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地元でとれたものを食べ、旬のものを味わいます。

自然の中へ出かけ、動物園、水族館や植物園
などを訪ね、自然や生きものにふれます。

GTF グリーンチャレンジデー in 新宿御苑について

は、生物多様性を意識するためのさまざまなチャレンジを
応援する日です。企業・自治体・団体の環境保全の取組みを応援し、市民一人ひとりが環境につい
て考え、アクションをすることを応援します。

それを象徴する場として、都心にありながら広大で豊かな自然を持つ新宿御苑を会場に、多数の官公

庁・企業・団体・市民が一丸となって開催するイベントが 『GTFグリーンチャレンジデー2017 in 
新宿御苑』 です。

国連生物多様性の10年日本委員会が定めた５つの「MY行動宣言」に沿ってイベントを企画しています。
「MY行動宣言」は、市民1人ひとりが日常の中で生物多様性とのかかわりを認識し、身近なところから行動を
始めるためのものです。
５つの行動宣言の中身と、それに対応する本イベントの企画は下記の通りになっております。
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環食

ワークショップ

「つなげよう、支えよう森里川海」

プロジェクトについて

「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクトは、平成26
年に環境省内で立ち上げられたプロジェクトです。

本来、互いにつながり、影響し合っている「森」「里」「川」
「海」が、行き過ぎた開発や利用・管理不足により、その
つながりが絶たれたり、それぞれの質が低下していることを
受け、環境省だけではなく、地方公共団体、有識者、
先進的な取り組みを実施している方々と対話や議論を
行いながら、森里川海の恵みを将来にわたって享受し、
安全で豊かな国づくりを行うための基本的な考え方と対
策の方向を取りまとめを行っております。
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おいしいネ！

自然の素晴らしさや季節の移ろいを感じて、
写真や絵、文章などで伝えます。

ステージ いいネ！

たのしいネ！

生きものや自然、人や文化との「つながり」を守る
ため、地域や全国の活動に参加します。

スタンプラリー きもちいいネ！

エコラベルなどが付いた環境に優しい商品を選ん
で買います。

マルシェ うれしいネ！

地球温暖化のための国民運動

「COOL CHOICE」 について

2015年、すべての国が参加する形で、2020年以降の
温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」が採択されま
した。世界共通の目標として、世界の平均気温上昇を
２度未満にする（さらに、1.5度に抑える努力をする）
こと、今世紀後半に温室効果ガスの排出を実質ゼロに
することが打ち出されました。
日本は、2030年度に温室効果ガス排出量を2013年
度比で26%削減する目標を掲げています。
「COOL CHOICE」は、この目標達成のために、低炭素
製品への買換え・サービスの利用・ライフスタイルの選択
など。温暖化対策に資する、あらゆる「賢い選択」をして
いこうという取組です。

2



3

GTF グリーンチャレンジデー2017 in  新宿御苑 概要

イベント名 GTF グリーンチャレンジデー2017 in 新宿御苑

開催日 2017年9月30日（土）・10月1日（日） 10:00～16:00

場所 新宿御苑 イギリス風景式庭園・フランス式整形庭園

来場者数
25,239名

【内訳】 9月30日（土）:    9,847名 10月1日（日）: 15,392名

環食提供数
（A）豆乳のワンタン入り 牛スジ煮込み 577食 （30日:270食/1日:307食）
（B）彩り野菜とはんぺんバター焼き塩麹仕立て 496食 （30日:222食/1日:274食）
（C）熊本県菊池産七城のこめ使用 塩むすび 300セット（各日150セット）

