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早 割



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。

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。

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。

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。

➊環食 ❷ワークショップ・PR ❸フォトコンテスト ❹マルシェ・ショップ ❺ステージ

は、さまざまな企業・自治体・団体・市民一人ひとりの地球に優しい

行動＝「グリーンチャレンジ」を応援する日です。

そして、この日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、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

です。皆さんもご一緒に、地球に優しい行動、グリーンチャレンジをはじめてみませんか？

本イベントは、2030生物多様性枠組実現日本会議が推進している「MY行動宣言」の5つのアクションに沿っ
てプログラムを企画しています。「MY行動宣言」は、市民一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。

また各プログラムは以下の持続可能な開発目標に対応しており、本イベント全体を通して7個のゴールに取り
組んでいます。

GTF グリーンチャレンジデー in 新宿御苑について

プログラム構成と持続可能な開発目標（SDGs）

持続可能な開発目標（SDGs）とは？

2001年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の
後継として、 2015年9月の国連サミットで採択された「持
続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された
2016年から2030年までの国際目標です。持続可能な
世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから
構成され、地球上の誰一人として取り残さない（leave 
no one behind）ことを誓っています。SDGsは発展途上
国のみならず，先進国自身が取り組むユニバーサル
（普遍的）なものであり、日本としても積極的に取り組
んでいます。（外務省HPより抜粋）

MY行動宣言×イベントプログラム×対応する持続可能な開発目標（SDGs）

5つのイベントプログラムを通して７つのゴール達成に取り組みます
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イ ベ ン ト 名 GTFグリーンチャレンジデー2022 in 新宿御苑

開 催 日
2022年11月5日（土）＆ 6日（日）10:00～16:00 ※雨天決行・荒天中止
※菊花壇展（例年11月1日～15日）と同時開催予定。オンラインの場合も同日に開催。

場 所 新宿御苑 風景式庭園・整形式庭園

来 場 者 数

30,000人目標 【内訳】オフライン：20,000人 オンライン：10,000人
※オフラインの動員目標は国内の感染状況により変更の可能性あり

【2019年度実績】 20,034人 【 5日(土) 12,094人 6日(日) 7,940人】 ※2020年・2021年度はオンライン開催

出 展 者 数

2019年度実績：79ブース（67企業・団体）

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
環境省自然環境局／環境省環境再生・資源循環局／2030生物多様性枠組実現日本会議
／新宿区／TOKYO FM／TBSホールディングス／TOKYO MX

協賛 (予定 )

後援 (予定 )
外務省／国土交通省／文化庁／観光庁／復興庁／東京都環境局／千代田区／沼田市／伊那市／
あきる野市／東京都商工会議所連合会／東京商工会議所／千葉県商工会議所連合会／
埼玉県商工会議所連合会／神奈川県商工会議所連合会／全日本空輸㈱／JFN

協力 (予定 )

東京都赤十字血液センター／ IMG Japan ／（一財）国民公園協会／Wakiya グループ／つきぢ田村／
㈱八芳園／㈱キョードー東京／（一社）WAZA JAPAN ／タリーズコーヒージャパン㈱／㈱環境向学／
㈱紀文食品／㈱サッポロ製麺／㈱アップフロントグループ／吉本興業㈱／㈱メッセージデザインセンター／
㈱エフエムサウンズ／㈱メディアコミュニケーションズ／ TSP 東日本㈱／
東京国際工科専門職大学地域共創デザイン実習／Support Our Kids 実行委員会／
ヒーローズエデュテイメント㈱（順不同）

主 管 特定非営利活動法人次代の創造工房
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GTF グリーンチャレンジデー2022 in  新宿御苑 概要

今年も「つなげよう、支えよう 森里川海」と「COOL CHOICE」をテーマに、私たちの日々の生活は、豊かないきも
の同士のつながり、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
継ぐために、1人ひとりがその恵みに感謝し、2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現にむけた自発的な
脱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。

「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクトとは？

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。

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。

日本は、2030年度に温室効果ガス排出量を2013年度比で
46%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。

＜内訳＞
●ワークショップ 33 (25企業・団体) ●スタンプラリー 2 ●フード 5 (8企業・団体)

●マルシェ 38(34企業・団体) ●環食 1 33
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新型コロナウィルス感染症への対応

