
平素より、当協会の活動につきましては多大なご協力を賜り、厚く御礼申しあげます。

この度、第10回ファーマーズ&キッズフェスタ2019についてご案内いたします。

「ファーマーズ＆キッズフェスタ」は、『日本の農と食の素晴らしさを、都会の子どもたち

に発信したい！次世代の消費者をファンにしたい！』という思いをもつ農業法人が集い、

2010年の第１回から継続して開催しております。

第9回となった昨年は晴天に恵まれ、2日間で約5.5万人の方にご来場いただきました。

今回も多くの来場者が見込まれるとともに、都会の子供たちに本物の農産物・農業の姿

を伝える場として、また、農産物・農産加工品のＰＲの場として期待されるところです。

“農と食が子どもを元気にして、日本を元気にする” その目標に向かって第10回の

「ファーマーズ＆キッズフェスタ」を成功させるべく、皆様のご出展・ご協力をお待ちしてお

ります。よろしくお願いいたします。

本件に関するお問い合わせ

公益社団法人日本農業法人協会

担当 ： 田畠・名取・鈴木 （ ＴＥＬ ： 03-6268-9500 ）
ＦＡＸ ： 03-3237-6811 E-MAIL ： fk-info@farmerskids.jp

～農業と子どもの元気が日本を元気にする～

イベントの詳細はホームページ http://farmerskids.jp/ をご覧下さい。

テントご出展のご案内

平成31年4月吉日

開催日・天候
2018年11月10日（土） 晴れ 気温24℃

11月11日（日） 晴れ 気温20℃ 

来 場 者 数
2日間合計 54,180人
[内訳：11月10日（土）22,680人 ・11月11日（日）31,500人]

出展団体数 88団体（日本農業法人協会会員51 / 協賛企業・協力団体37）

出 展 コ マ 数 114コマ（テント数98・軽トラ市6・キッチンカーほか10）

◆ 前回・第9回ファーマーズ&キッズフェスタ2018の実績

第１０回ファーマーズ＆キッズフェスタ２０１９

大人気の八百屋さん体験 プロ農業者が提供する収穫体験 こだわりの農畜産物・加工品の販売

http://farmerskids.jp/


都内では入手しにくい農産物やジュース、味噌、などの様々な加工品、その場で食べてもらえ
るスープや唐揚げなど、貴社の有する様々な商材に対するテストマーケティングの場としてご活
用ください。新鮮な食材はもちろん、小分けの商品で食べ比べできるようなセットも人気です。

① 物販テント

野菜の食べ比べやジュースの中身当てクイズなどを通じて、野菜ができるまでの流
れや加工の話などを都市部の子どもたちに教えてあげてください。子どもたちは、気

軽に参加できる楽しいワークショップを楽しみにしています。
貴社と、貴社が取り組む農業の現場を知ってもらう場として、有効な情報発信が可
能です。

ご活用のポイント

東京都心在住の５万人以上の消費者から、貴社のファンを作りませんか？

② ワークショップテント

③ 若手の活躍の場として

日本にはこれだけ若い農業者が頑張っているんだ！というメッセージを発信するためにも、若
手と日本最大の消費地に住むファミリーとの接点の場としても、ご活用いただけます。

(１) 名 称
第１０回ファーマーズ＆キッズフェスタ２０１９
～農業と子供の元気が日本を元気にする～

【開催概要】

(２) 日 程

(３) 場 所

(４) 主 催

(５) 後 援
※昨年実績

２０１９年１１月９日（土）・１０日（日）
１０時００分 ～ １６時００分 ※雨天決行

日比谷公園（大噴水広場・第２花壇・にれの木広場・小音楽堂）

農林水産省、経済産業省、消費者庁、総務省、文部科学省、

東京都、NHK 等（２８団体）

ファーマーズ＆キッズフェスタ実行委員会

（公益社団法人日本農業法人協会）

第１０回ファーマーズ＆キッズフェスタ２０１９

途切れなくお客様がいらっしゃいました 物販テントの様子 キッズが楽しめるステージもたくさん！



会員・都道府県
農業法人組織限定

食品を販売される場合･販売品目･調理方法によって、追加設備が必要な場合があります。詳しい分類は、
４ページ「（参考）第９回ファーマーズ＆キッズフェスタ２０１８の追加設備・備品について」に記載ＵＲＬの
「食品の取り扱いについて（８ページ以降） 」をご確認ください。

