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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。

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。

「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。

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℃未満にする（さらに、1.5℃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。
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GTF グリーンチャレンジデー in 新宿御苑について

地元でとれたものを食べ、旬のものを
味わいます。1Act 環食1 おいしいネ！

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。2Act ワークショップ・PR2 たのしいネ！

3Act 3
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！

4Act 4
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！

5Act 5
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・ショップ うれしいネ！

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

です。



イ ベ ン ト 名 GTFグリーンチャレンジデー2019 in 新宿御苑

開 催 日
2019年 10月5日（土）10:30～16:00 ※ワークショップ・PR・マルシェ・ショップは11:00～16:00

10月6日（日）10:00～16:00

場 所 新宿御苑 風景式庭園・整形式庭園

来 場 者 数 20,034人 【 5日(土) 12,094人 6日(日) 7,940人】

環食提供数
A) トゥーランドット臥龍居 オーナーシェフ 脇屋友詞氏監修 伝統つながり ジャージャー麺
B) つきぢ田村 三代目 田村隆氏監修 福島応援 江戸うどん
C) 塩むすび

417食
481食
450組

出 展 者 数
79ブース（67企業・団体）

【内訳】

ボ ラ ン テ ィ ア
6団体 延べ141名
（アゼリーグループ、新島学園短期大学山田研究室・千葉経済大学短期大学部清水研究室、宝塚大学、玉川大学、
一般社団法人おもてなしランナー協会、Support Our Kids実行委員会）

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／環境省福島地方環境事務所／国連生物多様性の10年日本委員会／
新宿区／TOKYO FM／TBSテレビ／TOKYO MX

協 賛

後 援

外務省／国土交通省／観光庁／復興庁／文化庁／スイス大使館／埼玉県／神奈川県／
千葉県／伊那市／沼田市／あきる野市／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／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）

協 力

東京都赤十字血液センター／ IMG Japan ／一般財団法人国民公園協会／
Wakiyaグループ／つきぢ田村／ TSP 東日本株式会社／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／株式会社八芳園／
株式会社紀文食品／株式会社サッポロ製麺／株式会社アップフロントグループ／
新島学園短期大学山田研究室・千葉経済大学短期大学部清水研究室／宝塚大学／
玉川大学／一般社団法人おもてなしランナー協会／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）
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GTF グリーンチャレンジデー2019 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、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。

●ワークショップ:  33ブース(25企業・団体) ●スタンプラリー: 2ブース
●マルシェ: 38ブース(34企業・団体) ●環食: 1ブース ●フード:  5ブース(8企業・団体)]
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プログラム概要①
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オープニングセレモニー
主催者、共催者、まこと、林マヤ、中島早貴
BEYOOOOONDS、Blue Earth Project

生物多様性応援団任命式

環音ライブ
増田太郎（ヴァイオリニスト）

SATOYAMA movementトークショー
まこと（ミュージシャン/森里川海アンバサダー）

林マヤ（タレント）
中島早貴（女優/森里川海アンバサダー）

環音ライブ
吉田ひろき（歌手）＆ EDISON（篠笛）

環音ライブ
Yae（シンガーソングライター/森里川海アンバサダー）

祭りの力
ダンスパフォーマンス集団迫-HAKU-（よさこい）
朝霞なるこ遊和会（よさこい）

GTF スペシャルトークショー
グリズデイル・バリージョシュア（Accessible Japan代表）

古宇田昌司
（新宿御苑管理事務所 ユニバーサル・デザイン整備専門官）

SATOYAMA movement ライブ
BEYOOOOONDS （アイドル）

TBSテレビスペシャルステージ
森田正光（気象予報士）

山内あゆ（TBSアナウンサー）

TOKYO MX 「イケダンMAX」スペシャルステージ
タイムマシーン3 号・安井謙太郎・長妻怜央

エンディング
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12:55
13:00 
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オープニングアクト
DANCE KID’S （ジャズダンス）

