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©China Festival 2019 executive committee 2019 チャイナフェスティバル2019 実施概要 
 
■名称   ： 日中青少年交流推進年記念事業「チャイナフェスティバル2019」 
 
■コンセプト   ： 広く両国民を対象に、日中青少年交流推進年にふさわしい交流イベントを開催。 
             中国を体感する日本国内最大の交流の祭典として、日常味わえない数々の中国芸能、芸術、食、 
             観光、経済、パフォーマンスなど、様々なシーンの中国文化を紹介。                   
 
■日程   ：  2019年9月21日（土） 10:00～20:00  ／ 9月22日（日） 10:00～20:00 
            開会式 21日（土）11:00～11:50    
 
■会場   ：  代々木公園イベント広場 ※雨天決行 荒天中止 
 
■出店対象   ： 営業許可を持つ中華料理店、および中国に関する商品を取り扱っている店舗・企業、中国に関連 
            する事業を行っている自治体・団体、NGO・NPOなど。 
 
■出店ブース数： 86ブース（飲食店：43ブース、物販・企業・団体：43ブース） 
 
■来場者実績 :  140,000人 
 
■主 催    ： チャイナフェスティバル2019実行委員会・中華人民共和国駐日本国大使館  
      実行委員長 孔鉉佑 （中華人民共和国駐日本国 特命全権大使） 
    最高顧問   福田康夫 （元内閣総理大臣） 
    事務総長  青柳陽一郎（衆議院議員） 
 
■後 援   ： 中国側 外交部 
                                 中日友好協会、在日中国企業協会、中国文化センター、全日本華僑華人連合会、 
                                 日本華僑華人連合総会、日本中華総商会 他 
             日本側  外務省、経済産業省、文化庁、観光庁、東京都、川崎商工会議所 他 
 
■オフィシャルメディアパートナー：ニコニコ動画・日中ホットラインチャンネル、ＣＣＴＶ株式会社中国電視、小学館『微日伴』 



実行委員長  孔鉉佑 中華人民共和国駐日本国特命全権大使 
最高顧問     福田康夫  元内閣総理大臣 
事務総長     青柳陽一郎  衆議院議員 
 
中国側実行委員  
   賀乃和 全日本華僑華人連合会 会長 
   林斯福        東京華僑総会                      会長 
   厳  浩         日本中華総商会                   会長 
   王家馴       在日中国企業協会              会長 
   王  偉        中国駐東京観光代表処 所長 
   陳建一        日本中国料理協会  会長 
 
日本側実行委員 
   青柳陽一郎 事務総長   衆議院議員 
       河野洋平       日本国際貿易促進協会 会長 
       林芳正      日中友好議員連盟  会長 
       丹羽宇一郎   日中友好協会  会長 
       野田毅     日中協会          会長 
       宗岡正二   日中経済協会         会長 
       宮本雄二 日中友好会館        会長代行 
       進藤孝生   経団連中国委員会       委員長 
       佐藤康博         経団連中国委員会       委員長 
       田川博己   日本旅行業協会        会長 
       宇都宮徳一郎 東京都日中友好協会      会長            
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今年度も非常に多くの企業の皆さんに 
ご協力頂きました。 
 
2020年もどうぞよろしくお願いします。 



ご協賛社 ©China Festival 2019 executive committee 2019 

■在日中国企業協会 一覧 
•日本燕明株式会社 
•コスコシッピングジャパン株式会社 
•中国銀行東京支店 
•宝和通商株式会社 
•中国国際航空有限公司日本支社 
•中国工商銀行東京支店 
•中国中信集団有限公司駐日本代表処 
•中国農業銀行東京支店 
•中国建設銀行東京支店 
•交通銀行股份有限公司 東京支店 
•日本五金鉱産株式会社 
•中国南方航空股份有限公司日本支社 
•人民網日本株式会社 
•華為技術日本株式会社 
•中国石油国際事業日本株式会社 
•上海電力日本株式会社 
•上海国際株式会社 
•中国国際貿易促進委員会駐日本代表処 
•中国太平保険サービス日本株式会社 
•銀聯国際 日本支社 
•シノトランスジャパン株式会社 
•中国光大集団東京代表処 
•シーアイティーエス・ジャパン株式会社 
•中国東方航空日本支社 
•中青旅日本株式会社 
•香港中旅日本中国旅行社株式会社 
•兆華貿易株式会社 
•中国中煤能源集団有限公司日本事務所 
•シノケムジャパン株式会社 
•天津経済技術開発区日本事務所 
•CCIC•JAPAN株式会社 
•ZTEジャパン株式会社 
•日本実華株式会社 
•山東省政府駐日本経済貿易事務所 
•北京中関村東京駐在事務所 
•チャイナパックジャパン株式会社 