出展者数
51ブース

【内訳】 ワークショップ:29ブース(19企業・団体) マルシェ:21ブース(21企業・団体) 環食:1

スタンプラリー
参加者数

1,800人 【内訳】 9月30日 650人、 10月1日 1,150人

ボランティア

6団体 延べ 191名

【協力団体】
アゼリーグループ / おもてなしランナー / 宝塚大学 / 玉川大学 / Support Our Kids実行委員会
WAZA JAPAN

主催 GTF グレーター トウキョウ フェスティバル実行委員会

共催 環境省 / 国連生物多様性の10年日本委員会 / 新宿区 / TOKYO FM / TBSテレビ

協賛

後援

復興庁 / 外務省 / 国土交通省 / 観光庁 / 文化庁 / 東京都 / 神奈川県 / 千葉県 / 
埼玉県 / 伊那市 / 沼田市 / あきる野市 / 公益財団法人東京観光財団 / 
東京都商工会議所連合会 / 神奈川県商工会議所連合会 / 千葉県商工会議所連合会 / 
埼玉県商工会議所連合会 / 東京商工会議所 / アイルランド大使館 / 
認定NPO法人日本ハビタット協会 / 株式会社ジャパンエフエムネットワーク /（順不同）

特別協力 東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

協力

東京都赤十字血液センター / IMG Japan / アゼリーグループ / 一般財団法人国民公園協会 / 
Wakiyaグループ / つきぢ田村 / TSP太陽株式会社 / 株式会社キョードー東京 / 
株式会社メディアコミュニケーションズ / 一般社団法人WAZA JAPAN / 
タリーズコーヒージャパン株式会社 / 株式会社環境向学 / 株式会社グリッド / 宝塚大学 /
玉川大学 / 株式会社メッセージデザインセンター / Support Our Kids実行委員会 / 
特定非営利活動法人次代の創造工房 / ヒーローズエデュテイメント株式会社（順不同）

今年は「つなげよう、支えよう 森里川海」と「COOL CHOICE」をテーマに、日々の生活
は森里川海の恵みに支えられ成り立っていることの認識を深め、豊かな森里川海を将来
に引き継ぐことために、1人ひとりがその恵みに感謝し、自発的な低炭素製品への買換
え・サービスの利用・ライフスタイルの選択を促すよう各プログラムを企画・構成しました。



2017年 プログラム概要
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オープニング

環音Live & トーク
増田太郎（ヴァイオリニスト）

オープニングセレモニー

生物多様性キャラクター応援団任命式

祭りの力
琉球國祭り太鼓
朱雀連
ダンスパフォーマンス集団 迫-HAKU-

TOKYO FM × MOTHER EARTH
トークセッション
鎌田安里紗（森里川海アンバサダー）
佐々木依里（森里川海アンバサダー）
小原壮太郎（森里川海アンバサダー）

TBS テレビ スペシャルステージ
「テレビで言えない天気の話」
森田正光（気象予報士）
笹川友里（TBSアナウンサー）

環音Live & トーク
「森里川海」ふるさとの歌 そして東京の歌
LEGEND（オペラユニット）

エンディング

オープニング

TOKYO MX スペシャルステージ
Live & トーク
若い世代の「COOL CHOICE」宣言！
Ruca (歌手)
Astrovery (ガールズバンド)
「ねばトン！」～キャラクターパフォーマンス

つながるふるさと
東北＆九州からのメッセージ

祭りの力
なんくるエイサー
かぐら連
燦-SUN-

つながるふるさと
福島からのメッセージ
じゃんがら念仏踊り
なすび（タレント）

TBS テレビ スペシャルステージ
森 朗（気象予報士）
水野真裕美（TBSアナウンサー）

環音Live & トーク
MINMI（森里川海アンバサダー）

エンディング

9月30日（土）

10月1日（日）

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

A1~3 環境省 環境保健部 A4~5 環境省 自然環境局

A6 環境省 地球環境局 A7~8 環境省 環境教育推進室

B1~2 全日本空輸株式会社 B3~5 株式会社TBSテレビ

B6~7
スタンプラリー受付所

景品交換所（GTF事務局）
B8 関彰商事株式会社

C1~2 株式会社ブルボン C3
一般財団法人

WNI気象文化創造センター

C4 秋田県仙北市 わらび座 C5~6 東京都赤十字血液センター

C7
特定非営利活動法人
次代の創造工房

C8
TOKYO MX

東京メトロポリタンテレビジョン

C9 アゼリーグループ D1 新宿区

D2 あきる野市 D3 長野県伊那市

D4 群馬県沼田市 D5~6 福岡県大川市

マ
ル
シ
ェ

E1 株式会社プレイン E2 株式会社ニュートリションアクト

E3

日本ホテル株式会社/
NPO法人FBO

（料飲専門家団体連合会）
日本酒サービス研究会・
酒匠研究会連合会(SSI) 