オープニング
まこと、林マヤ、中島早貴、
Blue Earth Project、DANCE KID’S

SATOYAMA movementトークショー
中島早貴（女優/森里川海アンバサダー）

安東弘樹（アナウンサー）

TOKYO MX 「イケダンMAX」スペシャルステージ
安井謙太郎・長妻怜央

祭りの力
神楽坂かぐら連（阿波おどり）

琉球国祭り太鼓（エイサー）

環音ライブ
松谷麗王 Visionary Gospel Choir （ゴスペル）

TOKYO FM「 いのちの森」 ×環音ライブ＆トーク
島谷ひとみ（歌手）

TBSテレビスペシャルステージ
森 朗（気象予報士）

山本里菜（TBSアナウンサー）

SATOYAMA movement ライブ
BEYOOOOONDS （アイドル）

エンディング

6日（日）5日（土）
ステージプログラム
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プログラム概要②

W - 1 環境省福島再生・未来志向プロジェクト 福
島
復
興
応
援

P
R
・マ
ル
シ
ェ

W - 2 環境省福島県双葉郡4町の魅力紹介

W - 3 環境省福島県双葉郡に行ったつもり写真館

W - 4 環境省×伊達市×ふたば未来学園高等学校

W - 5 福島県自然保護課

W - 6 NPO法人元気になろう福島×ふくしま農業女子

W - 7 新宿福島県人会×花響

W - 8
私が変わると、世界も変わる！

W - 9

W - 10 一般社団法人日本損害保険協会

W - 11 NPO法人 Blue Earth Project

W - 12

TBSテレビW - 13

W - 14

W - 15 Support Our Kids

W - 16 星キャンプ地球を体験しよう！

W - 17 東京都赤十字血液センター

W - 18 長野県伊那市

W - 19 あきる野市

W - 20 新宿区

W - 21 群馬県沼田市

W - 22 チャレンジングSHIRASE（三代目の南極観測船しらせ5002）

W - 23
全日本空輸株式会社

W - 24

W - 25 セキショウグループ

W - 26
株式会社ブルボン

W - 27

W - 28 カラダの中をのぞいてみよう！

W - 29 TOKYO MX

W - 30 クラフトワークショップ＠Azalee

W - 31
つなげよう、支えよう森里川海

W - 32

W - 33 愛知県幸田町

F - 1 ORGAR'S

F - 2 環食（わしょく）

F - 3 株式会社ブルボン

F - 4
5日（土） いちや

T
L

U
N

C
H

6日（日） 窯焼きピッツァラナーヴェ

F - 5
5日（土） BUGRA

6日（日） FRIT BOY

F - 6
5日（土） フレーミングノラ

6日（日） moco's kitchen

M - 1 一般社団法人
伊達市農林業振興公社

福
島
復
興
応
援

P
R
・マ
ル
シ
ェ

M - 2

M - 3 福島県観光物産交流協会
日本橋ふくしま館（ミデッテ）M - 4

M - 5 広野町振興公社

M - 6 浪江町めんの旭屋

M - 7 一般財団法人ふくしま百年基金

M - 8 飯舘村

M - 9 矢祭町農業法人でんぱた

M - 10 会津坂下町リオリコ農園

M - 11 福島県

M - 12 KiRe_mono会津もめん

M - 13 (有)伊達水蜜園

M - 14 福島県川内村復興応援！Kokage Kitchen

M - 15 のうみんれんせいねんぶ

M - 16 株式会社環境向学

M - 17 宮城農産

M - 18 川越いも・おいも堂

M - 19 ラバランス銀

M - 20 新宿氷業株式会社氷屋純氷かき氷

M - 21 太陽油脂株式会社

M - 22 It idea（イットアイデア）

M - 23 神奈川県 横浜中華街 富貴包子楼