•中国包装進出口総公司日本国駐在事務
所 
•ハイセンスジャパン株式会社 
•阿爾濱日本投資株式会社 
•株式会社天公システム 
•中国国家電網公司日本事務所 
•サンテックパワージャパン株式会社 
•レノボ・ジャパン株式会社 
•株式会社 Ctrip International Travel 
Japan 
•嘉日株式会社 
•大連市駐日本経済貿易事務所 
 

•新安商事株式会社 
•ワイエスシー・エクスプレス株式会社 
•IMC株式会社 

•中国国際貿易促進委員会特許商標事務所駐日本工業所有
権連絡所 
•日中税務会計合同会社 
•トラベルスカイテクノロジー日本株式会社 
•天津西青経済技術開発区日本事務所 
•中国専利代理（香港）有限公司 東京事務所 
•中倫外国法事務弁護士事務所 
•株式会社アルスホーム（ARS HOME） 
•株式会社BaSeM Consulting 
•株式会社シーエイチアイ 
•株式会社東京運城製版 
•株式会社飛馬日本 
•株式会社JAC日本設計センター 
•株式会社スマイル・キング 
•株式会社TASLY JAPAN 
•株式会社トーチインターナショナル 
•株式会社小肥羊ジャパン 
•芝ソフト株式会社 
•中文産業株式会社 
•株式会社ブリッジ 
•一般社団法人 日中人材育成協会 
•宏龍株式会社 
•日本金鷺硬質合金株式会社 
•PwC ビジネスアシュアランス合同会社 
•中汽研自動車検査センター(天津)有限会社 日本代表処 
•里格法律事務所東京オフィス 
•ジョイソンセイフティシステムズジャパン株式会社 
•NPO法人国際文化交流協会 
•上海吉祥航空株式会社 
•利安達国際会計ネットワークReanda MC 国際公認会計士
共同事務所 
•株式会社RSK 
•一般社団法人北海道中資企業協会 
•春夏秋冬マネジメント株式会社 
•ハネジー・ジャパン株式会社 
•株式会社ゴールデンブル 
•科力遠CHS日本技研株式会社 
•東信株式会社 
•中美創世物聯科技日本株式会社 
•中泰金融国際有限公司日本駐在員事務所 
•津唐国際コンテナターミナル有限会社 
•九州中資企業協会（KCEA） 
•一般社団法人 西日本中国企業連合会 
•在日（新潟山行福岛）中国企業协会 

•日本中部中資企業協会 

•深圳市駐日経済貿易代表事務所 
•中国外輪代理有限公司東京代表処 
•中和物産株式会社 
•中国電信日本株式会社 
•上海市浦東新区駐日本経済貿易事務所 
•秦皇島市政府東京事務所（秦皇島経済技術開発区日本代表処） 
•株式会社大都商会 
•厦門航空有限公司 
•日中国際旅行社株式会社 
•日本文華伝媒株式会社 
•ロンレア株式会社 
•タンデム株式会社（一級建築士事務所） 
•企業連合事業協同組合 
•株式会社トップ・ハーベスト・ジャパン 
•アクア株式会社 
•中国聯通日本オペレーション㈱ 
•春秋航空株式会社日本支社 
•チャイナモバイルインターナショナル株式会社 
•株式会社ジェイ・シー・アイ 
•株式会社交流中心 
•北京銘碩特許法律事務所 
•ベリソフト株式会社 
•長安日本設計センター株式会社 
•Click Holdings株式会社 
•シーエムイーシージャパン（株） 
•COFCOジャパン株式会社 
•株式会社パンゴリン・ロボット・ジャパン 
•東風飾件ＪＡＰＡＮ株式会社 
•東方物産株式会社 
•東京アサヒグローバル株式会社 
•富士印株式会社 
•海南航空控股股份有限公司 
•King & Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業 
•ラオックス株式会社 
•隴江株式会社 
•寧波市駐日本経済貿易代表事務所（寧興貿易株式会社） 
•株式会社ウォームライト 
•日本三花汽車部品株式会社 
•上海陽喜国際貨運代理有限会社 
•SITC JAPAN株式会社 
•世民外国法事务辩護士事务所 
•SUNLIKY日本株式会社 
•ティービーケー・システムズ株式会社 
•トリナ・ソーラー・ジャパン株式会社 
•TOSEI株式会社 
•天山铝科技株式会社 
•万華化学ジャパン株式会社 



