
(1)エントリーについて

Q1 フェア期間中、毎日フェアメニューを販売するのは難しいが、エントリーできるか。

Q2 エントリーするには、テーマ食材を3種類すべて使わないといけないのか。

Q3 いくつかの店舗をまとめてエントリー手続きできるか。

(2)仕入れについて

Q4 参加店は、公式HPに掲載されている事業者から仕入れなければならないのか。

Q5 事務局で、仕入れの取りまとめや調整をしてもらえないか。

Q6 期間中、食材は常に仕入れ可能か。

Q7 食材を店に配送してほしいが、可能か。

(3)メニュー・写真について

Q8 メニュー写真撮影時に注意することはあるか。

Q9 メニュー名の記載の仕方にルールはあるか。

Q10 メニューが決まるのは、先になりそう。メニューの写真がまだなくてもエントリーできるか。

Q11 写真送付時の注意事項はあるか。

Q1 エントリーしたら、参加店が必ず仕入れてくれるのか。

Q2 食材の産地表記（神⼾産）は必要か。

Q3 取引価格などの指定はあるか。

(1)広報について

Q1 事務局はどのようにＰＲしてくれるのか。

Q2 秋のフェアの開催時は、あまから手帖の抜き刷り冊子が届いたが、今回ももらえるのか。

Q3 2021秋の神⼾食材フェアの開催時は、ハッシュタグキャンペーンやノベルティステッカーの配布があっ
た。冬も実施予定か。

2022冬の神⼾⾷材フェア よくある質問と回答 ⽬次

仕入事業者向けＱ＆Ａ

参加店・仕入事業者 共通のＱ＆Ａ

(2)その他

参加飲⾷店向けＱ＆Ａ
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Q1 フェア期間中、毎日フェアメニューを販売するのは難しいが、エントリーできるか。
可能です。販売日数の目安として、フェア期間内で計14営業日程度とお考え下さい。
（天候などの関係で仕入れられない場合もあるので、連続14営業日である必要はありません）

Q2 エントリーするには、テーマ⾷材を3種類すべて使わないといけないのか。

１種類でもご参加いただけます。
複数のメニューでご参加いただく場合は、メニューごとに販売時期が異なっていてもかまいません。
（例）【○○カフェ】メニューの販売期間
ホウレンソウ：１⽉22日〜２⽉５日、須磨海苔：２⽉１4日〜２⽉28日、イチゴ：３⽉１日〜３⽉15日 等

Q3 いくつかの店舗をまとめてエントリー手続きできるか。

①全ての店舗でメニュー・販売期間が共通している場合
 …まとめて手続き可能です。参加する店舗名のみお知らせください。
②店舗により、メニュー・販売期間が異なる場合
 …恐れ入りますが、店舗ごとにエントリーをお願いします。

Q4 参加店は、公式HPに掲載されている事業者から仕入れなければならないのか。

仕入先や取引方法は自由です。
新規取引先をお探しの際は、公式ＨＰ掲載店を是非ご利用ください（随時更新予定）

Q5 事務局で、仕入れの取りまとめや調整をしてもらえないか。
今後の継続的な取引につながるよう、事務局による調整は行わず、より自然な形での実施としています。
（新規取引先をお探しの方向けに、仕入事業者のご紹介は公式ＨＰにて行っています）

Q6 期間中、⾷材は常に仕入れ可能か。
農水産物の生産・出荷は、その時期の天候等に大きく左右されます。
時期によって取扱量等が変動する場合がありますのでご了承ください。

Q7 ⾷材を店に配送してほしいが、可能か。
恐れ入りますが、配送可能な仕入事業者に直接ご相談ください。

Q8 メニュー写真撮影時に注意することはあるか。
Ｐ４．フェアメニュー写真に関するお願い に沿って、写真を撮影してください。
なお、提供いただいた写真は、公式ＨＰの他、公式Instagramやチラシ等でのＰＲに使用させていただく場合がありま
すので、予めご了承ください。

Q9 メニュー名の記載の仕方にルールはあるか。
多くの方々に神⼾産食材を知ってもらうため、神⼾産の食材を使用していることがわかるメニュー名にしてくださ
い。（例）神⼾イチゴのショートケーキ、神⼾産ホウレンソウのクリームパスタ

Q10 メニューが決まるのは、先になりそう。メニューの写真がまだなくてもエントリーできるか。
エントリーのみ先にしていただけます。
メニューが決まり次第、撮影した写真を事務局のＥメールアドレス（info@gastropoliskobe.org）へ送付してくださ
い。

Q11 写真送付時の注意事項はあるか。
写真は、ワードやエクセルに貼り付けず 、データファイルをメールに添付する、または各自で利用されているスト
レージサービスを通じて送付してください。

参加飲⾷店（以下、参加店）向けＱ＆Ａ

（1）エントリーについて

(2)仕入れについて

(3)メニュー・写真について
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Q1 エントリーしたら、参加店が必ず仕入れてくれるのか。
仕入先は各店舗にお任せしています。
このフェアをきっかけに新しく取引先を探している飲食店向けに、公式ＨＰを通じてご紹介します。

Q2 ⾷材の産地表記（神⼾産）は必要か。
店頭で販売される場合は、神⼾産であることが伝わるように表記をお願いします。
（参加飲食店等から、「神⼾産」であることの産地証明を求められる場合がありますので、その際はご協⼒をお願い
します。）