ニ
ッ
ポ
ン
セ
レ
ク
ト

.C
o

m

M - 24 群馬県ミート工房かわば

M - 25 群馬県アグリーム昭和

M - 26 長崎県埼玉ながさき屋

M - 27 鹿児島県かご市

M - 28 TBSテレビ「ふるさとの夢」

M - 29

SATOYAMA ＆ SATOUMI movementM - 30

M - 31

M - 32 埼玉県・狭山茶宮岡園

G
T

F
 令
和
み
ん
な
の
茶
会

M - 33 静岡県・静岡両河内茶グリーンエイト

M - 34 京都府・宇治和束茶上嶋爽禄園

M - 35 鹿児島県・霧島茶今吉製茶

M - 36 お茶の魅力を世界へ

M - 37 八芳園 HAPPO-EN

M - 38 組み立て式お茶室「MUJYOAN(無常庵)」

S - 1 スタンプラリー景品交換所

S - 2 インフォメーション/スタンプラリー受付所

出展者一覧

マルシェ・ショップ ワークショップ・PR

スタンプラリー・インフォメーション フード

スタンプ設置ブース



トゥーランドット臥龍居
オーナーシェフ 脇屋友詞

伝統つながり
ジャージャー麺

監修

福島県矢祭町産こしひかり
岡山県産 里海米

広島県呉市 海人の藻塩

塩むすび

つきぢ田村
三代目 田村隆

福島応援 江戸うどん

監修

監修
災害被災地
復興支援

江戸東京野菜環食提供メニュー

【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。今年からリユース食器を採用。東
日本大震災及び西日本豪雨被災地の森里川海の復興を願い、福島県矢祭町産こしひかり・岡山県産里
海米と広島県呉市の特産品「海人の藻塩」を使った塩むすびを販売しました。

販売実績 【中華】417食 【和食】481食 【塩むすび】450組

【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（内藤とうがらし、寺島ナスなど）

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

リユース食器、間伐材の箸（割りばしリサイクル）

寺島ナス

内藤とうがらし

後関晩生
小松菜

（伝統小松菜）

スタンプ設置ブース



F-6 ※6日のみ

moco's kitchen
TLUNCH

人気のルーロー飯をはじめ台湾フード各
種の販売。

フード1Act

F-4 ※5日のみ

いちや
TLUNCH

天ぷら専門！その場で揚げた江戸東京
野菜の天麩羅、とり丼の販売。

F-5 ※5日のみ

BURGA
TLUNCH

地球に優しいエコフード箱に入れた美味
しいケバブの販売。

F-6 ※5日のみ

フレーミング ノラ
TLUNCH

タイ人直伝の美味しい料理をシェフが振
る舞うタイ料理各種の販売。

東北・西日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販売する
大人気の出展者が新宿御苑に登場！
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F-4 ※6日のみ

窯焼きピッツァ ラナーヴェ
TLUNCH

イタリア政府認定本格石窯焼きナポリピッ
ツァ各種の販売。

F-5 ※6日のみ

FRIT BOY
TLUNCH

東北の銘柄鶏を使用したサクサクジュー
シーなから揚げの販売。

F-1

ORGAR'S

オーガニックレモネード各種の販売。

F-3

株式会社ブルボン

ソフトドリンク各種の販売。



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、森里川海のつながりを感じ、COOL CHOICEの理解を深めました。
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ワークショップ2Act