出店にあたっては、下記内容についてご承諾の上、ルールを順守いただける⽅のみ出展申し込みをお願いします。

国内の感染状況 ①制限なし
（感染が落ち着いている）

②まん延防止等重点措置
又はそれに準ずる場合

③緊急事態宣言
又はそれに準ずる場合

環食 新宿御苑で実施
飲食に関するガイドライン

に準じ開催場所や⽅法を検討
オンライン

ワークショップ・PR 新宿御苑で実施 新宿御苑で実施 オンライン

フォトコンテスト 新宿御苑で実施 新宿御苑で実施 オンライン

マルシェ・ショップ 新宿御苑で実施 新宿御苑で実施

オンライン
※PRブースとしてワークショップ・PRに
統合。環境配慮型の商品・サービス

の紹介のみ（販売なし）。

ステージ 新宿御苑で実施 オンライン オンライン

出展者説明会
開催日

❶9/14（水） 13時～15時
❷10/14（金） 13時～15時

@新宿御苑管理事務所（新宿御苑内）

❶ 9/7（水）13時～15時
❷ 9/9（金）13時～15時

@オンライン

＜ワークショップを行う場合＞

• ソーシャルディスタンスを保つため、席と席の間を、通常

の一席分あけて椅⼦を設置してください。

• 対面でのワークショップを実施する場合には、遮蔽物を

設置し、感染防止にと詰めてください。

• スタッフと参加者ともに、マスク着用必須です。

• ⼿指消毒はワークショップ開始前と終了後の 2 回を推

奨します。

• 道具を使う場合には、ワークショップの事前と事後のアル

コール消毒を徹底してください。

• 直接肌に触れるコンテンツの場合には、ゴム⼿袋の着

用をしてください。⼿袋は都度交換、破れた場合も必ず

交換するようにしましょう。

• 新宿御苑利用時のルールおよび東京都ガイドライン

（イベント編）を順守してください。

• 行政や公園側からの指導により、上記ルールの変更、

追加がある場合がございます。その場合は改めてご案

内いたします。

＜スタッフ＞
• 出展確定後、事前にスタッフ全員分の個人情報をご提出下さい。

• 提出された人以外の人が、スタッフとしてブース内へ立ち⼊ることはできません。

• ご提出いただいた個人情報は、GTF事務局にて厳重に保管、管理いたしま

す。必要に応じて保健所等の公的機関へ提供する場合がございます。予め

ご了承ください。

• スタッフ全員、接触確認アプリ(COCOA)の登録を推奨します。

※来場前に「新型コロナウイルス接触確認アプリ」をダウンロード・登録をお願

いします。（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html）

• ブース内ではマスク着用をしてください。

• スタッフがマスクを外し休憩するときは、人との間隔を 2m 以上確保できる場

所とし、対面で食事・会話をしないようにしてください。

• イベント当日、37.5 度以上ある場合のご⼊場はご遠慮ください。

＜ブース＞

• ⼿指用のアルコール消毒液を各店舗でご持参の上、ブースのよく⾒える位

置に設置をお願いします。

• アルコール度数 60％以上のアルコールのものを持参ください。
※参考：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html

• 隣接するブースがある場合には、仕切り幕を設置するようお願いします。

• ブースの中で密が起こらないよう、ブースの大きさに応じ人数制限を設け、登

録制やブース外でお待ちいただく等の対応をお願いします。

本イベントは、現状、感染症拡大防止対策を徹底し、新宿御苑での開催を前提に準備を進めておりま
すが、開催予定日の約2ヶ月前に、政府・東京都のガイドラインや要請、および国内の感染状況を鑑み、
企画ごとにオフラインまたはオンラインでの開催を決定します。

イベント協賛をご検討されている企業・団体の皆様は、以下をご確認の上、お申込み下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html


名匠プロデュースによる循環型の食
「環食」を販売。
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会場展開

会場は、菊花壇展開催中の都心のオアシス・新宿御苑！

楽しみながら出展企業・団体・自治体
のグリーンチャレンジを学べるワーク
ショップ・PRを展開。

生き物や自然、人や文化との「つな
がり」を感じるフォトコンテストを実施。

森里川海の恵みを五感で感じる
マルシェ・ショップを展開。

本イベントの趣旨や環境保全に関す
る取組みやそれに携わる方々の想い
をステージで発信。

新宿御苑について

本イベントの会場として使用していた新宿御苑は、徳川家
康の家臣・内藤氏の江戸屋敷の一部がそのルーツといわれ
ています。明治に⼊り、農事試験場を経て、明治39年
（1906）に皇室の庭園となり、戦後昭和24年（1949）
に国民公園として一般に公開されました。現在は京都御
苑、皇居外苑とともに環境省が国民公園として所管し、都
会のオアシスとして幅広い世代の方々に親しまれています。

風景式庭園

＜新宿御苑菊花壇展について＞

毎年11月1～15日に開催される、明治時代に始まった皇室行事に
由来する由緒正しき菊花展。回遊式の日本庭園内に上家といわれ
る建物を設け、特色あふれる花々を独自の様式を基調に飾り付けた
花壇。週末には多くの⾒物客で賑わいます。
＊毎年、土日には１万人前後が訪れるイベントです。



6

環食（わしょく）
名匠監修による循環型の食「環食」を販売

国産食材を無駄なく調理し、残さず食べ、食器についても間
伐材や再利用可能な素材を使用するなど、環境に配慮した循
環型の食を提案。脇屋友詞シェフとコラボレーションし、環境配
慮型の2日間限りのスペシャルメニューを提供予定。

今年も、新宿御苑、国民公園協会で力を⼊れている内藤とう
がらしをはじめとした江戸東京野菜を積極的に活用し、新宿御
苑のグリーンチャレンジについても発信予定。

FACT

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
らし等）

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）
リユース食器
間伐材の箸（割りばしリサイクル）

環食（わしょく）とは？

連携予定シェフ

脇屋友詞
（トゥーランドット臥龍居オーナーシェフ）

提供予定メニュー案

各日250食・500円/杯

【環食】は、2010年にFOOD ACTION NIPPON AWARDを受賞致しました
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ワークショップ・PR
楽しみながら環境の「今」を学べるワークショップを展開

官公庁、地方自治体、民間企業、NPO等各種団体、世界
各国の大使館、大使館推薦の出展者と広く連携し、体感型・
参加型のプログラムを多く取り⼊れます。

五感（視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚）に働きかけるワーク
ショップを展開することで、幅広い年代の方に自然の豊かさや大
切さを身近に感じてもらうとともに、国内外の脱炭素社会実現に
向けた取り組みや生物多様性、森里川海のつながりを守る活動
等を広く知って頂く機会とします。

FACT

クラフトワークショップ

間伐材をつかった木工ワークショップ
やさんごの骨格染めワークショップな
どのものづくり体験ができるブース。

展示・学習型

各団体の取り組みや現状について
パネルや模型を展示し、来場者の
学びを深めるブース。クイズやアン
ケートを設けた双方向型も。

セミナー・トークショー型

専門家・著名人によるトークや、専
門技術を要する特別な体験型
ワークショップなどを展開。

ブース内容一例

出展者

環境省、地方自治体、民間企業、
NPO団体、各国大使館、
大学・学生団体など

2019年度出展数

25企業/団体
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グリーンチャレンジフォトコンテスト
楽しみながら環境について学び、共有する参加型企画

会場内の回遊を促す仕組みとして「グリーンチャレンジフォトコン
テスト」を実施。会場内や身の回りで⾒つけた「環境に優しいアク
ション＝グリーンチャレンジ」な取り組みや自分のアクションをSNSに
投稿。多くのブースを回り、SNSを通じて多様なアクションを広く
知っていただくことを目指します。

【グリーンチャレンジ一例】ゼロ・カーボンアクション30と連動
⑤省エネ家電の導⼊ ⑲旬の食材、地元の食材でつくった菜食を
取り⼊れた健康的な食生活 ㉘脱炭素型の製品・サービスの選択

FACT

企画連携

全出展者（出演者※要確認）

➊グリーンチャレンジを探す

会場内を回遊し、出展ブース・ス
テージプログラムなどから、環境に優
しい取り組みやアクションを探し写
真を撮る。オンラインの参加の場合、
身の回りのグリーンチャレンジを探す。

