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｢ジャパンハーヴェスト2019」のご案内 はじめに

食と農林漁業の祭典「ジャパンハーヴェスト」は、国産農林水産物の消費拡大するために、生産者と

消費者が交流できる体験・ふれあい型のイベントやコンテスト等を開催してきました。

その趣旨を継承し、令和元年は、農林水産省補助事業「日本の食消費拡大国民運動推進事業」

として、弊社が取り組んで参ります。

JTBグループは、総合旅行業から交流創造事業へのドメインを変え、日本各地の魅力、特に「食」

「農」と「観光」「文化」を結び付け、国内外に“本物の日本の魅力”を伝えることにより交流人口を拡大

させ、活力のある地域づくりに取り組んでいます。

今年はラグビーワールドカップ、そして来年東京オリンピック・パラリンピックを開催され、ますます訪日観

光客が増加する中、「ジャパンハーヴェスト2019」では、訪日観光客にも訴求を図って、国産農産物の

国内外消費拡大を図ることで、地域振興に貢献して参ります。

株式会社JTB

日本国産農産物にとっての未来のために

本事業において、国内消費市場のみに限らず

輸出・訪日外国人をターゲットとして展開することを目指し

国内外に日本が誇る農産物を発信していく仕組みが重要だと考えます。

応援を目的にした
訪日客

メディア
選手団

2019
ワールドカップ
ラグビー

2020
東京オリンピック
・パラリンピック さらに未来へ

海外進出

開催にあたり
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｢ジャパンハーヴェスト2019」のご案内 開催コンセプト

Japanese Foods Showcaseによる、

海外にも強く発信する「消費者」と「生産者」との交流機会によって地域経済好循環創出

地域産業、産地が、国内消費市場において訪日外国人も需要に入れる機会「Japanese Foods 
Showcase」と捉え、食体験、農産物の購入を通じて、その産地の魅力を伝え、モノに憧れた人々が産地を訪
れ、訪れた人々がモノのファンになり国内外における国産農産物の消費拡大を喚起する…「Japanese Foods 
Showcase」はそのような地域経済の

好循環を生み出すエンジンと考え

展開していきます。 海 外

産 地
送客 流通

越境EC：

J’s Agri／Woah Japan
WashokuTreasure等

シーン③
産地でのモノ消費

（お土産等）

シーン④
産地でのコト消費
（体験商品、農園見学）

シーン⑤
外国人バイヤーの

ビジネスインバウンド

●出展（マルシェ）
●ホテル、レストランでの販売
●Cooking School
●食・食文化㏚セミナー

機能１：農産物の購入体験

●産地のPR、情報発信
●観光ツアーの案内
● VR等での疑似体験
● Web、ホテル、空港での発信

機能２：産地情報の発信

シーン②
帰国後の継続購入

大丸有エリア
Japanese Foods Showcasse

シーン①
JFSでの食体験、購入

Japanese Foods Showcase

～日本が誇れる国産農産物～
開催

コンセプト
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｢ジャパンハーヴェスト2019」のご案内 開催概要

開催名称 食と農林漁業の祭典

ジャパンハーヴェスト2019~日本が誇れる国産農産物~

開催日程 2019年11月2日(土) - 3日(日) 11:00 ～ 16:00

開催規模 国内消費者、在日外国人、訪日観光客来場者数 ：10万人程度

国内生産者、食・農関連事業者、大学・高校等出展数 ：70団体

入場料 無料 ※一部屋内イベントは有料

主催
後援
特別協力
協賛

主催：株式会社ＪＴＢ

特別協力：大丸有エリアマネジメント協会（Ligare）

協力：Japanese Foods Showcase プロジェクト（三菱地所、NTTドコモ、農林中央金庫、凸版印刷、

オリックス、ABCクッキングスタジオ、MEXSS、JTB）

協賛：農林水産省

開催会場
(会場毎のテーマ)