W-1

環境省福島再生・未来志向プロジェクト
環境省・福島地方環境事務所

福島再生・未来志向プロジェクトの取り組みの
紹介。パネル展示。

W-2

環境省福島県双葉郡4町の魅力紹介
環境省・福島地方環境事務所

双葉郡4町のクイズとならは米のプレゼント。

W-3 スタンプ設置ブース

環境省福島県双葉郡に行ったつもり
写真館 環境省・福島地方環境事務所

双葉郡4町、伊達市の桃、ふたば未来学園の
6つの背景から１つ選んで記念撮影。

W-4

環境省×伊達市×ふたば未来学園高等学校
規格外の桃で高校生がスイーツづくり

伊達市の規格外の桃を使って
高校生が作ったスイーツの無料配布。

W-5

福島県自然保護課

福島の自然・人・食の魅力などの紹介。福島
クイズ参加者に福島の民芸品プレゼント。

W-6

NPO法人元気になろう福島×
ふくしま農業女子

ふくしまの農業女子による
おいしい福島のPR。

W-7

新宿福島県人会×花響
福島での花いっぱい活動の紹介

いっぱいの花で福島を元気にする活動の紹介。
花や活動パネルの展示。

W-8/9

私が変わると、世界も変わる！
環境省環境教育推進室

買い物と生物のつながりを学べる各種ワーク
ショップの実施とパネル展示。

W-10

一般社団法人日本損害保険協会

エコ安全ドライブを学ぶパネル展示・パンフレット
配布とアンケートの実施。

ブース数33
出展企業・団体数：25



9

ワークショップ

W-11

NPO法人 Blue Earth Project

COOL CHOICE普及啓発。
マイバッグ作りワークショップの実施。

W-12~14 スタンプ設置ブース

TBSテレビ

現役お天気キャスターと気象予報士陣による
お天気キャスター体験ワークショップの実施。

W-15

Support Our Kids
NPO法人次代の創造工房

プロジェクト活動紹介と募金してくださった方へ
Tully’s coffeeまたはスイスグッズのプレゼント。

W-16

星キャンプ地球を体験しよう！
星キャンププロジェクト

プラネタリウム、ソーラークッキングカフェ、森林浴
ワークショップの実施。各種物販。

W-17

東京都赤十字血液センター

活動紹介と1mlをあてるゲームの実施・献血
グッズのプレゼント。

W-18

長野県伊那市

木を使った工作ワークショップ各種の実施。

W-19

あきる野市

森林レンジャーあきる野活動紹介、野生動物
剥製展示。

W-20 スタンプ設置ブース

新宿区

新宿の森と新宿打ち水大作戦の紹介、スタン
プラリーの実施。

W-21

群馬県沼田市

間伐材をカンナで削る「マイはし」作りワーク
ショップの実施。

ブース数33
出展企業・団体数：252Act



W-29 スタンプ設置ブース

TOKYO MX 
東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

番組PR・オリジナルグッズ販売。

10

ワークショップ

W-22 スタンプ設置ブース

チャレンジングSHIRASE
（三代目の南極観測船しらせ5002）
一般財団法人ＷＮＩ気象文化創造センター

三代目の南極観測船しらせ5002の紹介。
オリジナルグッズ各種の販売。

W-23/24 スタンプ設置ブース

全日本空輸株式会社

地球環境について楽しく学べるクイズの実施や
アニメの上映。

W-25 スタンプ設置ブース

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取扱い環境配慮製品の展
示・紹介。缶バッヂ作りワークショップの実施。

W-26/27 スタンプ設置ブース

株式会社ブルボン

お菓子の詰め合わせ・ソフトドリンクの販売及び
ゲームの実施。

W-28 5日のみ

カラダの中をのぞいてみよう！
新島学園短期大学山田研究室・
千葉経済大学短期大学部清水研究室

ふくらはぎにエコーを当てて、身体のつくりを知る
ワークショップの実施。2アップ3ダウン運動。

W-30 スタンプ設置ブース

クラフトワークショップ＠Azalee
アゼリーグループ

家にある材料で作って遊べる光の万華鏡・割り
ばし玉飛ばしワークショップの実施。

W-31/32 スタンプ設置ブース

つなげよう、支えよう森里川海
環境省自然環境局

自然や生物多様性について学べる各種ワ―ク
ショップの実施。（いきものアニメ・雲をえがく
ワークショップ、サンゴの骨格染め体験）

W-33

愛知県幸田町

ごみ排出量が最も少ない町。特産「筆柿」の
PRと筆柿や加工品の販売。

ブース数33
出展企業・団体数：252Act



ステージ

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、イベント趣旨
を反映したステージプログラムが多数展開されました。