開会式 ©China Festival 2019 executive committee 2019 

チャイナフェスティバル2019  開会式登壇者 (順不同、敬称略) 

 孔鉉佑 中華人民共和国駐日本国特命全権大使 チャイナフェスティバル2019実行委員長 

王秀君 孔鉉佑大使令夫人  

福田康夫 元内閣総理大臣 チャイナフェスティバル2019最高顧問  

吴海龙 元在ジュネーブ国際機関中国政府代表部特命全権大使  

中山展宏 外務大臣政務官 

山口那津男 公明党代表  

王家驯 在日中国企業協会会長 会長 

賀乃和 全日本華僑華人連合会 会長 

廖雅彦 日本華僑華人連合総会 会長 

宮本雄二 公益財団法人 日中友好会館 会長代行 

陈美玲 歌手  

前川智士 トヨタ自動車株式会社 豊田汽車(中国)投資有限公司  

耿忠 ムーランプロモーション 代表取締役社長 

岡崎温 公益社団法人 日本中国友好協会 理事長 

服部健治 一般社団法人 日中協会 事務局長 

栗山眞之 認定NPO法人 東京都日中友好協会 理事長 

阿兰 歌手  

圈9 歌手  

山田菜々 チャイナフェスティバル2019  スペシャルサポーター 

鞠文永 中国国際貿易促進委員会駐日本代表処 首席代表 

韦暁寅 銀聯国際 日本支社 首席代表 

譚兵 コスコシッピングジャパン株式会社 代表取締役社長 

何暁建 中国工商銀行東京支店 支店長 

解陸一 中国建設銀行 東京支店 支店長 

馮力 中国国際航空股份有限公司日本支社 支社長 

彭金輝 中国中信集団有限公司駐日本代表処 総代表 

万軍勇 中国石油国際事業日本株式会社 代表取締役社長 

青柳陽一郎 衆議院議員 チャイナフェスティバル2019事務総長  

9月21日（土）11時～開会式を開催。28名のご登壇者により開会を宣言 



出店ブース ©China Festival 2019 executive committee 2019 
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◇日中の交流イベントとして盛り上げる本部企画を運営 

日本人チームと中国人チームによる卓球大会。昨年好評につき 
スリッパ卓球大会を（初日のみ）本年も開催。 

中国 ジャムス芸術団、天津市芸術団、河北省民族楽団によ
る会場内パレード。本場の芸術団の素晴らしい衣装とパフォーマ
ンスを来場者が間近で堪能できる。 

日中青少年交流年をテーマに上海の総領事館とリアルタイム
生中継を開催。代々木の会場の学生と上海の学生をつなぎ
交流コーナーを設置、リアルタムで生の意見交換を楽しむ。 

1．炎の激辛中華G1グランプリ 

中国を代表する激辛自慢4店舗による「G1グランプリ」。辛いだ
けではなく独特のうまみも評価基準。産地を明記して広大な中
国の食文化を紹介。 

恩賜上野動物園のジャイアントパンダの特別映像を、パンダ
ハウスブース 及びメインステージのスクリーンにて上映。パンダ
イラストの発表会。 

本部企画 

2．パンダハウス 

3．日中青少年交流「しゃべり場」 

4．日中友好スリッパ卓球大会 

5．芸術団パレード 

©China Festival 2019 executive committee 2019 



本部企画 

1．炎の激辛中華G1グランプリ 

©China Festival 2019 executive committee 2019 

中国を代表する激辛自慢４店舗による「G1グランプリ」。辛いだけではなく 
独特のうまみも評価基準。2日間行列が出来るほど賑わっていました。 
《エントリー４店舗》  
No.1 重慶特級厨師直伝 汁なし担々麺 麺処よっちゃん 
No.2 東京穆斯林飯店 
No.3 在日中国厨房師精英協会 
No.4 陳家私菜 世界の厨房成都の味 四川成都豆板醤と唐辛子使用 
《審査方法》 
①公式WEBサイトでの人気投票 ②来場者による激辛投票  
③審査員による評価でグランプリを決定しました！ 
《G-1グランプリ2019：優勝》  

  陳家私菜 ★3年連続受賞 殿堂入り！ 



本部企画 

2．パンダハウス 

©China Festival 2019 executive committee 2019 

・公式サイトにてパンダイラストを公募し、たくさんのご応募をいただきました。中でも素敵な２作品
（14shitoさん、関口春香さん）をメインステージにて、青柳陽一郎事務総長より発表しました。  
 ・恩賜上野動物園のジャイアントパンダの特別映像を、パンダハウスブース 及びメインステージの 
  スクリーンにて上映しました。（提供: 公益財団法人東京動物園協会) 
 