東京駅 大丸有エリア（丸の内仲通りを軸に展開）

申込書
ダウンロード

丸の内仲通り 地域産品販売：J’s Agri、Woah Japan等

購入 － Shopping Zone

共感 ー Next Generations Zone

丸の内仲通り
農林水産省の取り組み：FOOD ACTION NIPPON・農泊推進・SAVOR

JAPAN・食かけるプロジェクト・地理的表示(GI)保護制度、GFP

発見 － Discover Zone

丸の内仲通り 収穫体験等：ファームフェス、Japan Fruits

国際ビルディング ABC クッキングスタジオ：外国人対象のクッキングスクール開催有料

日本ギャラリー 凸版印刷：日本各地VR体験有料

体験 － Activity Zone

明治安田生命ビル

丸の内My Plaza 〔屋内〕

ステージイベント：トークショー、
うまいもん甲子園授賞式・食と農林漁業大学生アワード・食かけるプライズ

丸の内仲通り
うまいもん甲子園：高校性による出展販売

食と農林漁業大学生：大学生による出展販売

誰でも、気軽に農業を体験し、ふれることができるエリア

地域にある新しい魅力や取り組みを発見できるエリア

若い世代の取り組みにふれ、共感していただくエリア

地域産品、農産物を実際に購入することができるエリア

セミナー交流会等（予定）３×３Lab 〔屋内〕

https://www.japan-harvest.com/

https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.japan-harvest.com/&data=01|01|n_azumi009@jtb.com|d4767f08e70249b7062f08d6ee5fa6c8|cea04946421d42f9854101db3469d389|0&sdata=XFjhZW9cWoaBK1qZu/Rje%2B9Wk6r7xhBP8NEFy70M/Vs%3D&reserved=0


4

｢ジャパンハーヴェスト2019」のご案内 会場構成

【食育体験】
三菱地所エコッツェリア協会
３×３Lab（屋内）

Shopping 
Zone

購入

【ステージイベント】
表彰式・シンポジウム開催
場所：
明治安田生命ビル
丸の内My Plaza
（屋内）

Stage & Next 
Generations 

Zone

共感

丸の内仲通り

【調理体験】
ABC Cooking Studio
国際ビルディング（屋内）

【ＶＲ体験】
日本ギャラリー（屋内）

発見
Discover

Zone

体験
Activity 

Zone

体験 － Activity Zone

体験 － Activity Zone

発見 － Discover Zone

発見 － Discover Zone

体験 － Activity Zone

共感 ー Next Generations Zone

購入 ー Shopping Zone

体験 － Activity Zone
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｢ジャパンハーヴェスト2019」のご案内 会場紹介

東京駅 大丸有エリア

丸の内仲通りを中心に、旬の農産物の販売と収穫体験を充実させ、屋内施設での
ユニークの交流体験を実施します。
尚、一過性イベントに終わらせず、継続性のある取り組みをする為、丸の内エリアに
立地する企業とのコラボレーションを実施いたします。

購入 － Shopping Zone

共感 ー Next Generations Zone

発見 － Discover Zone

体験 － Activity Zone

誰でも、気軽に農業を体験し、ふれることができるエリア

地域にある新しい魅力や取り組みを発見できるエリア

若い世代の取り組みにふれ、共感していただくエリア

地域産品、農産物を実際に購入することができるエリア

仲通りを北から４つのブロックに分け、
それぞれ特色のあるブース出展を
行い、回遊できる様にいたします。

＜仲通り＞
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■装飾に関して
丸の内仲通りという会場の特性上、ブース内での華美な装飾は控えてください。
ブースからはみ出てしまう装飾（ノボリ、テント横幕等）は行わないでください。
右写真程度の装飾でご検討ください。
※ブース（テント）外における装飾は禁止されております。

■注意事項
◎基本的にテントでは、調理設備以外での電源の使用は出来ません。

電源を要する場合は、事前に事務局へご確認ください。
※電源を要する場合は、事務局で発電機（別途費用かかります）を用意いたしますので、必ず事務局へご確認ください。

◎出展スペースは、平面図に記載の通りのスペースとなります。
出展スペースを越える商品の陳列は、横の団体様の迷惑となりますので、スペース内での販売を心掛けてください。

◎お客様の誘引を行う場合は、出展スペース内で行うようにしてください。

◎多くのお客様でにぎわう場合は、お客様の待機列を各団体様で行うよう心掛けてください。

◎出展者様用にストックスペースのご用意はございません。
商品のストック、販売品含め、出展スペース内で完結できる物量でのご手配をお願いいたします。

◎皆様の貴重品は、出展者様責任の下、管理をお願いいたします。

◎つり銭は各自ご用意ください。事務局での両替のご用意はございません。

■付帯設備に関して
テントでの出展者様には、下記設備がついてきます。
下記以外で足りない設備は、出展者様毎に、ご用意ください。

テント出展に関して①

以下、必ずご一読ください。

■立面図 ■平面図

過去の丸の内仲通りの食のイベント風景

ジャパンハーヴェスト/ジャパンハーヴェストについてテント出展 〔幅3,600㎜×奥行1,800㎜テントの場合〕

テーブル 幅１,500 × 奥行き600 × 高さ700ｍｍ 2台

椅子 パイプ椅子 4脚

出展者名看板 幅１,200 × 高さ300ｍｍ 1枚

＊ブース内で発生したゴミ用のゴミ袋は、各出展者様毎にご用意ください。

｢ジャパンハーヴェスト2019」出展のご案内

3,600

1,8001,810

2,540

キッチンカーによる出展(飲食販売)をご希望の場合は、事務局にご相談ください。

※キッチンカーを自社で手配しない場合は事務局でご用意は可能ですが、時期と車種・費用等は応相談となります。
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衛生面には細心の注意を払い販売することを心掛けてください、