E4 新潟県

E5~6 株式会社伊藤園 E7 熊本県市長会

E8 大槌商工会 E9 白河産業

E10 有限会社伊達水密園 E11 うつくしま復興協議会

E12 福島県天栄村 E13
コッペ/わ・は・わ味明/
あしたや共働企画

E14 農民運動全国連合会青年部 E15 福島県

E16 宮城農産 E17 鳥取県倉吉市

F1 環食レストラン F2 株式会社ブルボン

F3 ORGAR’S F4~5

Food truck market
(ぶるーあーす/PINOS
玉梨とうふ茶屋/

FOOD CRUISING)

ステージプログラム





【食材協力】

日本食材と江戸東京伝統野菜をテーマに、中華と和食の名匠が循環型の食「環食」を提案。

キッチンカーにて、アゼリーグループのシニアボランティアチームが調理を担当。中華メニューは577食、和食メ
ニューは496食、合計1,073食を販売しました。また熊本の森里川海の復興を願い、熊本県菊池産七城のこ
めの塩むすび300セットを販売（完売）しました。

【環食】は、2010年にFOOD ACTION NIPPON
AWARD を受賞しております。
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環食とは？

環食1Act

①和食

日本の食材を使用する
[地産地消、適地適作]＝フードマイレージ
※国民公園協会連携企画として、江戸東京伝統野
菜を活用（滝野川ごぼう、内藤とうがらし）

②環境に優しい食

無駄なく食材を使い切る、残さず食べる、極力
エネルギーを使わない調理法。

③循環型の食

食器リサイクル（固形燃料）、間伐材の箸

滝野川ごぼう

トゥーランドット臥龍居
オーナーシェフ 脇屋 友詞

豆乳のワンタン入り
牛スジ煮込み

監修

熊本県菊池産
七城のこめ

塩むすび

つきぢ田村
三代目 田村隆

彩り野菜とはんぺん
バター焼き塩麹仕立て

監修
監修 復興支援

江戸東京野菜環食提供メニュー



多数の企業・団体・自治体のワークショップを通じて、楽しみながら環境の「今」を学ぶ

各企業・団体・自治体によるパネル展示やワークショップが展開され、自然環境や生物多様性に関する知識
を深めるとともに、森里川海の恵みを感じ、COOL CHOICEの理解を深めました。
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ワークショ ップ2Act