14shitoさんの作品 

関口春香さんの作品 



上海の総領事館とリアルタイム生中継を開催。 
孔鉉佑大使、山口なつお公明党代表などが 
上海の学生に話しかけるシーンもあり、大変 
盛り上がりました。今年の全中国選抜日本語 
スピーチコンテストで優勝した周鶴さんも来日 
し、参加しました。 

中国の会場と代々木公園をテレビ電話でつなぎ交流
会を実施。進行役の司会者と共にお互いの「今」をテー
マにそって伝え合う「日中の交流」のコーナー。両国の参
加者から初対面にもかかわらず、積極的な交流が行わ
れました。 

上海総領事館⇔代々木公園 

本部企画 

3．日中青少年交流「しゃべり場」「ビリビリ Vチューバー」企画 

©China Festival 2019 executive committee 2019 

 
ビリビリで人気のVチューバーが登場し会場を盛り上げました！ 
 



本部企画 

4．日中友好スリッパ卓球大会 

©China Festival 2019 executive committee 2019 

中国人チームと日本人チームにわかれてトーナメント方式で対戦。 
今年はダブルス戦も開催し、大いに盛り上がりました。優勝・準優勝には、協賛の日本卓球㈱より賞品贈呈。 
多くのメディアから取り上げられました。 

協賛 

協力 

※21日（土）のみ開催 



特別招聘 中国芸術団来日公演 

本部企画 

5．芸術団パレード 

©China Festival 2019 executive committee 2019 

【ジャムス同江市赫哲族非遺展示展演団】、【天津シルクロード芸術団】、【河北省民族楽団】 

上記3団体の出演により、メインステージからサテライトステージまでパレードを実施。 
 
来場のお客様にも沢山写真を撮影して頂きSNSへの拡散などに貢献。また、出演者の方々もお客様に 
向けて沢山のアピールをして頂きイベントに華を添えて頂いた。 

パレードルート 



メインステージスケジュール ©China Festival 2019 executive committee 2019 

21日の三宅太鼓が雨天の天気予報を理由にキャンセル 



ステージ風景 ©China Festival 2019 executive committee 2019 



中国芸術団 ©China Festival 2019 executive committee 2019 ©China Festival 2019 executive committee 2019 

同江市赫哲族非遺展示展演団        遼寧歌舞団 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
河北省民族楽団      中国武当功夫団           天津シルクロード芸術団 
 