事務局よりイベント会場管轄の千代田保健所に販売品目の申請を行いますので

販売品目は必ず9月30日(月)までにジャパンハーヴェスト事務局へご提出をお願いいたします。

当イベントにおいての販売可否品目は以下をご参照ください。

※販売品目に関しては、別紙「ジャパンハーヴェスト商品リスト」にご記入の上、事務局までメールまたはFAXにて
お送り下さい。

｢ジャパンハーヴェスト2019」出展のご案内 テント出展に関して②

販売についての注意点

注】 会場内には基本的に電源のご用意がありません。温度管理が必要な商品を保管するために冷蔵・冷凍庫や、
その他調理機材を使用する際に電源を要する場合は、事前に事務局へご相談いただき、事務局にて発電機を
用意いたします。（別途費用がかかります）
テント内での調理行為につきましては千代田区保健所の規定に準じた内容とさせていただきますので、 事前に
事務局と協議の上で内容を決定させていただきます。

■販売可能品目 生鮮 野菜、果物、米、ハーブ、花、苗など

加工品 野菜果物類 （乾燥野菜・果物、ジャム、ジュース、漬物等）
お茶、コーヒー類、香辛料、調味料（砂糖、塩、しょうゆ、ソース、酢、食用油脂等）
パン類、麺類（乾燥麺）、焼き菓子、和菓子、プリン
加工魚介類・海藻類（昆布、わかめ、干しのり、干物、明太子、缶詰等）
飲料（飲料水、清涼飲料、ジュース等）
豆類の調製品（味噌、納豆、煮豆等）
惣菜類（おにぎり、弁当、サンドイッチ等）
はっこう乳製品（ヨーグルト、バター、チーズ、カップアイス等）

※上記加工品の販売には、「加工品の品質表示」を必ず表示してください。

■販売不可品目 生鮮 食肉（生肉、ハム、生ハム、ソーセージ、瓶詰品）
魚介類全般（生魚、いくら等の魚介製品）

加工品 乳製品（牛乳、乳飲料、生クリーム）※生クリームを使用した洋菓子類
豆類調製品（豆腐）

酒類 アルコール飲料（酒類全般）の販売はできません。

■テント販売者の試食提供について

会場にて食材のカットや仕込等の調理行為を行った食材の試食提供はできません。
試食提供は野菜もしくは、食品をそのまま食してもらう範囲とします。個別のご質問は事務局までお問合せください。

表示に用いる文字は、日本工業規格Z8305(1962)に規定する8ポイントの活字以上の大きさの
統一のとれた活字とすること。ただし、表示可能面積がおおむね150㎠以下のものにあっては、
日本工業規格Z8305(1962)に規定する5.5ポイント以上の大きさの活字とすることができる。

野菜、果物について 野菜、果物に関してはそのまま提供することが可能です。
もしカットを要する試食の場合は、食品営業許可を受けた施設にて予めカットしたものをご用意ください。
食品衛生上、温度管理を徹底するよう、お願い致します。
あくまでも臨時出店場のため、保健所の指導によりテント内での食材のカットや仕込みは行うことを出来
ません。また、ご提供の際に使用される皿、コップ、箸、スプーン、フォーク等は、必ず使い捨て容器をお
使いください。なお、使い捨てのビニール手袋や消毒液を用意するなど、衛生面に細心の注意を払って
実施してください。

菓子、ジャム、ジュース
等の加工品について

皿、コップに移しての試食が可能です。その際は、必ず使い捨ての容器をお使いください。

■加工品の品質表示について

加工品を製造販売する場合は、地域管轄保健所で食品営業許可を受けた施設で調理、
包装し、ラベルに食品表示（名称、原材料名、内容量、期限表示、保存方法、
製造所所在地、製造者名等）を記載された商品を販売してください。
販売される品目に関しては、必ず個商品毎に食品表示をつける必要があります。

※右記を参考に、明確な表示がされている商品であることを確認し販売してください。

以下、販売可能品目に記載の食品でも、保健所の判断により販売をお断りさせていただく場合がございます。



8

｢ジャパンハーヴェスト2019」のご案内 会場紹介

＜明治安田生命ビル＞
丸の内My Plaza

「オープニングセレモニー」、「絶品
うまいもん甲子園 最優秀者発表・
授賞式」、「食と農林業漁業大学生
アワード最終選考会・授賞式」や、
トークイベントなどを予定。