福島の実り ～楢葉町のチャレンジ～
環境省環境保健部

楢葉町復興応援。四葉のクローバーの栞つく
りワークショップと新米PR。

A-3

福島の恵み ～日本橋ふくしま館～
環境省環境保健部

日本橋にある福島県アンテナショップと連携し
た福島県産品紹介と物販の実施。

A-1

福島の森と水 ～サケのふるさと木戸川の今～

環境省環境保健部

木戸川の生態系の再現（水槽持込展示）。
木戸川流域の生態系と復興状況の紹介。

A-2

知ってる？EDS ～未来のためにできること～
環境省教育推進室

ESDに関するパネル・タペストリーの展示。こど
もエコクラブの活動紹介やワークショップの実施。

A-7・8

つなげよう、支えよう森里川海
環境省自然環境局

地球環境カードゲーム「マイアース」体験会と
「サンゴ染め」ワークショップの実施。

A-4・5

環境省 COOL CHOICE（賢い選択）
環境省地球環境局

地球温暖化対策のための国民運動「COOL
CHOICE」の普及啓発。

A-6

セキショウグループ
関彰商事株式会社

セキショウグループで取り扱っている環境配慮
型製品の展示および紹介。

B-7

全日本空輸株式会社

ANAグループの社会貢献活動の紹介(サンゴ
再生プロジェクトなど)やワークショップの実施。

B-1・2

TBSテレビ

みつばち教室の実施。ドライブヘッド胸像展示。

B-3～5

ブース数29

出展企業・団体数：19



8

ワークショ ップ2Act

秋田県仙北市 / わらび座

10月に開催される地元のシンボル・わらび座
の東京公演紹介とMY行動宣言。

C-4

自然×お菓子＝笑顔MAX！
株式会社ブルボン

お菓子の詰め合わせの販売。お菓子が当たる
ゲームの実施。

C-1・2

SHIRASE 5002
(一財)WNI気象文化創造センター

南極観測船「SHIRASE」の紹介。南極の氷
と石の展示。

C-3

TOKYO MX
東京メトロポリタンテレビジョン

10月スタートの子ども向け番組「ねばトン！」
と音楽番組「真夜中のみつばち」の紹介。

C-8

東京都赤十字血液センター

献血グッズがもらえる親子向けゲームの実施。

C-5・6

Support Our Kids 
× アイルランド大使館

大使館連携による活動紹介と募金活動。
(バトラーズチョコレート＆タリーズコーヒー)

C-7

あきる野市

あきる野市の取り組み紹介。パネル展示。剥
製展示。

D-2

クラフトワークショップ＠Azalee
アゼリーグループ

親子で楽しめるクラフトワークショップの実施。

C-9

新宿区

新宿の森の展示と紹介。スタンプラリーの実施。

D-1

福岡県大川市

大川木工職人による木工ワークショップの実
施（椅子・スプーン作り、組子体験）

D-5・6

伊那市

木工ワークショップ（木のペンダントつくり）

D-3

群馬県沼田市

間伐材を利用したマイ箸つくりワークショップの
実施。

D-4

ブース数29

出展企業・団体数：19



ステージ
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3Act

御苑の広々とした緑あふれる会場に、音・踊り・言葉が優しく響く

豪華アーティストによる環音ライブ、お祭り団体による華麗な演舞、スペシャルトークショーなど、充実した
ステージプログラムが多数展開され、会場を大いに沸かせました。

環境省
生物多様性
主流化室長

長田 啓

TOKYO FM 
常務取締役

吉田 乾朗

GTF実行委員長

後藤 亘

新宿区
環境清掃部長

野田 勉

TBSテレビ
総務局長

西野 智彦

オープニングセレモニー

祭りの力

9月30日(土)

琉球國祭り太鼓

(エイサー)

朱雀連

(阿波おどり)

ダンスパフォーマンス集団 迫-HAKU-

(よさこい)

生物多様性
キャラクター応援団任命式

今回新たに、福島県の復興シンボルキャラ
クター「キビタン」が生物多様性キャラクター
応援団に任命されました。

出展社PR

マルシェ「新潟県」ブースより、新潟県の新しいお米「新之助」のPRと、PR・ワーク
ショップ「Support Our Kids×アイルランド大使館」ブースより、SOKの活動紹介と
活動継続に向けた支援の呼びかけを行いました。

日本の素晴らしい風土と文化、そして精神を体現する各地のお祭りが新宿御苑に集結！

＊敬称略
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ステージ3Act

環音LIVE

スペシャルステージ＆トークショー

TOKYO FM × MOTHER EARTH トークセッション

森里川海アンバサダーの佐々木依里さん(左上)、鎌田安里紗さん(右
上)、小原壮太郎さん(左下)と、環境省「つなげよう、支えよう森里川
海」プロジェクトチーム長の中井徳太郎さん(右下)を交えたトークセッショ
ンを実施。それぞれ森里川海を守るため、その恵みを伝え、守るためにど
のような活動をしているか語り合いました。