❷写真をSNSに投稿

撮影した写真をSNSで投稿。
対象SNS媒体はTwitter ＆
Instagramのみ。

❸抽選で景品をプレゼント

参加者から抽選で豪華景品をプレ
ゼント。当選者は以下2カテゴリーか
らそれぞれ選出。

フォトコンテストの仕組み

参加料

無料
※Twitter/Instagramアカウントが必要）

会場や身の回りで見つけた
“グリーンチャレンジ”を投稿

実施期間

11/1（火）～11/6（日）

①イベントで見つけたグリーンチャレンジ（新宿御苑）
②身の回りのグリーンチャレンジ（オンライン）
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グリーンチャレンジフォトコンテスト
楽しみながら環境について学び、共有する参加型企画

全出展者のブース内容が対象になるため、参加者
の目に留まりやすい、または写真映えするブースに人
気が集中することが予想されます。

01. グリーンチャレンジを探す
会場内を回遊し、出展ブース・ステージプログラムなど
から、環境に優しい取り組みやアクションを探し写真
を撮る。

02. SNSに投稿する

参加⽅法

Twitter

①GTF公式Twitterアカウントをフォロー
②ピン留めしてあるキャンペーン対象ツイートを引用リツ
イートし、写真を投稿。

Instagram

①GTF公式Instagramアカウントをフォロー
②GTF公式アカウントをタグ付けして写真を投稿。

①で撮影した写真をSNSで投稿。対象となる
SNSメディアはTwitterとInstagramのみ。フォロー＆

引用リツイート
フォロー＆
タグ付け

03. 抽選で当選者に景品をプレゼント
参加者の中から抽選で景品をプレゼント。当選者のみDMで連絡し、後日景品を郵送。
当選者は以下2カテゴリーからそれぞれ選出。
① イベントで⾒つけたグリーンチャレンジ（新宿御苑）
② 身の回りのグリーンチャレンジ（オンライン）

➊クラフトワークショップ

木材・紙・葉など、自然にある材料
を使ったワークショップを実施し、完成
品や制作過程の様⼦を投稿を促す。

❷環境に優しいアイテムの活用

リサイクル・リユース・バイオプラスチック
製のパッケージの採用など、環境に
優しい製品や取り組みをPR。

❸フォトブースや撮影アイテム

パネル、フォトフレーム、小道具など、
撮影したくなるアイテムを用意。

イベント共通のハッシュタグでの投稿を呼びかける。
（イベント共通のハッシュタグは未定/使用は任意）

フォトコンテスト連携案
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マルシェ・ショップ
森里川海の旬の恵みを五感で感じるマルシェを展開

循環型の社会実現を目指し、地産地消・旬の食材を味わう機
会、都心に生活する人々と各地から集まった出展者が交流する
青空市場として展開します。

また地産地消の活用例として江戸東京野菜を取り⼊れたメ
ニューや、全国各地の旬な生産物を使用したメニューを提供する
キッチンカーを会場に呼び、イベントの賑わいを演出します。

FACT

出展者

地方自治体、民間企業、
個人事業主、生産者など

2019年度出展数

34企業/団体

地産地消・旬な青果物

地元で栽培されたもの、旬な青果
物など、生産過程や輸送時のCO₂
排出量が少ない商品を販売。

環境配慮商品

グリーンマークやエコマークがついた
製品など、原料、生産過程、包装、
リサイクルなど、環境に配慮し製造
されている日用品や家電を販売。

伝統工芸品・クラフトワーク

大量生産・消費型の商品ではなく、
高品質・耐久性に優れた逸品を販
売。プラスチックではなく、綿や木製
など天然素材を用いた商品を販売。

販売品一例
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ステージ
イベントの趣旨・コンセプトを来場者へ広く発信

本イベントの趣旨、そしてイベントのコンセプトにかかわる取組みや
それに従事する方々の想いを伝え、取組みを発信する場としてス
テージプログラムを構成。

FACT

出演者

トークショー、音楽ライブ、
祭りの力（祭りのパフォーマンス）
メディア連携プログラム など

2019年度実施プログラム数

20プログラム/2日間

トークショー・環音ライブ

生物多様性と未来をテーマに自然
環境について学べるトークショーや
御苑会場にマッチするアコースティッ
クスタイルの体感型LIVE を実施。

メディア連携

共催メディアと連携したプログラムを
展開。事前・会期中・事後と長期
に渡る戦略的な発信が可能。

出展者PR

各出展者の環境保全の取り組み
や今回展開しているワークショップ・
展示、販売品の紹介。

プログラム一例

専門家によるトークショーから、音楽ライブなどのエンターテイメント
まで、エデュテイメントなプログラムでメッセージを発信します。

【参考】2019年、2020年（オンラ
イン）はステージで使用する電力は
CO₂を排出しない水素自動車から
給電を実施しクリーンな運営に努め
ました。
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イベント公式サイトについて

イベント特設サイトを開設し、オンライン上
で5つのプログラムを発信できる仕組みを
構築。

リアルイベントへ参加を控える方や、遠方
で会場まで来れない方など、これまでリー
チできなかった層へオンラインを通し、環境
保全の大切さと、身近で持続可能な環
境保全アクションを提案します。

2022年度の公式イベントサイト

“新しい生活様式”に合わせた

“新しいイベント”の形

FACT

URL 

www.gtfweb.com/gcd2022/

公開予定

2022年6月1日オープン
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ワークショップ・PR

マルシェ・ショップ

環食（わしょく）

イベント公式サイト 各プログラム実施案

リアルイベントに出展予定の出展者の一覧を掲載。
各出展者のオンラインサイトとリンクさせ、来場でき
ない参加者も気軽に購⼊できる仕組みをつくる。

① 出展者一覧
ショップ名・ブース内容

② オンラインサイトへのリンク

コンテンツ

① 出展者一覧
ショップ名・ブース内容

② オンラインサイトへのリンク

コンテンツ

① 出展者一覧
ブース名・ブース内容

② 公式サイトへのリンク

① 出展者一覧
ショップ名・ブース内容

② オンラインサイトへのリンク

コンテンツ

① 環食のすすめ
環食のコンセプトの説明

② レシピの公開（予定）
③ 江戸東京野菜の紹介

有名シェフが監修した家庭で実践できる環境に優
しいレシピを紹介。環食のコンセプトやレシピで使
用した江戸東京野菜についても紹介。

リアルイベントに出展予定の出展者の一覧を掲載。
各出展者の公式ウェブサイトとリンクさせ、来場でき
ない参加者も学べる仕組みをつくる。
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グリーンチャレンジフォトコンテスト