※敬称略

5
October

山本 泰生

環境省 自然環境局
自然環境計課

生物多様性主流化室長

磯 和樹

GTF実行委員会
事務局長

中尾 豊

環境省
福島地方環境事務所

次長

秋吉 利彦

環境省
新宿御苑管理事務所

次長

小林 哲

TOKYO FM 
常務取締役

津久井 直也

TBSテレビ
総務局長

吉住 健一

新宿区長

伊達寛

TOKYO MX 
代表取締役

Program

オープニングセレモニー１

主催者・共催者

Program

生物多様性応援団任命式

エコたん
（福島県）

Program

祭りの力6

ダンスパフォーマンス集団 迫-HAKU-
（よさこい）

朝霞なるこ遊和会
（よさこい）

Program

環音ライブ2 4 5

増田太郎
（ヴァイオリニスト）

吉田ひろき
（歌手）

EDISON
（篠笛）

Yae
（シンガーソングライター/森里川海アンバサダー）

3Act

ぬまたんち
（群馬県沼田市）

まこと、林マヤ、中島早貴 Blue Earth ProjectBEYOOOOONDS

11



Program

SATOYAMA movement ライブ

Program

TBSテレビスペシャルステージ

12

ステージ 5
October

3Act

3

Program

SATOYAMA movementトークショー

まこと（ミュージシャン/森里川海アンバサダー）※右上

林マヤ（タレント）※右中央

中島早貴（女優/森里川海アンバサダー）※右下

”里山・里海の暮らしをオシャレに格好良く変えよう！“と発足した地方
創生プロジェクト・「SATOYAMA＆SATOUMI movement」。それぞれ
が取り組んでいるエコな活動を紹介し、エコなライフスタイルへの移行を
呼び掛けました。

8

Program

GTF スペシャルトークショー
7

グリズデイル・バリージョシュア（Accessible Japan代表） ※右上

古宇田昌司（新宿御苑管理事務所 ユニバーサル・デザイン整備専門官）
※右下

グリズデイルさんよりAccessible Japanを立ち上げた経緯、古宇田さんよ
り新宿御苑のアクセシブルな取り組みについて紹介。今年・来年と国際
的なスポーツイベントの開催国として、今後取り組むべき課題とあるべき
姿について語り合って頂きました。

9

Program
TOKYO MX 
「イケダンMAX」スペシャルステージ10

BEYOOOOONDS
（アイドル）

森田正光（気象予報士）※右上

山内あゆ（TBSアナウンサー）※右下

今年の夏を総括するお天気ステージを展開。梅雨寒からの天候不順、
災害の頻発、海水温の上昇、それに伴う野菜の生育不良やサンマの
不漁など、天気と私たちの身近な生活がどのように関わっているか、わ
かりやすく解説。

タイムマシーン3 号※右上

安井謙太郎・長妻怜央 ※右下

ステージプログラム前にイベント会場内を回遊し、その中で印象深かった
ワークショップ・マルシェ・食ブースを紹介。またリサイクルや温暖化の原因
など環境に関するクイズを実施し、来場者と一緒に環境について学びを
深めました。

Program エンディング

中尾 豊
（環境省 福島地方環境事務所 次長)

※敬称略



Program

オープニングアクト

6
October

13

ステージ3Act

※敬称略

DANCE KID’S
（ジャズダンス）

Program

祭りの力11 15

神楽坂かぐら連
（阿波おどり）

琉球国祭り太鼓
（エイサー）

Program

SATOYAMA movementトークショー
Program

TOKYO MX 
「イケダンMAX」スペシャルステージ

中島早貴（女優/森里川海アンバサダー）※右上

安東弘樹（アナウンサー）※右下

これまでに番組内で取り上げた商品の中から、豊かな森里川海の中で育
まれた各地域の名産品や文化を紹介。「淀江傘」や「旅するかまぼこ」な
どの厳選4品を、作り手の想いや取材した思い出とともに紹介し、自然と
共生することの大切さを訴えました。

安井謙太郎・長妻怜央※右上

二見颯一（演歌歌手）※右中央

国連生物多様性の10 年日本委員会が推進している生物多様性を
守るための5つのアクション「MY行動宣言」をテーマに、2人が実践してい
るアクションを紹介。来場者へMY行動宣言の実践を呼びかけました。
冒頭では二見氏が登場し、歌で会場を盛り上げました。

13 14

Program
TOKYO FM 
「いのちの森」×環音ライブ＆トーク

Program

TBSテレビスペシャルステージ

島谷ひとみ（歌手）※右上

高橋万里恵（フリーアナウンサー/森里川海アンバサダー）※右下

親戚が広島で牡蠣の養殖をしているという島谷さん。森里川海が豊かだ
からこそ育まれる美味しい海産物の魅力と、昨年発生した土砂災害を振
り返り、自然災害を経験したからこそ感じた自然と人が調和して生きていく
ことの大切さを語りました。