TBSテレビ スペシャルステージ
『テレビで言えない天気の話』

気象予報士の森田正光さん（右上）とTBSアナウンサー
の笹川友里さん(右下)によるスペシャルステージを実施。
天気の仕組みを具体的な例や過去の事例を交えてわかり
やすく解説しました。

増田太郎

(ヴァイオリニスト)

LEGEND

(オペラユニット)

総合司会 (両日)

中村亜裕美

(TOKYO FM アナウンサー)

新宿御苑に様々なキャラクターが大集合！

＊敬称略
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ステージ3Act

10月1日(日)

TOKYO MX スペシャルステージ
Live & トーク 若い世代の「COOL CHOICE」宣言！

TOKYO MXの子ども向けバラエティ新番組「ねばトン！」からハニトン、うめねば
ちゃんとソフトクリ犬、音楽番組「真夜中のみつばち少女」からAstrovery(ガール
ズバンド/左上)とRUCAさん(歌手/左下)がステージに登場。出演番組の紹介と
歌の披露、そして自分たちが取り組んでいるCOOL CHOICEについて語りました。

TBSテレビ スペシャルステージ
『テレビで言えない天気の話』

気象予報士の森朗さん(右上)とTBSアナウンサー水野真裕美さん
(右下)がステージに登場。クイズを交えながら、天気の仕組みを具
体的な例や過去の事例を交えてわかりやすく解説しました。

祭りの力

なんくるエイサー

(エイサー)

かぐら連

(阿波おどり)

燦-SUN-
(よさこい)

「よさこい(高知)」「阿波おどり(徳島)」「エイサー(沖縄)」の迫力ある演舞を披露して頂きました。

スペシャルステージ＆トークショー

オープニング

吉住健一

新宿区長

出展社PR

初日に続き「新潟県」「Support Our Kids×アイルランド大使館」ブースのほか、今回新宿御苑に駆けつけて
くれた東北・九州のマルシェ出展者のPRステージを実施。（KiRe_mono 会津もめん、福島県天栄村、岩手
県大槌町 大槌商工会、福岡県大川市、100%ニュージーランド産生はちみつ専門店ピービーズ）
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ステージ3Act

スペシャルステージ＆トークショー

環音LIVE＆トーク

MINMI

(森里川海アンバサダー)

つながるふるさと 福島からのメッセージ

いわき湯本温泉連合青年有志会「Iway」によるじゃんがら念仏踊りの披露、サケ漁復活に取り組む木戸川漁業協同組合の鈴木ふ化場長となすびさ
んの対談、福島の実り、森と水、恵みのブース紹介。福島に住む人だけでなく、神戸大学の学生も会場に駆けつけ、福島に思いを寄せて活動を続け
る人たちによる温かいステージが展開されました。

PHOTO GALLARY

クロージング スピーチ

鳥居 敏男
環境省

大臣官房審議官

岡野 隆宏
環境省 自然環境局
自然環境計画課
保全再生調整官

長谷川 英利
GTF事務局長

＊敬称略



スタンプラリー

13

4Act

生き物や自然、人や文化との「つながり」感じるスタンプラリーを実施。

会場内に設置したスタンプラリー拠点を回りながら自然の恵みを感じるスタンプラリーを実施。会場内を回遊
する仕組みをつくり、森里川海の恵みの大切を再認識し、その恵みを守り、次世代に繋げるための自発的な
選択を促すプログラムになるよう企画しました。

スタンプラリー拠点 展開図 スタンプラリー台紙 (完成見本)

スタンプラリーの仕組み

会場内に設置した7つの
スタンプのうち、3つ以上集める

アンケートに答えて いざガラポン抽選！

参加者数：1,800人



マルシェ

14

5Act

ブース数21

出展企業・団体数：23

日本各地の自慢の秋の味覚を集結した青空マルシェを開催
新鮮で美味しい食材と特産品が新宿御苑に大集合

森里川海の恵みを五感で感じるマルシェ。地元で収穫された旬な生産物は、生産方法に無駄や無理がなく低炭素
型商品(COOL CHOICE)でもあります。被災地の森里川海の復興を願い、東北大震災・熊本地震の復興支援に
力を入れているマルシェですが、今年は東北と熊本から9組の生産者・団体が出展してくださいました。