alan-アラン- 
映画「レッドクリフ」の主題歌を歌う。 
2年ぶりの来日公演を果たす。 
 

メインステージ出演アーティスト 

圏9（まる9） 
「2016 超级女声～SuperGirls
～」優勝。ビリビリ動画 33.7万人，
再生回数1595万回。 

©China Festival 2019 executive committee 2019 

ウエイウエイ・ウー 
上海出身。二胡の可能性を開拓す
べく、二胡のスタンディング奏法を考案
し、独自の演奏スタイルを確立。 

Amin（巫 慧敏） 
上海生まれ。2005年NHK「紅白歌
合戦」に中国本土出身の歌手として
初出場した。 

サンプラザ中野くん/パッパラー河合 
爆風スランプのメンバー。中国でのコン
サート経験も豊富であり、名曲「Ｒ
unner」の中国語版を披露。 

GYPSY QUEEN（吉普賽女郎） 
中国を中心にアジア全域で150回以
上にわたる海外公演を行う日本人バ
ンド。 



メインステージ出演アーティスト ©China Festival 2019 executive committee 2019 

Ayasa 
2018年だけでも20ステージ以上の
海外ライブを行う。独自の地位を確
立させたロックバイオリニスト。 

チェン・ビー（程璧） 
中国山東省出身。北京大学（日本
文化専攻、修士号）卒業。中国を
代表する女性シンガーソングライター。 

チャイナ-ドレス日本総会 
2014年12月27日より創立し、「日
本で中華文化を広げる」という目標を
中心に活動しているNPO組織。 

fumika 
2011年ソニー・ミュージックよりデビュー。
「たいせつな光」をリリース。 
 

陳佳/Kei 
テレサテンを蘇らせたような美声と圧
倒的な声量で観客を魅了。 
 

チャウチャウwith Fantasia 
中国人タレントチャウチャウと「CHN」
を歌うロックバンドとして活動中。 
 



メインステージ出演アーティスト＆司会者 

なるみん（コズミック倶楽部） 
チャイナフェスティバルのダンス指導として
日中交流チームの監督に就任。 

港区帰国者会 
中国残留孤児を中心として、踊りや
楽器演奏、京劇等活動中。 

©China Festival 2019 executive committee 2019 

総合司会 萩本舞 元ミス横浜市立大学グランプリ。モデル、タレント、ラジオパーソナリティ。渋谷クロスFMにレギュラー出演している他、大手広告等に多数出演中。 

中国司会 喬喬（チャウチャウ）中国出身タレント。日中のバラエティー、舞台、映画など幅広いジャンルの仕事をこなす。 

日本司会 鹿島裕介  元ファストフード店長で現在は俳優と言う異色の経歴を持つ。テレビ、映画、舞台、CMに多数出演。 

©China Festival 2019 executive committee 2019 

東京華楽坊芸術学校 
中国民族楽器、西洋楽器、ダンス、
絵画などの教育活動を行う。 



サテライトステージ ©China Festival 2019 executive committee 2019 

総勢22組の出演者でにぎわったステージ。メインステージとは異なったお客様との距離

の近さに臨場感あふれるパフォーマンスを紹介。演目も多岐にわたり、中国舞踊、合唱
、日本舞踏、殺陣、現代ロック、ダンスなど様々な演目を披露。 

ステージ上の様子 
ステージスケジュール 



「チャイナフェスティバル」の応援団。イベントを 
PRしてくれる強力なサポーターが登場！ 
 
山田菜々 
秋元康氏プロデュースにより2010年10月に大阪・なんばを拠点に誕生した、NMB48 
の一期生。2015年4月に卒業。卒業後は舞台・テレビ・ラジオなど中心に活躍中。 
日本に限らず海外の流行りや食に関しても好奇心旺盛で、現在、中国語を勉強中。 

本部企画 

チャイナフェスティバルスペシャルサポーター 

©China Festival 2019 executive committee 2019 



愛称 ふっきくん 
 
誕生日：6月 1日  
（児童節生まれ） 
 永遠の５歳児 
  
性格：コロンコロンしている 
   けどどんなときもカメ 
   ラポーズ！ 
  
にぎやかな家族に囲まれて、 
可愛がられて育ったため、 
楽しいところや面白い人と 
遊ぶことが大好き。 
最近では生まれ故郷だけで 
はなく世界にも興味がうま 
れ、大きなクリクリ目と、 
パンダらしからぬキレッキ 
レッのフットワークの良さ 
で世界各地をコロンコロン 
と活躍中。 

メインキャラクター「福気くん」会場練り歩き ©China Festival 2019 executive committee 2019 

初日3回とステージフィナーレ、2日目1回とステージのパンダ・激辛表彰、フィナーレに登場 



ボランティア計画 ©China Festival 2019 executive committee 2019 

二日目の朝礼後 集合写真 

ボランティア参加人数 
■20日    10人       ■21日  318人 
■22日  283人     ■23日    10人 

総計621人の参加でイベントを支えました 
複数の団体様のご協力により、昨年より 
大幅に参加人数が増えました。 
作業項目も多岐に亘り、様々な活動を 
おこないました。 

400人 = 
一般社団法人 

華人時代 
= 160人 

＜他団体でのボランティア参加＞ 
・明治安田生命保険相互会社様 
・株式会社ウィルレイズ様 



VIPツアー ©China Festival 2019 executive committee 2019 

開会式終了後、来賓のお客様を大使がご案内。会場内を周遊しVIPテントにて休憩
スペースを提供、関連の皆様に楽しんで頂いた。 
  

   