Q3 取引価格などの指定はあるか。

特にありません。市内での継続的な地産地消につながるようご調整ください。

Q1 事務局はどのようにＰＲしてくれるのか。
１．PR内容
▶HP、SNSの活用
提供いただいた情報や写真をもとに、公式HP・Instagramにて、メニューや店舗情報をご紹介いたします。HP・SNS
をお持ちの参加店・仕入事業者の皆様は、相互フォローや投稿をシェアいただくなど、ぜひフェアを一緒に盛り上げ
ましょう。
・ＨＰ（秋の神⼾食材フェアの様子）https://www.gastropoliskobe.org/kobelocalfood̲fair2021/
・Instagram       https://www.instagram.com/gastropoliskobe/?hl=ja

▶参考（フェア自体の広報について）
①デジタルサイネージによる告知
食材フェアの開催について、阪急三宮駅、阪急⻄宮北⼝駅においてデジタルサイネージで告知いたします。
②情報紙による告知
食材フェアの開催について、阪急電鉄沿線情報紙「TOKK」、飲食店情報誌「あまから手帖」に掲載いたします。

２．スケジュール
▶HP、SNS
令和３年12⽉28日（火曜）までのエントリー
→フェア開始に合わせて公式ＨＰ上に、一⻫に掲載予定
令和3年12⽉29日（水曜）以降のエントリー
→事務局での確認後、順次公式ＨＰに掲載予定（一⻫掲載より後の日付となる場合があります）

▶参考（フェア自体の広報について）
上記「１．PR内容▶参考」の①②ともに、令和４年１⽉下旬（予定）

Q2 秋のフェアの開催時は、あまから手帖の抜き刷り冊子が届いたが、今回ももらえるのか。
はい。冬も作成予定ですので、お客様へお渡しいただくなど、ぜひご活用ください。

Q3 2021秋の神⼾⾷材フェアの開催時は、ハッシュタグキャンペーンやノベルティステッカーの配布があった。冬も実施
予定か。
現在検討中につき、実施にあたっては改めてお知らせいたします。

仕入事業者向けＱ＆Ａ

参加店・仕入事業者 共通のＱ＆Ａ

(2)その他

(1)広報について
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フェ アメ ニュー写真に関するお願い

●お預かり し たお写真をホームページへ掲載いたし ます。

開発いただいたフ ェ アメ ニュ ーの美味し さ がより 伝わり やすいお写真と なるよう 、 下記のポイ ント をご参考にお写真を撮影し て下さ

い。 お手数をお掛けいたし ますが、 可能な限り ご協力いただき ますよう お願い申し 上げます。

●写真から メ ニューがはみ出さ ないよう 、 ご注意く ださ い。 出来るだけ離れて ( 被写体と 距離をと っ て )、 鳥瞰 ( 斜め上から )、 真俯瞰

　 ( 真上から ) どちら でも 結構ですので、 商品の全体像が分かり やすいよう に、 撮影し てく ださ い。

●また、 できまし たら 、「 白っ ぽいお皿や白っ ぽいテーブル」 または「 黒っ ぽいお皿や黒っ ぽい背景」 のいずれかで撮影し ていただけ

　 ると より 美し い仕上がり と なり ますので、 ご協力をお願いいたし ます。

�

撮影のポイント �

メ ニュ ーの全体像を撮影し てく ださ い。

撮影のポイント �

カメ ラ を横に向けて、 横写真を撮影し てく ださ い。

横写真 ( 寄り ) 横写真 ( 引き ) 縦写真

●掲載場所の都合上、 お送り いただいたお写真を切り 取っ て使用さ せていただく 場合がございます。

　 そのため、 縦写真ではなく 横写真を撮影し ていただきますよう お願い申し 上げます。

●特徴が分かるよう アッ プの写真 ( 寄り ) をお撮り いただいても 結構ですが、 その場合は全体像がわかる ( 引き ) お写真も お送り く ださ い。

●コ ース料理や、 定食、 セッ ト メ ニューなどで、 複数お皿を並べる必要がある場合は、 須磨海苔を使っ たメ ニュ ーを手前に配置し て撮

　 影し てく ださ い。

●切った状態でご提供になら ないメ ニュ ー ( 巻き寿司や豚カ ツ、 ハンバーグ、 パンなど ) でも 、 断面を写し た方が分かり やすい場合は、

　 スライ スし ていただき 、 断面が写るよう 手前に配置し て撮影く ださ い。

撮影のポイント �

須磨海苔を使ったメ ニュ ーを手前に配置し てく ださ い。テーマ食材を

テーマ食材を使ったメニュー
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好まし く ない例

ピ ン ト が合っ ていない、 ブレ ている 。

メ ニュ ーに関係のない物の映り 込み。

メ ニュ ーにピント が合う よう に、 また写真がブレてし まわないよう 、 ご注意く ださ い。

また、 大皿料理の場合でも 、 可能な限り 全体が分かるよう 、 撮影にご協力く ださ い。

可能な限り 、 メ ニュ ーに関係のない物の映り 込みがないよう 、 ご協力く ださ い。

フェ アメ ニュー写真に関するお願い �
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