日本ホテル株式会社
NPO法人FBO(料飲専門家団体連合会)

日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会(SSI)

新潟県の新しいお米「新之助」を使った日替
わり弁当と甘酒の販売。

E-3

100％ニュージーランド産生はちみつ
専門店Pbees (株式会社プレイン)

マヌカハニー、ハニどらの販売。

E-1

ラ バランス銀座
株式会社ニュートリションアクト

スローフード（ロークッキー・カカオニブ）、特製
スムージー、アイスバーの販売。

E-2

『えこめ牛フランクフルト』熊本県市長会

熊本県菊池産のブランド牛「えこめ牛」を使用
したフランクフルトの販売。

＊9月30日(土)のみ出展 E-7

新潟の新しいお米「新之助」
新潟県

新潟県の新しいお米「新之助」のPRと試食の
実施。

E-4

茶畑から茶殻まで
株式会社伊藤園

環境配慮型の製造管理と茶殻リサイクルシス
テムの紹介。お茶の入れ方セミナー実施。氷
水出し緑茶の振る舞い。

E-5・6

(有)伊達水密園

りんご、りんごジュース、りんごジュレ、アップルパ
イの販売。

E10

岩手県大槌町
大槌商工会特産品販売

規格外の三陸産ホタテ・ホヤ・タコを使った串
焼き。大槌の特産品販売。

E-8

KiRe_mono会津もめん
白河産業

伝統工芸品「会津もめん」の雑貨・洋服と薔
薇ジャムの販売。

E-9



マルシェ
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5Act

ブース数21

出展企業・団体数：23

めしあがらいん！障害福祉事業所
あがいんプロジェクト
(コッペ/わ・は・わ味明/あしたや協働企画)