森 朗（気象予報士）※右上

山本里菜（TBSアナウンサー）※右中央

久保井朝美（気象予報士）※右下

来場者と一緒に日本の地形や気候、天気、生態系に関して学べるお
天気クイズを実施。また今年の夏からの天気を振り返り、今冬の天気の
傾向を予想しました。

17 18



Program

環音ライブ
Program

SATOYAMA movement 
ライブ

14

ステージ 6
October

3Act

16 19

BEYOOOOONDS 
（アイドル）

松谷麗王 Visionary Gospel Choir
（ゴスペル）

Program エンディング

まこと（ミュージシャン/森里川海アンバサダー）

林マヤ（タレント）

中島早貴（女優/森里川海アンバサダー）

BEYOOOOONDS （アイドル）

岡野隆宏
環境省大臣官房

環境計画課企画調査室長

長谷川英利
GTF実行委員会
企画財務委員長

Program ステージMC（両日）

高橋万里恵
（フリーアナウンサー/森里川海アンバサダー）

Program 出展者PR

Blue Earth Project 
※5日・6日各日

ゆず太郎

タヨちゃん・サトくん

しんきゅうさん

アヒル隊長
©PI&AP

はぐクン

がうがうくん

さとやまくん

プチクマ

ecoブー

エコたん
ゆめらいおん

©TM/KK All Rights Reserved

ぬまたんち

今年もたくさんのキャラクターが来園し、イベントを盛り上げてくれました。

ステージ上で使用したスピーカー、マイクなどの
音響に関する電力は、2日間ともにすべて、セキ
ショウグループがステージ横に展示されていた
水素カーの水素燃料電池から供給。

クリーンなエネルギーでの
運営に取り組みました。
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スタンプラリー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12か所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。楽しみ
ながら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。

スタンプラリー台紙 (完成見本)

指定のアクションをこなし
スタンプを獲得する

スタンプを4つ以上集める アンケートに答える ガラポン抽選に挑戦！

スタンプラリー拠点 展開図

参加者数
2日間 933人

S-1/2

スタンプラリー受付所・景品交換所
インフォメーション

●スタンプラリーの様子●



環食（わしょく）

環食メニューを購入

TBSテレビ

ミツバチのぬりえ

環境省福島県双葉郡に
行ったつもり写真館

福島行ったつもり写真館で撮影

新宿区

新宿の森の見学・体験

全日本空輸株式会社

クイズ

チャレンジング
SHIRASE

クイズ

16

スタンプラリー4Act

セキショウグループ

クイズ

TOKYO MX

フォトパネルと記念撮影

株式会社ブルボン

クイズ

クラフトワークショップ
@Azalee

COOL CHOICE宣言
（フォトフレームで記念撮影）

株式会社伊藤園

茶会に参加

つなげよう、
支えよう森里川海

自然を楽しむワークショップの
体験・見学

スタンプラリー拠点別アクション



M-9

矢祭町農業法人でんぱた

福島県矢祭町産こしひかりやお煎餅、農産品
各種の販売。

M-10

会津坂下町リオリコ農園

会津の伝統野菜、ジンジャーエールなどの販売。

M-11

福島県

ふくしまファンクラブのPRと福島県産米のPR。お
米計量ゲームの実施。

M-6

浪江町めんの旭屋

福島県浪江町名物「浪江焼きそば」の販売。

M-7

一般財団法人ふくしま百年基金

福島復興についての活動の紹介。
パネル展示とパンフレット配布。

M-8

飯舘村

飯舘村の魅力紹介や”なつはぜじゃむ”などの
村産品の販売。

M-1/2

一般社団法人伊達市農林業振興公社

イノシシの革を使った小物つくりワークショップ実
施と雑貨販売。

M-3/4

福島県観光物産交流協会
日本橋ふくしま館（ミデッテ）

福島県の魅力的な物産品各種の販売。

M-5

広野町振興公社

広野町産バナナ「綺麗」の試食・販売。

17

マルシェ・ショップ5Act
ブース数38

出展企業・団体数：34

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・ショップ。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。環境配慮型の日用品を販売する企業の他、災害被災地の森里川
海の復興を願い、今年も福島を中心に東北から多くの生産者・団体が出展してくださいました。
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マルシェ・ショップ

