
＜イベント等一覧＞ 

イベント名 概要 対象者 実施時期 ホームページ 所管部局 

メッセナゴヤ 2021

「FCV 展示・試乗

会」、「新エネルギ

ー情報発信フォ

ーラム 2021」、「次

世代自動車フォ

ーラム 2021」 

（ポートメッセなごや）

ノベルティグッズ（手さげバッ

グ、クリアファイル、シャープペ

ンシル等）をプレゼント 

（毎日先着 10 名） 

2 回接種済みの方 11 月 10 日（水）～

11 月 13 日（土） 

https://www.messena

goya.jp/

経済産業局 

産業科学技術課 

新エネルギー産業 

グループ 

（052-954-6350） 

メッセナゴヤ 2021 

「重点研究プロジ

ェクトブース」 

（ポートメッセなごや）

関連ノベルティグッズをプレゼ

ント 

（期間中先着 50名） 

2 回接種済みの方 11 月 10 日（水）～

11 月 13 日（土） 

https://www.messena

goya.jp/

経済産業局 

産業科学技術課 

科学技術グループ 

（052-954-6351） 

2021 リニモ秋色ウォ

ーキング 

（藤が丘駅等） 

参加者にピンバッジ 1 個をプレ

ゼント 

（各回先着 200 名） 

2 回接種済みの方 11 月 27 日（土）、 

12 月 5 日（日） 

https://www.pref.ai

chi.jp/soshiki/kots

u/akiirolinimo2021.

html

都市・交通局 交通対策課

鉄道第二グループ 

（052-954-6127） 

あいち花マルシェ

2021 

（オアシス２１等）

花の種をプレゼント 

（期間中先着 500 名） 

2 回接種済みの方 11 月 20 日（土）～

11 月 23 日（火・祝）

https://aichi-

hanamarche.com/

農業水産局園芸農産課 

花きグループ 

（052-954-6419） 
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ロボカップアジアパ

シフィック2021あい

ち 

（Aichi Sky Expo）

イベントグッズ（ウェットティ

ッシュ）をプレゼント 

（期間中先着 1250 名） 

2 回接種済みの方 11 月 25 日（木）～

11 月 29 日（月） 

https://www.pref.ai

chi.jp/soshiki/robo

tconv/rcap2021-

gaiyou.html

経済産業局 産業振興課

ロボット国際大会推進室

企画・調整グループ 

（052-954-6698） 

やきものワールド 

（愛知県体育館） 

窓口にて 200 円割引で当日券を

購入可能（他の割引券との併用

不可） 

2 回接種済みの方 11 月 26 日（金）～

12 月 2 日（木） 

https://yakimonowor

ld.jp/

経済産業局 産業振興課 

繊維・窯業・生活産業 

グループ 

（052-954-6341） 

KOUGEI EXPO IN 

AICHI 

（Aichi Sky Expo）

工芸品が当たる抽選会を開催 2 回接種済みの 

39 歳以下の方 

11 月 27 日（土）～

11 月 29 日（月） 

https://kougei-

expo.com/ 

経済産業局 産業振興課 

伝統的工芸品全国大会グ

ループ 

（052-954-6861） 

2021 愛知県環境調査

センター 

一般公開デー 

（環境調査センター）

来場者に太陽光発電を使ったグ

ッズ（ソーラーLED キーホルダ

ー）をプレゼント 

（先着 300 名） 

2 回接種済みの方 12 月 11 日（土） 後日更新 環境局 

環境調査センター 

総務課 

（052-910-5490） 

名古屋コーチンまつ

り 

（名古屋市農業センター）

グッズをプレゼント 

（先着順） 

2 回接種済みの方 3月上旬 後日更新 農業水産局 

畜産課  

生産・流通グループ 

（052-954-6426） 

自動運転実証実験 

（愛・地球博記念公園

（モリコロパーク））

愛・地球博記念公園（モリコロパ

ーク）で今後実施予定の自動運

転実証実験の一般住民を対象と

した試乗において、優先して試

乗できる乗車枠を設定 

2 回接種済みの方 開始時期未定～ 

3 月末 

https://www.pref.ai

chi.jp/soshiki/jise

dai/jidounten-

jisshi-2021.html

経済産業局 産業振興課 

次世代産業室  

デジタル技術活用促進グ

ループ 

（052-954-7495） 



＜施設一覧＞ 

施設名 概要 対象者 実施時期 ホームページ 所管部局 

あいち朝日遺跡

ミュージアム 

来館された方にオリジナルキャンデ

ーをプレゼント 

2 回接種済みの方 11 月からの予定 

（具体的な日程は、施設

のホームページで案内

します）

https://aichi-

asahi.jp/

県民文化局  

文化芸術課 文化財室  

管理グループ 

（052-954-6782） 

愛 知 ・ 名 古 屋

戦争に関する資

料館 

来館された方に資料館オリジナルグ

ッズをプレゼント 

2 回接種済みの方 11 月からの予定 

（具体的な日程は、施設

のホームページで案内

します）

https://www.pref.ai

chi.jp/kenmin-

soumu/chosakai/

県民文化局 

県民総務課 

総務・企画・広報グループ

（052-954-6160） 

愛知県陶磁美術館 来館された方に愛知県陶磁美術館オ

リジナルポストカードをプレゼント 

2 回接種済みの方 11 月からの予定 

（具体的な日程は、施設

のホームページで案内

します）

https://www.pref.ai

chi.jp/touji/

県民文化局 

愛知県陶磁美術館 

（0561-84-7474） 

あいち健康プラザ

あいち健康の森

健康科学総合セ

ンター 

ホテル宿泊者にソフトドリンクを 1

杯サービス 

2 回接種済みの方 11 月からの予定 

（具体的な日程は、施設

のホームページで案内

します）

http://www.ahv.pref.ai

chi.jp/www/index.html

保健医療局 

健康対策課  

健康プラザグループ 

（052-954-6870） 

愛知県下水道科

学館 

来館された方に愛知県流域下水道マ

ンホールカードとマンホール蓋デザ

インのクリアファイルをプレゼント 

2 回接種済みの方 12 月 4 日（土）～ 

12 月 28 日（火） 

https://www.eppy.j

p/ 

建設局 下水道課  

企画調査グループ 

（052-954-6531） 

愛知芸術文化セ

ンター 

10 階ミュージアムショップにおい

て、5％割引（一部商品を除く） 

2 回接種済みの方 1月 22（土）～ 

3 月 13 日（日） 

（ミニマル/コンセプチ

ュアル展開催期間中）

https://www.aac.pre

f.aichi.jp/

県民文化局文化芸術課  

（公財）愛知県文化振興事

業団 

広報・マーケティンググループ

（052-955-5506） 