地元で収穫した米粉や国産小麦を使用した
焼き菓子、オーガニック食品の販売。

E-13

みちのくマルシェ
うつくしま復興協議会

仙台名物の牛タンつくね、ずんだ大福、玉こん
にゃくの販売。

E-11

福島県天栄村

天栄村の観光PRと漢方米・ヤーコンなど天栄
村の特産品の販売。

E-12

宮城農産

東北産の旬な果物、三陸産の海産物、宮城
名物の販売。

E-16

のうみんれんせいねんぶ
農民運動全国連合会青年部

東北の若手生産者による旬な生産物や加工
品の販売。

E-14

福島県

福島県の観光PR、ファンクラブの紹介、新米
のPRの実施。

E-15

ORGAR’S

オーガニック素材を使用したレモネード各種の
販売、森里川海アンバサダー佐々木依里さ
んとのコラボレーション。

F-3

鳥取県倉吉市

鳥取の震災復興祈念と「ひなビタ♪」のPRと
グッズ販売。地元人気B級グルメの販売。

E-17

ブルボン

ソフトドリンクの販売。

F-2



マルシェ
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5Act

ブース数21

出展企業・団体数：23

日替わりでキッチンカーも御苑に登場
東北・熊本の食材や江戸東京野菜・オーガニック素材を使った限定メニューを提供

PINOS
Food truck market

牛タン丼・牛タン串などの販売。
被災地のお米使用。

＊9月30日(土)のみ出展 F-5

ぶるーあーす
Food truck market

富良野メロンパン・ソフトクリー
ム・デコポンジュースなどの販売。

＊9月30日(土)のみ出展 F-4

玉梨とうふ茶屋
Food truck market

雪花菜（おから）ドーナツの販
売。南会津にある豆腐屋さん。

＊10月1日(日)のみ出展 F-4

FOOD CRUISING
Food truck market

牛タンドン・牛タン串などの販売。
江戸東京野菜使用。

＊10月1日(日)のみ出展 F-5

仙台名物牛タンと江戸東京
野菜の「千寿葱」のコラボレー
ション。このイベントならではの
特別メニューです。

なすびさんにもイベント限定環
食メニュー・彩り野菜とはんぺ
んバター焼き塩麹仕立て
をお召し上がりいただきました。

テレビでも紹介された天栄村
名物酒まんじゅう。天栄村を
流れる清流から汲んだ水を
使って仕上げた逸品です。

福島県ブースでは今年も新米
のPRを実施。収穫したばかり
のお米は色艶甘みが全く違い
ます。

三陸産の旬な海産物の串焼
き。規格外で廃棄されてしまう
海の幸を活用し、食品ロス解
消に貢献！

有機JAS認定野菜、農薬不
使用、無化学肥料栽培によ
る野菜を中心につくるこだわり
のレモネードを提供。

通気性がよく汗をしっかり吸い
取り、長く使える会津もめんも
クールチョイスアイテム。使い込
むほどに味がでます。



新宿区内小中学校・養護学校 1,200部

新宿区内各施設・掲示板 300部

「青島広志のバレエ音楽ってステキ」公演（7/29、30） 4,500部

赤坂サカス周辺、TBS関連イベント 7,500部

環境省関連イベント 2,300部

環境省連携先大学・高校 100部

日本橋ふくしま館 500部

新宿御苑 700部

GTF連携首都圏お祭り会場、他 2,800部

タリーズコーヒー（新宿近辺の店舗中心） 1,000部

第1弾合計 20,900部

17

プロモーション

A4チラシ配布先

A1ポスター掲出先

第2弾

第1弾

A3折 当日配布チラシ

A1
ポスター

各所 1,500部

赤坂サカス周辺、TBS関連イベント 2,000部

新宿御苑 5,000

環境省関連イベント 5,800

出展社 2,800

環食連携シェフ（脇屋氏・田村氏）店舗 400

第2弾合計 17,500部

<<配布の様子>>

TOKYO FM

TOKYO FM

TOKYO MX

JFN

新宿御苑

JFN 事業所内

TOKYO MX 事業所内

TOKYO FM ホール・事業所内

15,000部印刷

TOKYO MX



外部メディア 番組名・露出場所 期間 時間

「TOKYO FMいのちの森」 スペシャル対談
• 森里川海アンバサダー 小原壮太郎さん、藤田承紀さん
• 森里川海アンバサダー MINMIさん

9/17（日）
9/24（日）

5:30
～5:55

20秒のスポットCM放送

15秒スポット
放映

• 赤坂サカス大型モニター
• TBS事業宣伝内

• 週末グッドライフ(TBSニュースバード内) 9/16（土）
29:00～
29:30

• イベントGO!
９/18(月)
～9/21(木)

25：59～
26：59

「ひるおび！」内で紹介
「Nスタ」内で紹介
「新・情報7DAYS ニュースキャスター」天気予報コーナー内で紹介

9/29（金）
9/29（金）
9/30（土）

15:50頃
16:40頃
23:10頃

「ひるキュン！」内で紹介 9/29（金）
12:00～
13:00

「TOKYO MX NEWS」内で紹介 9/30（土） 18:00～

印刷物・デジタルメディア・リアルメディアをメディアミックスしてプロモーションを展開

GTF公式ホームページ

プロモーション
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自社メディア

イベント中もリアルタイムで投稿

TOKYO FM いのちの森 事前告知 スペシャル対談
小原さん、藤田さん（左図）、MINMIさん（右図）

GTF公式FACEBOOK GTF公式 Twitter

GTFグリーンチャレンジデー2017 in 新宿御苑 プロモーション映像 15秒

TBSテレビ
週末グッドライフ（TBSニュースバード内）「イベントGO!」

GTF公式ガイドブック
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Photo Gallery



ＧＴＦ グレーター トウキョウ フェスティバル実行委員会
ヒーローズエデュテイメント株式会社

www.gtfweb.com 03-3222-6262