ステージ

イベント公式サイト各プログラム実施案

① 出展者一覧
ショップ名・ブース内容

② オンラインサイトへのリンク

コンテンツ

① 出演者一覧
② タイムテーブル
③ アーカイブ配信
オフラインイベントで実施したプログラムを期間
限定で配信。

オフラインイベントの出演者と実施予定プログラムを
紹介。プログラムは後日期間限定でアーカイブ配
信し、会場に来られなかった層へも訴求。

実践している“グリーン
チャレンジ”を投稿

会場内の回遊を促す仕組みと、オンラインから
も参加できる企画として導⼊する“グリーンチャ
レンジフォトコンテスト”の案内。

① 出展者一覧
ショップ名・ブース内容

② オンラインサイトへのリンク

コンテンツ

グリーンチャレンジ フォトコンテスト参加方法と
注意事項について

そのほか、最新ニュースとして出演者情報、
各プログラムの詳細を順次アップする。
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プロモーション展開

<<過去の配布・掲出例>>

左から順に
• 新宿御苑
• タリーズコーヒー
• 日本橋ふくしま館MIDETTE
• TOKYO FMホール

⚫スポットCM放映
イベント告知のスポットCMを放映

⚫番組連動
イベント出演予定者による事前告知
やステージ上での公開収録等

印刷物

A4フライヤー A1/A2ポスター

連携メディア

共催広報ツール

配布先一例

新宿御苑

新宿区内小・中・養護学校、各施設

首都圏内動物園・水族館

TBS社内

TOKYO FM ホール

TOKYO MX 関連イベント

後援・協力・出展・運営団体、出演者

GTFオフィシャルスポンサー 他

⚫番組内での告知
TBS テレビ情報番組内での告知

⚫番組内での告知
TOKYO MX情報番組内での告知

⚫番組連動
イベント出演予定者による事前告知
やステージ上での公開収録等

その他

⚫GTF公式SNSで告知
Facebook/Twitter/Instagram/LINE/Note

⚫プレスリリースの配信

⚫公式HP・SNSで告知
環境省・2030生物多様性枠組実
現日本会議（J-GBF）公式HP・
SNS媒体で告知

⚫公式HP・SNSで告知
新宿区公式HP・SNSで告知

⚫区の広報紙にイベント情報掲載
月3回発行されている新宿区の広報紙
にイベント情報を掲載



イベント協賛について
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ゴールド
500万

シルバー
300万

ブロンズ
100万

提供

➊ ブース出展

サイズ
●イベント当日、新宿御苑内イベントスペースにPR

スペースと右記ブースセットをご用意致します
●電気を使用される場合は、別料金を承ります
●追加ブース出展をご希望の場合は、別途出展費
を承ります

2×3
D3600×
W5400

2×3
D3600×
W5400

長机 4 3

椅⼦ 6 6

社名吊看板 0 0

出展場所 ご希望の位置に優先配置します。 ○

❷ 招待券 イベント参加招待券を提供 10 4 2

❸ VIPエリア
会場内に設けたVIPエリアへご招待。共催・協賛各
社の皆様との交流の場をご用意。（COVID-19の
状況により変更の可能性有）

4 4 2

ステージ ❹ 会場ステージPR枠
新宿御苑内イベントスペースステージ上で貴社ブー
ス内容PR

3分×2日 3分×1日

フォト
コンテスト

❺ スポンサー賞
フォトコンテスト参加者に、抽選で、貴社名の賞を
授与します。

○

❻ サンプリング
インフォメーションブースにて、サンプリングを承ります
（感染症対策の観点から内容等応相談）

○

印刷物

❼
公式フライヤー
（A4両面カラー）

イベント公式フライヤーに協賛ロゴ掲示
（例年：30,000部）

上位表記 ○ ○

❽
公式ポスター
（A1/A2片面カラー）

イベント公式ポスターに協賛ロゴ掲示
（例年：50部）

上位表記 ○ ○

❾ 公式プログラム
イベント公式プログラム（ウェブサイトからDL）に協
賛ロゴ掲出

上位表記 ○ ○

❿ 会場内掲示物 イベント会場内に設置する看板等に協賛ロゴ掲示 上位表記 ○ ○

WEB/SNS

⓫ 公式イベントサイトロゴ掲示とリンク 公式イベントサイトへの協賛ロゴ掲示とリンク貼付 上位表記 ○
○

（リンク無し）

⓬ 公式イベントサイトに貴社ブース紹介
❶のブース内容、環境の取り組みを公式イベントサ
イトで紹介

○ ○

⓭ SNS配信
『私たちのグリーンチャレンジ』と題し、貴社のグリーン
チャレンジ（環境保全活動）を、公式noteにて配
信

○ ○ ー

⓮ アーカイブ映像にロゴ露出
期間限定で公開するステージプログラムアーカイブ映
像にスポンサーロゴを露出（スポンサーランクによりロ
ゴサイズ・位置・回数に差あり）

◎ ○ △

⓯ ブース紹介動画
イベント当日、❶の出展ブースを取材し、約1~2分
の短い紹介映像を制作。公式イベントサイトに掲載
（SNSにも投稿）

○

権利関係

⓰ 呼称権
（協賛社名）は本イベントの●●●です。と呼称
する権利

○ ○ ○

⓱ ロゴ使用権
協賛社広告もしくはマーケティング、ノベルティ制作
等にて本イベントのロゴ使用権

○ ○ ○

⓲ 公式メディア使用権
事務局作成の写真、映像その他メディア資料を協
賛社宣伝活動に使用する権利

○ ○ ○

イベント協賛パッケージ

17
※初回印刷物は2022年9月中旬校正予定となり、以降のご決定の場合、クレジット表記が掲載されない場合があります。
※チラシ等の配布枚数は、環境負荷を減らし、枚数を削減する可能性がございます。
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スポンサーメリット

