
東京味わいフェスタ2019 
有楽町エリア 

出店のご案内 
平成31年4月 



 イベント概要 

タ イ ト ル  東京味わいフェスタ2019 〈有楽町エリア〉 

テ  ー  マ    “バラエティー・オブ・ニッポン” 東京と日本各地の多彩な味わい堪能エリア 

内   容   東京都の施策「ALL JAPAN&TOKYOﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」との連携。 都内だけでなく、日本各地のご当地グルメやお酒等の紹介・販売。 

日   程   2019年10月11日(金)･12日(土)･13日(日) 

          各日 11～20時 ※雨天決行（荒天中止） 

会   場  東京国際フォーラム 地上広場（屋外） 

企画制作   株式会社東京国際フォーラム  

 

 

 

 

 

 

 

【東京味わいフェスタ2019全体概要】 

 主 催： 東京都・東京味わいフェスタ実行委員会（東京都・東京国際フォーラム・三菱地所・三井不動産、他） 

 目 的： ①東京食材の魅力を普及・啓蒙 ②東京の魅力を発信  

 会 場：  丸の内エリア（丸の内仲通り・行幸通り） 

        有楽町エリア（東京国際フォーラム 地上広場） 

        日比谷エリア（日比谷公園・東京ミッドタウン日比谷） 
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○丸の内エリア 

  東京産食材の魅力を凝縮した「MADE IN TOKYO」エリア 

  →丸の内シェフズクラブの有名シェフが東京産食材を使った料理を  

    キッチンカーで販売 

○日比谷エリア 

  東京のエンターテイメント発信拠点エリア 

  →映画上映等エンターテイメント企画に加え、有名店による   

    東京都産食材を使用した料理を販売 



 イベント概要 

企 画 構 成        
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1. 日本各地のご当地グルメ販売 

2. 日本各地のお酒販売 

3. 東京のグルメ・お酒販売 

4. ご当地音楽ライブ・ゆるキャラステージ 

5. ラグビーＷ杯開催都市のご当地グルメ販売 



 有楽町エリア構成 
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1. 日本各地のご当地グルメ販売 
   出来立てのご当地料理を調理･販売（キッチンカーまたはテント）   

※掲載している写真や出店者は過去のものです。 



 有楽町エリア構成 5 

2. 日本各地のお酒の販売 
  ご当地のビール・日本酒・日本ワイン・焼酎の試飲や販売   過去のご出店者：日本地酒協同組合様・キリンビール様etc… 

※掲載している写真や出店者は過去のものです。 



 有楽町エリア構成 6 

3. 東京のグルメ販売 

  多摩地区、伊豆・小笠原諸島など東京島嶼部のご当地グルメ・お酒及び東京の全蔵元のお酒を販売 

※掲載している写真や出店者は過去のものです。 



 有楽町エリア構成 7 

 4. ご当地音楽ライブ・ゆるキャラステージ 
  会場の賑やかしのために、特設ステージでご当地音楽ライブや、ご当地ならではの伝統芸能パフォーマンス、 

  また、ゆるキャラによるステージパフォーマンスを展開 

  ステージの合間には出展者ＰＲタイムをご用意 

 

※掲載している写真や出店者・出演者は過去のものです。 



 有楽町エリア構成 
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5. ラグビーＷ杯開催都市のご当地グルメ販売 
   2019年9月から開催されるラグビーワールドカップ2019日本大会の開催にあわせ、ラグビー競技の普及啓発を目的に 

   国内12の開催都市のご当地グルメをキッチンカーで販売。 

   ※本企画は、1．日本各地のご当地グルメ販売 の出店募集とは別企画となりますので、該当開催都市自治体様からの 

    1．日本各地のご当地グルメ販売 への出店を妨げるものではございません。 

  

