 込 先・問合せ先 （平日9時〜16時）

新型コロナウイルス感染防止対策
〜ならまち遊歩参加店舗のお約束〜
以下の対策をお約束いただける店舗様は参加申込書に ✓してください。

店

内

✓入口や店内に手指消毒液を設置しています。
✓お客様の入れ替えのタイミングでのテーブル等、お客様の手の触れる部分
の消毒をしています。
✓お客様と他のグループのお客様との間隔を確保しています。
✓店内の換気を行っています。（30 分に１回、５分程度、窓や扉を開放）
✓レジではコイントレイを利用するなど、お客様とスタッフとの間隔に配慮
しています。

スタッフの健康管理
✓スタッフのマスク又はフェイスガードの着用を徹底しています。
✓スタッフの手指消毒や検温など体調管理を徹底しています。

お客様の健康管理
✓入店時はお客様のマスク着用をお願いしています。
その他実施事項等
※店舗さまへのお知らせ

遊歩期間中、スタッフがお店を巡回する場合がございますので、
ご協力お願いします。

ならまち遊歩 店舗来訪促進キャンペーン
ならまち遊歩開催期間中はもちろん、それ以降も
お店へ来ていただけるようにお店の魅力を発信する企画です！

ならまち遊歩公式アンバサダーによる店舗紹介
ならまち遊歩ではイベントの情報発信や広報のために公式アンバサダーを委嘱
し、
活動していただいています。
※過去のアンバサダーにはプロカメラマン、
女優、
モデルなど様々な分野で活躍する方々に活動いただきました。
※SNSでの活動内容やフォロワー数などをもとに、
実行委員会で選考しています。

公式アンバサダーは、
自身のSNSアカウントで広報を行います。店舗の映えスポットや、
メニュー、
商品を
ピックアップして、
ならまちや、
ならまち遊歩の良さと共にイベントの事前期間から発信します。

アンバサダーにお店へ来てほしい、情報を発信してほしい！と思われる店舗さまは下記のQRを読み
込み、
フォーム内の設問にお答えください。店舗様には、撮影の際の試食やアピールしたいグッズの無
償提供などのご協力をお願いいたします。

アンバサダーに来てもらいたい係
※アンバサダーは独自に活動しますので、申し込まれない店舗の情報を発信する
ことがあります。実行委員会でアンバサダーの行動を制限しておりません。ご了
承ください。

Yuho

Yuho

2

1

ならまち遊歩フォトコンテスト2022（2021年パンフレットP11をご参照ください。）
ならまち遊歩の期間中に撮影した写真を指定のハッシュタグ
（♯ならまち遊歩フォトコン）
をつけて、
インスタやTwitterで投
稿してくれた方の中から抽選でプレゼント贈呈。
従来はこちらのプレゼントの提供を店舗様へお願いしておりましたが、実
行委員会で購入する方法へ変更いたしました。

上記にあるQRフォームのご利用が難しい場合は、お電話ください！

Tel.0742-93-5250/Fax.0742-63-0660
ならまち遊歩実行委員会事務局 E-mail. yuho.naramachi@gmail.com
申 込 先・問合せ先 （平日9時〜16時）