提供

ブース出展

テントサイズ・備品数・出展位置
は協賛プランにより変動。

招待券

新宿御苑への招待券（⼊場
券）を提供。

VIPエリア

オフラインイベント会場内に設けた
VIPエリアへご招待。

印刷物

会場ステージPR枠

ステージ上で出展ブース内容や
環境保全の取り組みをPR。

フライヤー・ポスターにロゴ表示

各種印刷物に協賛ロゴを露出。
サイズや位置は協賛プランによる。

会場内掲示物

インフォメーションやステージ両脇
に協賛パネルを掲出。

WEB・SNS

フォトコンテストにて貴社名入り
の賞を授与

フォトコンテスト参加者に抽選で
貴社名⼊りの賞を授与

ブース紹介動画

出展ブースを取材し、約1~2分
の映像を制作し公式イベントサイ
トに掲載（SNSにも投稿）

アーカイブ配信

期間限定で公開するステージプロ
グラムアーカイブ映像にロゴを露出。

ステージ

スポンサー賞
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01 CSR・CSV活動のPR

ブース出展について

本イベントは、環境省、新宿区、メディア企業共催により、環境や生物多様性の保全、持続可能な社会形成
（SDGs）などに対する取り組みについて、多くの方に楽しく学んでいただくためのイベントです。社会的意義の高
いイベントへの参画を通じ、貴社のブランディング、認知度向上、関係人口の創出・拡大、CSRやCSV活動のPR 
等にお役立てください。直接、消費者と交流できる貴重な機会をお役立て下さい。

02 環境配慮型の商品PR・販売

03 自然・観光資源の魅力発信

04 支援の輪・関係人口の拡大

環境や生物多様性保全活動、
環境に関するSDGs活動の報告
やPR、ファンづくり、アンケート実
施等の場としてご利用頂けます。

パネル展示、動画放映、
生物多様性や自然に親しむ各種
ワークショップの実施

各地の自然・生きもの・食・アウ
トドアアクティビティの魅力発信、
観光PRの場としてご活用いただ
けます。

各種パネル展示・パンフレット配布
（ネイチャー・エコツーリズム）、
アウトドア模擬体験など

企業・団体が生産・販売する環
境配慮型の商品やサービスの
PR、販売の場としてご利用頂け
ます。

環境配慮型の商品やサービスのPR、
体験、および販売など

自然災害からの復興、過疎地
域における関係人口の拡大を
図る場としてご活用いただけます。

地域の特産物・生産物のPRや販
売、ふるさと納税のPR、ワ―ケーショ
ン・移住体験のPRなど

被災地の農産物のPR ふるさと納税返礼品の紹介

地元の間伐材を使ったワークショップ

エコクラブの活動報告と各種ワークショップ

環境配慮型の日用品の販売 旬な青果物の販売

ネイチャー・エコツーリズムのPR

環境CSR活動報告と各種ワークショップ
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出展に関する禁止・注意事項

「GTFグリーンチャレンジデー2022 in 新宿御苑」に出展する関係者が、その準備・当日のイベント実施に
必要になる事項について整理したものです。新宿御苑の中では、以下の事項は一切できませんので、
十分ご留意いただきますよう、お願いいたします。

⑥ 楽器やラジカセ等の使用
⑦ ペットの持ち込み（補助犬は可）
⑧ ドローンの使用
⑨ 〈禁止〉商用撮影

〈事前届出〉レフ板（32㎝超）使用やモデル撮影

① バドミントン、ボール、フリスビー等遊具の使用
② 動植物の採取・持込みおよびエサやり
③ テントの設置および火気の使用
④ アルコール類の持ち込み
⑤ 喫煙（電子タバコ含む）＊喫煙所はありません

① 新宿御苑の新型コロナウィルス感染症対策の順守 (2022/06/01時点)

② 「行事における臨時出店届」の提出について
飲食物の配布や販売を希望する出展者は、「臨時出店者が出展する場合」を精読の上、「行事における臨時
出店届」を事務局へメール、またはＦＡＸにて提出して下さい。提出書類をもとに環境省新宿御苑管理事務所
との事前協議を経た上で、新宿区保健所へ申請します。保健所への申請は「ＧＴＦ実行委員会事務局」（以
下、事務局と略）が一括して行います。なお、内容により許可が下りない場合もありますので、お早めに事務局
へご相談ください。衛生上、保健所と環境省の指導に則って運営していただくことになります。

③ 募金活動等について
募金活動等（募金の「呼びかけ」）は、禁止となります。

④ 署名についての「呼びかけ」
署名の呼びかけは禁止とさせて頂きます。（署名用紙を設置して、それに記⼊していただく程度はかまいませ
ん。）※募金及び署名活動を行う場合は必ず公園側に事前に届け出ること。

⑤ 保険について
本企画では、来場者に対する最低限のイベント保険（傷害保険）に加⼊していますが、危険なプログラムを実施
する団体は、参加者が怪我などをした場合に備えて、行事保険（傷害保険・損害賠償責任保険等）に加⼊し
ていただくことをお勧めします。尚、出展者・ブース運営者はイベント保険（傷害保険）の対象外となります。予め
ご了承ください。

⑤ 開園中における車両の乗り入れ
開園中の車両の乗り⼊れは原則として禁止です。→厳守・徹底をお願いします。

⑤ その他
ゴミは全て、お持ち帰りをお願い致します。会場では処理できません。
事務局および、環境省新宿御苑管理事務所等が指示した事項には、従うようにしてください。
法的制限に係る事項（許可等）についても、充分な注意をお願いします。

禁止事項

注意事項

1. 身体的距離(できるだけ2m)を確保しましょう。
2. 発熱や咳などの風邪症状がある方は⼊園をご遠慮ください。
3. マスクの着用(国が示す考え方により適切に着用(*))、咳エチケットをお願いします。
4. ⼿洗い・⼿指の消毒はこまめに行ってください。
5. 園内でのランニングはお控えください。
※③のマスクの付け方参照：http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/topics/000942601.pdf

http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/topics/000942602.pdf

http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/topics/000942601.pdf
http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/topics/000942602.pdf
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①②新宿御苑開催時 ③オンライン開催時