 
■お料理提供：一般社団法人 在日黒竜江省同郷会 
 北京胡同 川香苑／東来順／縄暖簾／しびれ鍋 行っ徳／中華料理 海味鮮 



オフィシャルメディアパートナー 

◇ニコニコ動画・日中ホットラインチャンネル 

 『チャイナフェスティバル2019』を2日間生中継！！ 

 ニコニコ動画が全ユーザー（約６千万人）向けに発信。 

 協力：ムーランプロモーション 

 
◇CCTV株式会社中国電視 

 専用クレーンを使用し4台のカメラで撮影。チャイナフェスティバルを全世界に届け拡散。 

◇小学館『微日伴』 

 日本の最大手出版社「小学館」が運営する中国人向けインバウンドWEBメディア。 

  記事の内容は、小学館が発行する雑誌「DIME」「BE-PAL」「サライ」「美レンジャー」などの 

 媒体を翻訳した記事と中国人目線のユーザーの口コミを投稿、『微日伴』編集スタッフが取材 

 した新規記事の3つを掲載。 

 今回は、チャイナフェスティバルのコンテンツを随時発信。 

©China Festival 2019 executive committee 2019 



プレスリリースを３回発信し、新聞・雑誌・テレビ・WEB媒体に幅広くPR。 
158媒体（日本語媒体73、中国語媒体85）に露出。 
 

広報・宣伝活動 ©China Festival 2019 executive committee 2019 

日本メディア（主なもののみ） 

【当日放送・掲載分】 

テレビ 

NHK 

日テレNEWS24 

TBSニュース 

フジテレビ 

テレ朝 news 

新聞 

共同通信 

産経新聞 

朝日新聞 

中日新聞 

上毛新聞 

西日本新聞 

ラジオ NHK国際放送局 

WEB 
トラベルウォッチ 

ビリビリ 

生放送 渋谷のラジオ 渋ラジ教習所 

【事前告知】（主なもののみ） 
9/20るるぶ＆more.、isuta、ガールズウォーカー、微日伴、ことりっぷ 、シブヤ経済新聞（Yahoo!ニュース） 9/19 ELLE・グルメ、ぐるなび×読売新聞、 
日本テレビ「ZIP!」 
9/18 OKWave 9/10 朝日新聞夕刊、Harumari TOKYO 9/7 料理王国10月号 9/6 インプレスウォッチ 9/3 月刊留学生 9/3 JAPAN ATRACTION 
9/2 国際人流、9/2 秋デートで行きたい代々木公園のイベント7選 9/1 関東東北じゃらん、東京メトロ沿線だより（駅ばりポスターにも！） 8/22 チャイナウォッチ 
8/18 タイムアウト東京 8/17 秋ぴあ、8/17 秋ウォーカー 8/10 2019秋のお出かけガイド・フードフェスＮＡＶＩ 8/5 レコードチャイナ 8/2 アジア経済ニュース 
8/2 オリコンニュース、コンフィデンス 8/1 産経ニュース 



広報・宣伝活動 ©China Festival 2019 executive committee 2019 



広報・宣伝活動 ©China Festival 2019 executive committee 2019 

中国メディア（主なもののみ） 

新华网 “2019中国节”活动在日本东京举行 

环球网 想不到：这么多人看中国的“节日”，居然是在日本！ 

CCTV [新闻直播间]日本 “2019中国节”活动在东京举行 

chubun “2019中国节”在东京代代木公园盛大开幕 

cri “2019中国节”东京受追捧 

湖北省汉川新闻网站 “2019中国节”活动在日本东京举行 

weibo 【#万人空巷看中国# – 目击东京“2019中国节”开幕式[围观]】 

光明日报 “二〇一九中国节”在东京举行 

国际在线 “2019中国节”在日本东京举行 

小春日本 “2019中国节”在东京代代木公园盛大开幕！品美食，感受中国文化！ 

常州网 "2019中国节"大型交流活动于东京代代木公园开幕 

新浪网 “2019中国节”将于9月在东京举行 

人民网－人民日报 “2019中国节”活动在日本东京举行 

大众网首页 “二〇一九中国节”在东京举行 

中国新闻网 “2019中国节”活动在东京开幕 

中国日报网 “2019中国节”活动在日本东京举行 

中国侨网  “2019中国节”日本东京开幕 中华美食人气超高 

中国经济网   “2019中国节”在东京隆重开幕 

日中商报 “2019中国节”于东京盛大开幕 

博聚网 “2019中国节”活动在日本东京举行 

北京日通在线 “2019中国节”在东京代代木公园盛大开幕 

北京日报 “2019中国节”活动在东京举行 

旅日侨网 东京中国节“看点”大剧透 

广西新闻网 “2019中国节”活动在日本东京举行 

东方网 “2019中国节”将于9月在东京举行 

侨网 “2019中国节”活动在东京开幕 

侨园杂志 辽宁歌舞团助阵东京“2019中国节”活动 

汉丰网 “2019中国节”活动在东京开幕 

环球网 万人空巷看中国—— 目击东京“2019中国节”开幕式 

荔枝 日本 “2019中国节”活动在东京举行 

萨苏 万人空巷看中国——目击东京“2019中国节”开幕式 

镇江热线 “2019中国节”日本东京开幕 中华美食人气超高 

闽侨网  “2019中国节”活动将于9月下旬在日本东京举行 



認知力の高い東京メトロにて車内広告を実施し 
「チャイナフェスティバル」を広く一般にＰＲ 

インターサイズ 

シングル 

【W515mm】 

【H
2
8
0
m

m
】 

 掲出期間 2019年8月23日～9月22日 
 媒体：東京メトロ（有楽町線・副都心線、半蔵門線、銀座線、千代田線、日比谷線）2260枚 

★掲出路線と1日平均輸送人数（2015年度） 
有楽町線（107万人）・副都心線（53万人）・半蔵
門線（99万人）・銀座線（108万人）・千代田線
（121万人）・日比谷線（115万人） 