M-18

川越いも・おいも堂

川越名物サツマイモを使った加工品（焼き芋・
干し芋等）の販売。

M-19

ラバランス銀座
株式会社ニュートリション・アクト

ペプチド豆乳ドリンク・ナッツ＆フルーツ・アルガン
バウムの販売。

M-20

新宿氷業株式会社氷屋純氷かき氷

純氷を使ったかき氷の販売。

M-15

のうみんれんせいねんぶ
農民運動全国連合会青年部

青年農家を中心に各地の農家が作った農産
物や加工品の販売。

M-16

安全・安心なRO純水
株式会社環境向学

環境負荷の少ない浄水方法・RO純水システ
ム「アクアストリート」の紹介。

M-17

宮城農産

仙台牛タン焼きと旬な東北の青果物の販売。

M-12

KiRe_mono 会津もめん
白河産業

丈夫でしなやかな手触りの会津もめんを使った
オリジナル雑貨・衣類の販売。

M-13

(有)伊達水蜜園

こだわりの「紅玉」りんごと加工品の販売。

M-14 6日のみ

福島県川内村復興応援！
Kokage Kitchen

福島県川内村産のそば粉を使ったワッフルの
提供と川内村のPR。

5Act
ブース数38

出展企業・団体数：34
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マルシェ・ショップ

M-27

鹿児島県かご市
株式会社ふるさとサービス

鹿児島の名産品各種の販売。

M-28

TBSテレビ「 ふるさとの夢」
株式会社アップフロントクリエイト

BSテレビ「ふるさとの夢」番組内で取り上げた地
域の商品の展覧、販売。

M-29~31

SATOYAMA＆SATOUMI movement
株式会社アップフロントクリエイト

活動報告トークショーの実施と公式グッズ販売
＆パネル展示。

M-24

群馬県ミート工房かわば
株式会社ふるさとサービス

ドイツ仕込みの職人技が生んだこだわりの手作
りハム・ソーセージの盛り合わせの販売。

M-25

群馬県アグリーム昭和
株式会社ふるさとサービス

昭和村の産地直送野菜各種の販売。

M-26

長崎県埼玉ながさき屋
株式会社ふるさとサービス

長崎角煮まんじゅう他、長崎の名産品各種の
販売。

M-21

太陽油脂株式会社

人と環境に優しい天然由来成分の石けん製
品を販売。

M-22

It idea（イットアイデア）
株式会社ジェイクルーズ

ス―ツケ―スや雑貨類の特別販売。

M-23 6日のみ

神奈川県横浜中華街富貴包子楼
株式会社ふるさとサービス

本格中華（焼売、ニラ饅頭、餃子）各種の
販売。

5Act
ブース数38

出展企業・団体数：34
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マルシェ・ショップ

M-35

鹿児島県・霧島茶今吉製茶

大正6年～創業百余年九州を代表する有機
の銘茶。

M-36
スタンプ設置ブース

お茶の魅力を世界へ
株式会社伊藤園

茶畑から茶殻まで。お茶の魅力、おいしいいれ
方をご紹介。

M-37

八芳園 HAPPO-EN
株式会社八芳園

八芳園オリジナルクロワッサン等のこだわりのパ
ンの販売。

M-32

埼玉県・狭山茶宮岡園

新宿から50分。味に自信の深蒸し。埼玉代
表特産品の紹介。

M-33

静岡県・静岡両河内茶グリーンエイト

静岡若手茶農家8軒法人化。和紅茶・水出
し茶のPR。

M-34

京都府・宇治和束茶上嶋爽禄園

宇治茶約5割生産-和束町。江戸～5代の有
機名園。

日本の伝統文化であり、人と人をつなぐコミュニケーション
ツールでもある「日本茶」を通し、日本が誇る自然環境の
豊かさや、森里川海をつなげ支える喜びを味わい、世界に
日本の環境の取り組みを広く発信する大茶会を開催。