＜国際ビルヂングビル＞
ABC Cooking Studio

国産の食材（農産品）を地域の
魅力を紹介しながら、調理体験。
紹介した食材は、購入ブースでも
購入できるほか、海外への越境EC
販売も可能。
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｢ジャパンハーヴェスト2019」のご案内 会場紹介

サステナビリティの3要素「経済」「環境」「社会」が
ギアのごとく噛み合い、「サードプレイス」として
業種業態の垣根を越えた交流・活動拠点。
次世代のサステイナブルな社会の実現に寄与する
場所での食育などのイベントが可能。

＜3×3Lab＞

凸版否印刷によるVR体験を開催
日本の新たな価値を生み出す、
共創・発信スペース
産官学の人々が集い、つながり、日本の文化、
伝統を継承し、新しい観光コンテンツの価値を
共に築きあげていくための空間。

＜日本ギャラリー＞



オプション

ジャパンハーヴェスト2019
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Japan Fruitsポータルサイトへの掲載

Woah Japan越境ECサイトでの販売

J’s Agri越境ECサイトでの販売

https://www.js-agri.jp/

https://www.woahjapan.com/

https://the-way-of-japan.com/fruits

訪日向けの出展者の地域産品の販売や観光農園ポータルサイトに、掲載が可能です。

詳細は、出展事務局に、お問い合わせください。

出展を効果的につなげるために、
訪日観光客土産物消費拡大＆輸出拡大目的にしたサイトです。

｢ジャパンハーヴェスト2019」のご案内 外部サイト連携

掲載料無料
すべて買い取り

詳細は、下記URL,QRコードから確認できます。

J‘ｓ Agri

WOAH! JAPAN

Japan Fruits
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｢ジャパンハーヴェスト2019」出展のご案内 出展申込みについて

出展申込書

以下「出展申込書」は別途お送りいたします。
申込書の作成に関するご質問はジャパンハーヴェスト運営事務局までお問合せください。

円(税込)

※出展表記は、テントの看板、及び広告物への表記に統一して記載させて頂きます。

■基本付帯設備

　【個人情報の取扱いに関して】

　申込によりご提供頂いた個人情報は、事務局にて厳重に管理し、「ジャパンハーヴェスト2019」の運営上必要な連絡と各種手続き(ブース出展管理、消防、保健所など)以外には利用しません。

　申込者の同意を得ずに第三者に開示することは原則いたしませんが、上記目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの全部または一部を委託する場合ごございます。

ジャパンハーヴェスト2019 出展申込書

代表者名

2019年11月2日・3日に開催される「ジャパンハーヴェスト2019」への出展を申し込みをします。

(フリガナ)

(フリガナ)

(フリガナ)

【提出期限】2019年7月31日(水)まで / メールまたはFAX・郵送

□テーブル（幅1,500ｍｍ×奥行き600ｍｍ×高さ800ｍｍ）×２、イス×４

□出展者看板（幅1,200ｍｍ×高さ300ｍｍ）

※ブース内で発生したゴミ用のゴミ袋は、各出展者様毎にご用意ください。

※出展における注意事項は、8月20日配布予定の「出展マニュアル」に詳細を記載します。

●住所：〒160-0004　東京都新宿区四谷1-19-2　四谷セントラルビル（株式会社コムブリッジ内）

●TEL：TEL/050-3803-9620 　●FAX/050-3803-9239　　●Mail/ info@japan-harvest.com

●平日/10:00～18:00

テント仕様

2019年　　　月　　　日

ジャパンハーヴェスト2019　運営事務局　行

申込者

(会社名・団体名)

印

※企業・団体様印

電話番号 ＦＡＸ番号

担当者携帯番号

(緊急連絡先) E-mail

担当者名

住所

(フリガナ)

※販売品名及び試食品名又はその他内容

希望ゾーン

〇をつけてください

体験　　　／　　　発見　　　／　　　共感　　　／　　　購入

※出展内容により希望とは異なるゾーンとなる場合がございます。

出展内容・PRコメント
※パンフレット記載30文字以内

(英文)

(和文)

申込内容

〇をつけてください

出展社看板表記名
※スペル等お間違いないよう

お願いします。

出展内容

協賛金額(税込) ※協賛企業様記入欄内容

テント　／　その他 (　　　　       　　　　　)



問合せ窓口

株式会社JTB霞が関事業部

住所/東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング23階

TEL/03-6737-9261 FAX/03-6737-9264

担当：安海（あずみ） Mail：n_azumi009@jtb.com

平日/09:30 ～17:45