広報・宣伝活動 ©China Festival 2019 executive committee 2019 



  ちらし・パンフレット ©China Festival 2019 executive committee 2019 



  WEBサイト関連 ©China Festival 2019 executive committee 2019 



  舞台看板等 ©China Festival 2019 executive committee 2019 



  バックボード他会場内露出物 ©China Festival 2019 executive committee 2019 



協賛プランのイメージ 【一般協賛枠】 ©China Festival 2019 executive committee 2019 

舞台脇ロゴ掲載/ size: W5000×H4000  2カ所 

入口ゲート/協賛ロゴ掲載/ size: W4800×H1200 

舞台看板ロゴ掲出/ size: Ｗ5400×H1700 

舞台脇ロゴ掲載/ size: W3000×H4000  2カ所 

舞台上手側 舞台下手側 

WEBサイト/パンフレットロゴ掲載 

WEBサイト 

パンフレット 



協賛プランのイメージ 【特別協賛枠】 ©China Festival 2019 executive committee 2019 

メインステージイントレ看板/ size: W1500×H4000 2カ所 

舞台上手側 舞台下手側 

休憩テント協賛/ size: W7200×H900/W5400×H900 



【参考例 飲食店イメージ】 
■ブースサイズ/間口3.6ｍ×奥行3.6ｍ 
【1ブース基本付帯設備】 
■冷蔵庫（100L程度）×1 
■テーブル/ビニールクロス付×2 
 （W1800×D600×H700） 

■イス×2 
■電源1.5kw 
■蛍光灯×1 
■床面ブルーシート養生×1 
■四方囲み幕×1 
 
【2ブース共同使用】 
■上下水道/2層シンク/給湯器/消火器 
※準備および開催期間中、24時間警備 
 

飲食ブース ©China Festival 2019 executive committee 2019 



【参考例 物販店・展示出店イメージ】 

■ブースサイズ/間口3.6ｍ×奥行3.6ｍ 
【1ブース基本付帯設備】 
■テーブル/ビニールクロス付×2 
 （W1800×D600×H700） 

■イス×2 
■電源1.0kw 
■蛍光灯×1 
■四方囲み幕×1 
 
※準備および開催期間中、24時間警備 
 

ブースイメージ 

3600 

3600 

蛍光灯 イス×2 

テーブル（ビニールクロス付）×2 
（W1800×D600×H700） 

電源1.0kw 

四方横幕囲み 

2000 

3300 

物販ブース ©China Festival 2019 executive committee 2019 

http://www.google.co.jp/url?url=http://d-engineer.com/electric/kairokigou.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwix6Z7m9rbTAhXFWrwKHRPyBHUQwW4IGDAB&usg=AFQjCNGblB1UMbe-TJAAuwxnWWxqC7mScw


１） 中国の料理、食材、雑貨、衣料品、サービスなどを取り扱うこと。 
 

２） 「チャイナフェスティバル2019」の趣旨に賛同し、出店規則、会場規則を守ること。 

【出店条件】 

出店カテゴリー 募集数 出店料 ブースサイズ／基本付帯設備 

飲食ブース 
（激辛） 

６ブース 
324,000円 
（30万+税） 

  【１ブースごとに用意】 
  テント間口3.6m×奥行3.6m ／手洗い設備／ 
  床面ブルーシート／冷蔵庫1台（170リットル程度）、 
  机2台、椅子2脚／電源1.5kW／蛍光灯 
 
  【2ブース共同使用】 
  上下水道／2槽シンク／給湯器／消化器 

 
飲食ブース 
（ 一般 ） 

４０ブース 
280,800円 
（26万+税） 

ケータリングカー ４台 
216,000円 
（20万+税） 

  土間渡し  ※電気供給は別途費用 

物販・食材物販 
展示・観光ブース 

５０ブース 
216,000円 
（20万+税） 

  【１ブースごとに用意】 
  テント間口3.6m×奥行3.6m  ／机2台、椅子2脚／ 
  電源1kW／蛍光灯 

※詳細は出店募集要項をご参照ください。 

※ブース数及び付帯設備は変更することがあります。 

出店申込締切日 

2019年8月2日(金） 

申込方法 

出店申込書に必要事項を記入の上、飲食ブースの方は飲食店営業許可証と、 
ＰＬ保険加入証の写しを添えて、メールまたはFAXにてお送りください。 
※出店申込書は、公式サイトよりダウンロードいただけます。  
 