札幌市（北海道） 釜石市（岩手県） 熊谷市（埼玉県） 東京都 

静岡県 横浜市（神奈川県） 豊田市（愛知県） 東大阪市（大阪府） 

神戸市（兵庫県） 福岡市（福岡県） 熊本市（熊本県） 大分県 



 ご出店の募集について 
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 今回、 1. 日本各地のご当地グルメ販売 企画に 

 ご出店頂く店舗様を募集いたします。 

 募集する出店者の出店形態は、以下の２通りとなります。 
  

 ○ テントでの調理販売 
 ○ キッチンカーでの調理販売 
 

※必ず1品は、ワンコイン（税込500円）以内で購入可能なメニューをご用意下さい。 
※ストローや容器、カトラリー等については、原則として紙製品など、プラスチック製 
 品以外をお使いください。ただし、提供商品の性質上対応が困難などの理由により、 
 プラスチック製品を使用する場合は、可能な限り再生プラスチック・生分解性の製品 
 をお使いください。 
※10月1日より消費税率が引き上げられますが、当イベントでの調理販売物品は全て 
 「外食」の扱いとなり、標準税率（10％）が適用されます。 
 軽減税率（8％）の適用とはなりませんのでご注意下さい。 



 ご出店に関する基本事項 テント販売 
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●ご出店用テント 幅3600×奥行き2700 
  基本仕様：①催事ロゴ入り統一サイン看板 スポットライト付 
          ②三方幕（閉店時用正面隠し幕付） 
          ③机４台 幅1800×奥行き600 
          ④折りたたみイス２台 
          ⑤電源100V15A平行１回路（コンセント２口） 
          ⑥テント内照明（蛍光灯） 
          ⑦消毒液 
          ⑧簡易手洗い（1層シンク） 

※出店料及び売上手数料は頂戴しません。 

●商品及び材料等の輸送費 
●調理に必要な備品（鉄板、電磁調理器、ガスコンロなど） 

●販売に係る必要備品（つり銭等）、スタッフ（宿泊費等） 

●オプション費用（追加備品・電気工事費、廃棄物処理等） 
  オプション例：冷蔵庫・ガスコンロ・電磁調理器等備品、ゴミ処理費（1袋700円程度） 

□■テントでのご出店に関するご注意事項■□ 
・保健所の指導により、テント内で調理したものを販売する場合、販売可能な食品は上記の表に記載のあるものに限られます。 
 また、複数のメニューを調理販売する場合、当該食品の全てが上記の表において同一分類である必要があります。 
 一部を除き、客への提供直前に加熱処理が行えるもの以外は取り扱いができず、テントでの仕込み行為（原材料の細切等）もできません。 
・生もの（さしみ、すし等）、生クリーム、カスタードクリームの取扱いはできません。 
・保健所の指導により、販売できなくなる品目がでてくる可能性があります。 
・酒類を缶や瓶等未開封の状態で販売する場合、所管税務署（麹町税務署）に「期限付酒類小売業許可」の届出を行う必要があります。 
・炭火、まき、発電機は利用できません。 
・車両の留め置きスペースとして、フォーラム館内にある一般駐車場（車高制限2.2m未満）をご利用頂けます。 
 ご希望の出店者の方には、無料で精算できる駐車券をお渡しします。（お渡しする駐車券の枚数には限りがあります。） 

 

調理販売可能食品一覧表 

主催者が提供するもの（無料） 

出店者様にご負担いただくもの 



 ご出店に関する基本事項 キッチンカー販売 
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●キッチンカー出店スペース 
●催事ロゴ入り統一サイン看板 
 