30日
火曜日

開催⽅法決定
新宿御苑 or オンライン

8月

30日
火曜日

開催⽅法決定
新宿御苑 or オンライン

31日
水曜日

出展申込一次締切
早割適用期限

31日
水曜日

出展申込一次締切
早割適用期限

9月

7日
水曜日

第一回出展者説明会※
＠オンライン

14日
水曜日

第一回出展者説明会※
＠新宿御苑管理事務所

9日
金曜日

第二回出展者説明会※
＠オンライン

30日
金曜日

出展申込最終締切 30日
金曜日

出展申込最終締切

10月

7日
金曜日

各種提出物期限

14日
金曜日

第二回出展者説明会※
＠新宿御苑管理事務所

各種提出物期限

5日
土曜日 GTFグリーンチャレンジデー

2022 in 新宿御苑 本番 11月

5日
土曜日 GTFグリーンチャレンジデー

2022オンライン 本番6日
日曜日

6日
日曜日

各種スケジュール

ブース出展者（社）様の皆様に、イベント趣旨及び出展概要をご理解頂く為に、上記の日程で出展者会議を行
います。イベント開催形式（新宿御苑 or オンライン）によって開催会場と日程が異なります。

第1回、第2回の出展者会議の内容は同じです。
出展者の皆様はいずれかの日程に、必ずご出席出展いただきますよう、宜しくお願い致します。

※出展者説明会について

①②新宿御苑開催時 ③オンライン開催時

日時
第一回 9/14（水）13:00～15:00
第二回 10/14（金）13:00～15:00

第一回 9/7（水）13:00～15:00
第二回 9/9（金）13:00～15:00

内容

✓ イベント趣旨説明

✓ イベント概要説明

✓ 各プログラム説明

✓ 質疑応答

✓ ブース位置・動線確認

✓ イベント趣旨説明

✓ イベント概要説明

✓ 各プログラム説明

✓ 質疑応答

場所
新宿御苑 管理事務所 会議室
※アクセスは申込後案内する出展者マニュアルを参照

オンライン
※オンライン開催決定後にURL送付
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GTFグリーンチャレンジデーブース出展規約

１項：規約の履行

1. 出展者（共同出展者を含む、以下同）は、以下に述べる
各規約および主催者から提示された「出展のご案内」（出展
要項、出展時細則等）を遵守しなくてはなりません。これらに
違反したと主催者が判断した場合、主催者はその時期を問
わず出展申し込みの拒否、出展の取り消し、ブース・展示物・
装飾物の撤去・変更、会場からの退去を命じることができ、次
回からの出展応募をお断りさせて頂く場合がございます。その
際、主催者の判断根拠などは公表しません。また、出展者か
ら事前に支払われた費用の返還および出展取り消し、ブース・
展示物・装飾物の撤去・変更によって生じた出展者および関
係者の損害も補償しません。

２項：出展資格

1. 出展者は主催者が定めるGTFグリーンチャレンジデー（以下、
イベントと表記）の開催趣旨に合致する商品・サービスを提
供する法人・団体などに限定します。また、主催者は主催者
の出展基準に従い、法人・団体、商品・サービスなどが出展に
適するか否かを決定する権利を持ちます。下記事例などに該
当すると判断した場合には申込受付の保留または出展をお
断りする場合があります。また、その際、判断基準、根拠など
は公表しません。

【申込受付の保留または出展をお断りする事例】
• 申込書の記載事項に不備や虚偽の申請などがあった場合
• 出展内容がイベントの趣旨にそぐわないと判断される場合
• 出展者が第三者の権利を侵害していると判断される場合
• 来場者や他の出展者などから苦情が予想される場合
• 出展者が自ら法的倒産⼿続きの申し立てをしている、あるいは、
申し立てを受けている場合

• 出展者が反社会的勢力（「暴力団員による不当な行為の防
止等に関する法律」の定義する暴力団およびその関係団体等
をいう）であること、またはあったことが判明した場合。出展者が
出展のために契約する者（施工を委託する者を含むが、それ
に限らない）が反社会的勢力であることが判明した場合

• その他、著しく出展者として不相応である、もしくは著しく信頼
関係が損なわれると判断される場合

2. 出展申し込みを正式に受理した後でも、出展者が「出展規
約」「出展要項」「新宿御苑利用のルール」などに従えないと
主催者が判断した場合、主催者は出展を取り消す権利を持
ちます。

３項：出展申し込みおよび出展料の支払い

1. 本イベントは、主催者指定『出展申込書』を記⼊の上、主催
者が受理した時点をもって、正式な出展申込受理とします。

2. 主催者が出展申込を受理した後、出展料（備品代などを含
む）を請求します。出展者は主催者が定める期日までに指
定の銀行口座へお振り込みください。主催者が定める期日ま
でに出展料のお振り込みがない場合、主催者は申し込みを
取り消す権利を持ちます。

４項：出展キャンセル・返金について

1. 出展申込受理後の出展取り消し・解約は認められません。や
むを得ない事情により出展取り消し・解約をする場合は、出
展者は書面にて主催者に届け出なければなりません。また、ご
⼊金頂いた金額以上の損害が主催者に発生した場合には、
別途、損害賠償を請求することがあります。

2. 出展取り消し・解約をされた場合は、原則一度ご⼊金頂いた
出展料、その他は払い戻し出来ません。

５項：書類の提出

1. 出展申込書提出後に、出展者は主催者から提出を求められ
た書類を指定期日までに届け出なければなりません。期日に
遅れた場合、主催者は出展・申込事項を履行するか否かを
決定する権利を持ちます。

６項：展示・販売に関する規約

1. 出展申込書に記載された法人・団体および商品・サービスな
どが出展対象となります。

2. 出展者は、出展申込書に記載された法人・団体および商品・
サービスなどの出展内容などに変更が生じた場合、速やかに
書面またはメールにて主催者に連絡し、許可を得なければな
りません。

3. 装飾・展示物などの搬⼊・搬出および展示方法、販売内容、
販売方法などは、主催者の提供する「出展のご案内」に規定
され、出展者はこれを遵守しなければなりません。

4. 出展者は、通路など自社ブース以外の場所で、展示、宣伝、
営業行為などを行うことはできません。また、近隣のブースを妨
害してはいけません。妨害の有無などは主催者が判断し、出
展者はこれに従うものとします。

5. 出展者は、他の出展者の迷惑となる行為を行ってはいけませ
ん。その行為が来場者・出展者などに多大な迷惑を与えてい
ると主催者が判断した場合、主催者はその中止・変更を命じ
ることができます。