公式サイト ： https://www.chinafes.net/ 
E-Mail ： shop@chinafes.net  FAX 03-3666-8397 

 指定の期日までに入金がない場合、出店申し込み 
 取り消しとなりますので、ご注意ください。 

出店料入金締切 8月16日 17時迄 

出店関連  出店条件、出店料 ©China Festival 2019 executive committee 2019 

mailto:shop@chinafes.net


一般協賛枠 メイン スペシャル プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ 

協賛金額 1080万円 540万円 324万円 108万円 54万円 324000円 

ご協賛特典 

カスタマイズ企画 ご相談 ご相談 

ブース提供 １ブース 半ブース 

舞台看板ロゴ掲載 大 中 小     

舞台脇ロゴ掲載 特大 大 中 小 

入口ゲート/協賛サインロゴ掲載 特大 大 中 中 小    

WEBサイト/ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄロゴ掲載 特大 大 中 中 小  小  

特別協賛枠 提供事項 協賛金額 

モニュメント像協賛 1社限定 会場内中央ステージ前にモニュメントを作成しロゴの掲載。※+ゴールド相当 216万円 

メインステージイントレ看板 1社限定 メインステージイントレ脇の看板※+ゴールド相当 216万円 

休憩テント協賛 4社限定 休憩テントでのロゴ掲載（看板サイズ縦90㎝横360cm×2本掲載）※+シルバー相当 108万円 

サテライトステージ看板 1社限定 
サテライトステージサイド広告(1800×1800×2枚）原稿はご提供下さい※+シルバー
相当 

108万円 

CCTVニコニコ日中ホットライン協賛 
（60秒×1日5回放送） 

自社PR 60秒×1日5回放送（事前収録orCF）※+シルバー相当 108万円 

CCTVニコニコ日中ホットライン協賛 
（30秒×1日5回放送） 

自社PR 30秒×1日5回放送（事前収録orCF）※+ブロンズ相当 54万円 

ステージ利用 2社限定 メインステージ利用権（入れ替え込み30分※正味20分）※+ブロンズ相当 54万円 

以下の通りスポンサー様のご協力をお願いしました。（税込） 

ご協賛プラン ©China Festival 2019 executive committee 2019 



ステージ ©China Festival 2019 executive committee 2019 



会場 ©China Festival 2019 executive committee 2019 



本部企画 ©China Festival 2019 executive committee 2019 



中華人民共和国駐日本国大使館 

運営事務局 
会場・出店管理、施工、予算、広報、ステージ 
渉外、デザイン、WEBサイト、ボランティア 

特別企画 協力団体 

大使館事務局 

【実行委員会 運営体制図】 

実行委員会委員 

出店協賛企業 

実行委員会 運営事務局 
 
青柳 陽一郎         事務総長 衆議院議員 
秋山 岳久          事務総長代理 MCIPホールディングス 
 
川島 隆夫          出店、運営 アイエス 
杉山 彩香          会計、広報、協賛 シルク 
大庭 英雄          式典、ステージ 
飯塚 幸之介         舞台制作 飯塚舞台事務所 
中谷 信一          ボラ、サテライト 
杉本 次郎          デザイン、WEB 杉本デザイン 
清水 貴文          運営、協賛 
馬  思騎          運営、企画交流  
陳  雅           運営  
中村 俊弘      施工、運営 エクスアドメディア 
君塚 明弘      施工、運営 エクスアドメディア 
グエン トロンズン  施工、運営    エクスアドメディア 
高島 栄治      施工、運営          エクスアドメディア 
三浦 忠           企画激辛、ビール J-minds 
渡辺 健一          企画パレード シルク 
佐々木忠司            ステージ  
高橋 英樹          ステージ 湘南FMナパサ 
高島 正人          デザイン 地球の歩き方 
横田 進           協賛、企画卓球 スコープ 
夏 夢楠           ボランティア 在日華人圏 
平野 崇明          企画交流    シルク 
下農 淳司          SNS  
小林 純子          協賛  上海和僑会 
二宮 絵里子         企画パンダ   
小宮 一朗            協賛 
大熊 里佳          協賛 
于          記録 
王何 石卉      運営 
佐藤 雅之      運営 

事務局運営体制 

総合司会          萩本舞 
中国語司会         チャウチャウ 
日本語司会       鹿島裕介 
スペシャルサポーター  山田菜々 
フードサポーター      二宮絵里子 
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