※出店料及び売上管理手数料は頂戴致しません。 

主催者が提供するもの（無料） 

●キッチンカー 
  床汚れ防止のため、出店スペースの床面養生をお願いします。 
 

●商品及び材料等の輸送費 
●販売に係る必要備品（つり銭等含む） 

●販売スタッフ（宿泊費、交通費等を含む） 

●オプション費用（追加備品・電気工事費、廃棄物処理等） 
  オプション例：机・イス等備品、ゴミ処理費（1袋700円程度）など 

出店者様にご負担いただくもの 

□■キッチンカーでのご出店に関するご注意事項■□ 
・使用する車輌は、東京都が定めた施設基準に合致した施設を作り、東京都での営業許可を取得することが必要です。 
 主催者は、営業許可の取得代行は致しません。 
・キッチンカーの設備・仕様（積載水タンク容量など）により販売品目及び品目数が限定されます。 
・事前に「営業許可書」「設備・仕様が分かる資料」「食品衛生責任者の証明証」の写しを提出していただきます。 
・発電機の使用はできません。 
・提供を希望するメニューを事前に申請していただき、提供メニューを確定します。 
・生もの（さしみ、すし等）、生クリーム、カスタードクリームの取扱いはできません。 
・必要に応じて、保健所及び消防署の指導が入る場合があります。 



 前回実績 12 

有楽町エリア 
天気 

気温・最高(最低)  人数 

10月5日（金） 11:00~21:00 
雨のち曇り 

19.9（17.9） 
15,500 

10月6日（土） 11:00~21:00 
晴れ 

29.1（18.5） 
17,700 

10月7日（日） 11:00~20:00 
晴れ 

32.1（24.0） 
20,505 

合計 53,705 

丸の内エリア 

10月5日（金） 11:00~21:00 9,892 

10月6日（土） 11:00~17:00 10,546 

10月7日（日） 11:00~17:00 26,420 

合計 46,858 

前回概要 

■タ イ ト ル     東京味わいフェスタ2018 “バラエティー・オブ・ニッポン”  

■日程・時間   2018年10月5日(金)･6日(土)･7日(日)   ※雨天決行（ただし荒天は中止の場合あり） 

      5日（金）・６日（土）  11：00～21：00   7日（日） 11：00～20：00 

■出店者数    27店舗 （テント販売：13店舗  キッチンカー販売：13店舗  ワークショップテント：１店舗） 

来場者数 

売上金額 

 出店者総売上平均 572千円 

 キッチンカー売上平均 632千円 

 テント販売売上平均 512千円 

１日目 2,170,520 

２日目 5,904,650 

３日目 6,858,940 

総合計 14,934,110 参考： 2017年 9,869千円  2016年 9,345千円   2015年 8,850千円 

(単位:円) 

１日 
平均 

3日間 
平均 

 出店者総売上平均 191千円 

 キッチンカー売上平均 211千円 

 テント販売売上平均 171千円 

日比谷エリア（日比谷公園） 

10月6日（土） 11:00~17:00 11,659 

10月7日（日） 11:00~17:00 19,779 

合計 31,438 

日比谷エリア（ミッドタウン日比谷） 

10月5日（金） 11:00~21:00 9,535 

10月6日（土） 11:00~21:00 14,988 

10月7日（日） 11:00~20:00 23,448 

合計 47,971 



 スケジュール 13 

開催前スケジュール（予定） 当日スケジュール 

日程 内容 

４月 上旬 出店者募集開始 

７月 上旬 
出店者・ステージ出演者確定 
パンフレット等告知物制作開始 

   中旬 
出店確認書送付 
運営事務局開設 

   下旬 開催プレスリリース 

８月 上旬 販売品目等確定 

   下旬 出店マニュアル送付 

９月 中旬 各種申請書等受付開始 

10月11～13日 東京味わいフェスタ2019開催 

10/10 木       
出店者 
準備作業 

  

10/11 金 
出店者 
準備作業  

本番（11:00‐20:00） 閉店作業 

10/12 土   
出店者 
準備作業 

本番（11:00‐20:00）  閉店作業  

10/13 日   
出店者 
準備作業 

本番（11:00‐20:00） 
売上報告 
撤去作業 

7:00 8:00 11:00 17:00 20:00 

消防査察の様子 保健所査察の様子 