6. 出展者は、会場に適用される全ての防火および安全法規・
行政指導を厳守しなければなりません。

7. イベント会期中および会期後に来場者・出展者などに対し迷
惑のかかる行為（強引なセールス、勧誘、誹謗中傷、営業
妨害またはそれらに類する行為など）があったと主催者が判
断した場合、または飲食物を提供された複数の来場者から、
体調不良や食中毒その他疑いのある症状が認められた場合
は、主催者は事実確認を行うと共に、販売中止または次回
以降の出展申込拒否などの申し⼊れを行う権利を持ちます。
また、出展者はこれに従うものとします。

8. イベント会期中および会期後の出展者と来場者間における、
現金の授受を伴う物品やサービスの提供（即売行為）・商
談・契約内容などに関して主催者は一切その責を負いません。

9. 出展者は以下の物の販売を禁止します。

✓アルコール飲料
✓ペットなどの動物や種⼦。
✓賞味・消費期限切れ商品。
✓当日に他の出展者から購⼊したもの。
✓アダルト商品や著しい暴力表現を含むメディアなど、公序良俗に
反するもの。

✓権利や資格、携帯電話等、別途契約事項が必要になるもの。
✓盗品やコピー品、刀剣類及び危険物など、法律や条例に違反
するもの。また、他社(者)の権利を侵害するもの。

✓その他、イベントの趣旨に反する商品、主催者が不適切と判断
した商品。
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GTFグリーンチャレンジデーブース出展規約

3. 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）を原因として、イベ
ント開催前に中止した場合は、事前に振り込んでいただいた
出展料より必要経費のみを差し引き返金いたします。

イベント開催期間中に新型コロナウイルス感染症（COVID-
19）を原因として、イベントを中止した場合、出展料の半額
を返金します。その場合のレンタル備品代は返金対象となりま
せん。

１０項：個人情報の取り扱いについて

1. 出展者は、展示などを通じて「個人情報」を取得する場合、
個人情報保護法および関連法令を遵守し、適法かつ適切な
取得をお願いします。利用目的は必ず公表・通知し、その範
囲内での活用をお願いします。必ず「個人情報」の情報主体
から「同意」をとってください。

2. 出展者は、展示などを通じて取得した「個人情報」について、
法律に定められた「安全管理」を遵守した適切な管理・運営
をお願いします。

3. 出展者は、展示などを通じて取得した「個人情報」の情報主
体から、「個人情報」の開示、訂正、追加、削除、利用の停
止、消去、苦情の訴えなどを受けた場合、法令を遵守した適
法かつ適切な対応をとってください。

4. 出展者が展示などを通じて取得・管理・運営する「個人情
報」の情報主体または情報主体と主張する者との間で、紛争
などが生じた場合は、両者で協議して当該紛争の解決にあ
たってください。主催者はその際、一切の責を負いません。

１１項：損害責任

1. 主催者はいかなる理由においても、出展者およびその雇用
者・関係者が展示スペースおよび関連ホームページを使用す
ることによって生じた人および物品に対する傷害・損害などに
対し、一切の責を負いません。

2. 出展者はその従業員・関係者・代理店の故意・不注意の如
何を問わず、会場内およびその周辺の建築物・設備に対する
すべての損害について、ただちに賠償するものとします。

3. 出展された商品・サービスについて出展者と第三者との間に紛
争が起きた場合は、主催者は一切その責を負いません。出展
者はその費用と責任において、これを解決、処理し主催者に
は一切迷惑をかけないものとします。万一、主催者に紛争に
関連して損害等が発生した場合は、直ちに補填しなければな
らないものとします。

4. 主催者は、天災、疫病、その他不可抗力の原因による会期
の変更・開催の中止によって生じた出展者および関係者の損
害は補償しません。

5. 主催者は自然災害・交通機関の遅延・社会不安などによっ
て生じた出展者および関係者の損害は補償しません

１２項：規約の更新

1. 主催者は本規約を随時変更することができるものとします。本
規約を変更した場合、全ての規約事項は変更後の規約に準
ずるものとします。また、本規約の変更は、ウェブサイトで告知
されます。

10. 出展者は以下の行為を禁止致します。

a. プラスチック製の使い捨て容器を使用しての飲食の販売、提
供。

b. 出展される販売商品及びサービス以外の販促行為。
c. 過度な宣伝行為（出展者およびその関係者の社名⼊りの
旗やのぼりの設置。）

d. テント梁より上部に看板をたてる行為。
e. マイク、拡声器、スピーカーなどの使用。
f. イベント開催中、出展スペース内でのブルーシート使用。
g. 在庫置き場としてブース外に持ち込みテントを張る行為。
h. ブースでのレジ袋配布

７項：出展者会議

1. イベントの趣旨、ブース運用、留意点等についてご理解頂く
ことを目的に、以下日程で出展者会議を行います。遠方な
どの理由で参加が困難な場合を除き、以下日程のいずれか
にご参加頂きます。

<①②新宿御苑開催の場合>
2022年9月14日（水）、10月15日（金）
いずれも13時～15時、会場は新宿御苑管理事務所

＜③オンライン開催の場合＞
2022年9月7日（水）、9月9日（金）、
いずれも13時～15時、会場はオンライン

８項：出展位置の割り当て

1. 出展位置は、主催者が定めるブースの配置、形状に基づき、
決定します。出展者は、その結果に従うものとします。

2. 出展者は、主催者が定めた出展スペースを、いかなる理由が
あってもその全部または一部を、他社と交換・譲渡・貸与など
することはできません。

3. 主催者は、会場ならびに所轄の警察署、消防署、保健所
などによる指導・命令や出展申込キャンセルなどがあった場合、
出展位置を変更することができます。

９項：イベントの中止について

1. 不測の事態が生じた場合は、主催者、会場（新宿御苑）
責任者、各関係省庁の協議により、本イベントの全部または
一部の運営を中止、一時中断、再開できるものとします。出
展者はこの決定に従うものとし、主催者はこれによって生じた
出展者および関係者の損害（出展料・レンタル料他）を補
償・返金をしません。

【協議対象となる事象の事例】
• 気象状況悪化（台風上陸・暴風・暴雨・雷などの警報・注意報発
令）・地震、洪水発生

• 火災発生
• 熱中症・食中毒などの集団発生（各関係省庁の指導があった場合）
• 危険物の発⾒・爆破予告などの発生
• その他、主催者、会場（公園）責任者、各関係省庁が危険または実
施不可能と判断する事象が発生した場合