伊藤園監修の元、全国主要4産地の茶農家が集結。
煎茶を中心とした茶めぐり体験や、本イベント限定で一般
公開された八芳園の組み立て式お茶室「MUJYOAN -無
常庵」にて、抹茶・茶席（裏千家）体験を提供。

茶会の水は、リユース、リデュース、
リサイクル＆リフィルの環境に優しい水
「環境向学RO水」を使用。

多くの来場者に「日本茶」の魅力を
改めて体感して頂きました。

M-38

組み立て式お茶室「MUJYOAN（無常庵）」 株式会社八芳園

抹茶・茶席（裏千家）体験

5Act
ブース数38

出展企業・団体数：34

【参加者】 2,132人/2日間

GTF令和みんなの茶会



Photo Gallery

今年も『SDGs (Sustainable Development Goals/持続可能な開発目標)』
をテーマに取り入れ、全出展者を対象に、今取り組んでいる、またはこれから取り
組もうとしている目標パネルを各ブース内に掲出。各出展者のブランディング及び
来場者とのコミュニケーションツールとして活用して頂きました。

持続可能な開発目標（SDGs）とは、2015年の国連サミットで採択された2016年から2030年までの国連の開発目標。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。地球上の誰一人として取り残さない（leave no one behind）ことを誓っている。
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A4チラシ配布先 第1弾 第2弾 A1/A2ポスター掲出先

環境省関連イベント、首都圏内動物園・水族館他 4,500部 4,600部

新宿御苑 700部 1,500部 ○

TBS関連イベント・赤坂サカス周辺 700部 1,000部

新宿区内小・中・養護学校、各施設掲示板 1,620部 1,600部

TOKYO FM 300部 300部 ○

TOKYO MX 関連イベント 1,700部 12,000部 ○

協賛社・出展者・ボランティア・運営団体他 1,575部 15,270部

タリーズコーヒー（23区内130店舗） 150部 1,000部
○

（新宿御苑前店・新宿2丁目店）

GTF連携首都圏お祭り会場、他 755部 230部 ○

合計 12,000部 37,500部 25枚

<<配布・掲出の様子>>

日本語版（8,000部） 英語版（4,000部）
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プロモーション

<<A3折 当日配布チラシ>>

<<第2弾告知チラシ>><<第1弾告知チラシ>>

GTF公式ホームページ

自
社
メ
デ
ィ
ア

GTF公式SNS
（Twitter＆Instagram）

GTF公式
ポケットガイド

TOKYO FM

新宿御苑

タリーズコーヒー

GTF公式FACEBOOK



連携先 番組名・露出場所 期間 時間

つなげよう、支えよう森里川海プロジェクトHPでイベント告知

新宿区 新宿クリエーターズフェスタ2019 公式ガイド内でイベント告知

◆ 「TOKYO FMいのちの森」 スペシャル対談
• YANAGIMANさん （事前告知）
• 島谷ひとみさん（イベント公開収録）

9/22(日)
10/20(日)

5:30 ～5:55

◆ スポットCM（20秒・40秒） 9/20(金)～

◆ 「ひるおび！」内で紹介
◆ 「Nスタ」内で紹介

10/4(金)
10/4(金)

TOKYO MX FES.2019 vol.2
「イケダンMAXのつなげる つなげる つなげる」

9/17(火)
9/18(水)

※イベント時に告知
(4回公演)

「イケダンMAX」内で紹介（テロップ表示） 10/3(木) 25:05-25:35

「TOKYO MX NEWS」内で紹介 10/5(土) 18:00-18:15

「イケダンMAX」 本編でイベントの様子を放送 10/31(木) 25:05-25:35

「イケダンMAX」公式Twitterで告知

その他
京王ニュース 10月のお出かけ情報 10月号

私の花生活 No.95

共催者・協力メディアと連携したイベントプロモーションを展開
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プロモーション

新宿クリエーターズフェスタ2019
公式ガイド イベント告知掲載

TOKYO FM いのちの森
事前告知 スペシャル対談

環境省HPにてイベント告知

京王ニュース10月号
10月のお出かけ情報

私の花生活 No.95
イベント情報

イケダンMAX
Twitter/イベント公演/番組内テロップ告知



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 03-3222-626224