2. 天候・社会情勢を考慮したイベントの中止、一時中断、再
開の決定時期は次に掲げる通りとします。

• イベント当日朝７時
（実行委員会スタッフ会場立合い時）

• イベント本番中は適宜状況により判断

• ２か月前
• １４日前
• イベント前日



初出展者向けガイド
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ブース全般について1

少しの工夫でより多くのお客様に立ち寄っていただけるブースになります。
以下の事例を参考にブース内容等をご検討ください。

ブース名
一番最初に参加者が目にする情報です。一目でどんなことをしているブースなのか、一工夫することでより多くの
人の目に留まることができます。認知度の低い専門用語や固有名詞等はなるべく避けて、分かりやすく親しみ
やすい名前にすることをお勧めします。
ブース名はイベント公式サイト、および当日プログラム（デジタル配布）に掲載します。

ワークショップ・PR マルシェ・ショップ そのほか

どんなブースを展開しているか、ワク
ワクするもの。

どんなものを取り扱っているか容易
にわかるもの。

自治体名や企業名を入れながら、
取り組みや製品をPRしているもの。

• 星キャンプ地球を体験しよう！
• 自然とともに楽しく遊ぼう！
• クラフトワークショップ＠Azalee

• ニュージーランド産生はちみつ専
門店PBees

• みちのくマルシェ
• 新宿内藤とうがらしプロジェクト

• 職人MADE大川家具 by 大川
市

• 株式会社伊藤園「茶畑から茶殻
まで」

※ブース紹介写真も同様、ブースの内容がわかるものや生産者が笑顔で写っているなど、親しみのある写真が望ましいです。

ブース展開
屋内のイベントと異なり、時間帯によってブースの⾒え方が変わります。⾒やすい工夫、⼊りやすい工夫をする
ことで、より多くの人に立ち止まってもらうことができます。

見やすい看板・ポップ

屋外イベントの場合、日差しの関係上、文字の大きさ
は大きすぎるくらいで丁度よいです。⾒やすく、簡潔に
分かりやすい案内板やポップ、垂れ幕を設けましょう。

工夫を凝らした陳列

屋外イベントの場合、天候や時間によって日差しが変
化するため、平面置きすると⾒ずらい場合があります。

箱やかごに⼊れて高さや角度をつけると⾒えやすく、⾒
栄えも良くなり、目に留めてもらえるようになります。

レイアウト

ブース位置によっては正面だけでなく、左右の横幕を空
けて面を増やす、垂れ幕を利用するなど、立ち止まりや
すく、より多くの人の目に触れるようなレイアウトを心がけ
ましょう。

※ブース前後左右のスぺースを使用したい場合、
GTF事務局までご相談ください。
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展示のみより、参加型のワークショップの方がより多くのお客様を呼び込めます。特に無
料～安価（~500円程度）で参加できるクラフトワークショップに親⼦連れの人気が集
中します。ワークショップの難易度＆所要時間と回転率＆参加者数が比例します。

展示のみの場合には、サンプルやクーポン配布など特典をつけることで多くの人を呼び込
めます。他にはゆるキャラを動員する、フォトブースを設置するなど、オリジナリティを出し
た工夫が必要です。

ワークショップ・PRブース2

01 クラフトワークショップ

草木など自然界にあるものを用いたクラフ
トワークショップは親⼦連れに根強い人気
があります。五感を刺激するワークショップ
を通じ、自然の大切さやおもしろさ、多様
性を学びます。

完成させた作品を家に持ち帰ることで学
びが持続します。

02 フォトブース

記念になるフォトブース・フォトフレームや
写真映えするフォトスポット・小道具は外
国人や若い人向けのコンテンツとしてお勧
めです。

GTF事務局主導で実施する「フォトコンテ
スト」と連動し、出展者のグリーンチャレン
ジとして、積極的にSNSへの投稿を促すこ
とも可能です。

03 サンプル配布・ゆるキャラ

展示のみのブースは若者や初めての人に
はハードルが高いため、気軽に立ち寄れる
工夫が必要です。

サンプルの配布、ゆるキャラの活用、木製
のおもちゃなどは、例年人気が高いコンテ
ンツです。

紙漉き体験間伐材を使った木工ワークショップ

小道具/フォトプロップス
（法被と米俵）

フォトフレーム

新米のPRと無料配布 ゆるキャラの活用
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季節の味覚に人気が集まります。価格帯も100円～500円程度と、⼿に取りやすい価
格帯のものが売れる傾向にあります。新米や瓶ジュースなど重いものは、その場で購⼊
する人は少ないため、オンライン等でも後日購⼊できるよう注文書をお持ちいただくのが
お勧めです。

伝統工芸品や日用品等は、どのように環境に優しいのか、製品の特長や受賞歴など、
その商品のプレミアム感が伝わるようなポップがあると⼿に取ってもらいやすいです。

01 旬の青果物

季節を感じる旬な青果物は多くの人に⼿
をとってもらいやすいアイテムです。普段
スーパーに並ばない規格外の農産物も販
売することが可能です。

東京圏の人に馴染みのない、地方特有
の農産物に関しては、調理法や保存方
法などを一緒に案内するのがお勧めです。

地⽅の伝統野菜などB級品（規格外）の商品の販売

02 地元食材を使った一品

地元の旬な食材を使った加工品も人気
の高い商品です。に人気が集まる傾向に
あります。

親⼦連れも多いため、ステージを観ながら
簡単に食べられるフィンガーフード、お⼦様
と一緒に食べられるおやつや添加物が少
ないもの、価格帯は200～350円程度の
ものに人気が集まります。

旬のさつまいもと芋スティック地元産のそば粉を使ったワッフル

03 日用品・雑貨

直接肌に触れるものや高価なものは、購
⼊のハードルが上がります。

どのように環境に優しいか、製品の特長
や受賞歴、著名人やアニメ等とのコラボ
レーションなど、その商品を購⼊することで
得られるプレミアム感が伝わるポップの制
作やサンプルを配布するなどの工夫が必
要です。

環境配慮型の衣類
（リサイクルペットボトル100%利用）

専門書の展示や
著名ブランド（人）とのコラボ