・農産物や食品の販売（試食・試飲なし）
※魚介類・食肉・乳製品を除く

追加設備なし

・煮物、焼き物、お好み焼き、茹物、蒸物、焼きそば、揚げ物
焼き菓子、団子、ドッグ類等の加熱調理後に提供する食品
※テント内では下処理（食材のカット等不可）

＋￥10,000.- ・ 税別
簡易手洗いセット

プランＡ

・カレーライス類
・麺類（うどん、そば、ラーメン、スパゲッティ）
・アイスクリーム（カップアイスはプランAでも販売可。

＋￥100,000.- ・ 税別
2層式ｼﾝｸ・ﾎﾟﾝﾌﾟ式薬用石鹸

プランB

・ご飯の炊飯、丼物、その場でにぎるおにぎりの販売
・牛乳、ソフトクリーム等の乳製品
（ヨーグルトはプランAでも販売可能）

別途見積
キッチンカー等

プランC

調理をする場合は、床面の養生設備のお申込が必要です。
設置・撤去、処分、原状復帰費用込み。詳細は、4ページ｢（５）会場の原状復帰について｣に記載。

給
排
水
設
備

床
養
生

＋￥5,000.- ・ 税別 小テント＋￥ 8,000.- ・ 税別
大テント＋￥10,000.- ・ 税別

テント内で調理 ブルーシート テント内で油調理 耐油熱養生

【その他追加設備について】

【出展プランのご案内】

• プランにより、テントサイ

ズが異なります。右記を

ご確認ください。

• このプランには電気・ガ

ス・水道の設備はありま

せん。追加で使用する場

合は、別途使用料・工事

費等が発生します。詳細

は、下記の「その他追加

設備について」と出展決

定後にお送りする「出展

の手引き・追加備品申込

書」をご確認ください。

• この出展プランは日本農

業法人協会正会員・都

道府県農業法人組織の

みの適用です。 その他

の団体・個人は適用され

ません。ご了承ください。

￥５０,０００.- プラン 【テントサイズ：小（1.5間×2間）】 税別

基本備品
テント １張
看板 １枚

テーブル １台
パイプイス ２脚

約2.9ｍ

約3.6ｍ

約1.8ｍ

約2.7ｍ

●○●○●

【テーブルサイズ】
W1800×D600×H700

【看板サイズ】W1200×D260

￥８０,０００.- プラン 【テントサイズ：大（2間×3間）】 税別

基本備品
テント １張
看板 １枚

テーブル ２台
パイプイス ４脚

約2.9ｍ

約5.4ｍ

約1.8ｍ

約3.6ｍ

●○●○●○

【テーブルサイズ】
W1800×D600×H700

【看板サイズ】W1200×D260

※ワークショップ出展時の支援策
• テント１張全てをワークショップのみで利用される場合、 １テントに限り、当該テント分の出展料は請求
いたしません。 （当該テントの一部で販売をする場合は出展料を請求いたします。）
例：大テント１張（販売）・小テント１張 （ワークショップ）で出展するケース⇒大テント１張分のご請求



○追加備品・設備のほか、出展の手引き、食品の取り扱いについては、以下ＵＲＬから
ご確認ください。（ＵＲＬ） http://hojin.or.jp/tebiki9thFK2018.pdf

第１０回ファーマーズ＆キッズフェスタ２０１９

出展お申込みに際しての重要確認事項

（１）お申し込み後のキャンセルについて

○お申し込み後のキャンセルについては下記の通りとさせて頂きます。
受付開始 ～ ８月９日（金） 無料

８月１０日（土） ～ ９月６日（金） 出展料の50%
９月７日（土） ～開催当日 出展料の100%

（４）お申し込み後の各種提出資料について

○お申し込み後、保健所や消防などへ提出するための各種様式をご送付いたします。
○それぞれに提出期限を設けていますので、期日までの提出にご協力ください。
○各種届が大幅に遅れた場合は、ご希望通りの出展内容にできないことがあります。

（５）会場の利用及び原状復帰について

○円滑なイベント運営のため、主催事務局から指示を受けた際は必ず従ってください。

○イベント会場は東京都が管理する公園のため、原状復帰が義務づけられております。
○地面保護のため、調理や重量物を取り扱う場合は、養生ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ（大小ﾃﾝﾄ共通・

¥5,000.-）、また油調理や油分の強い物品を取り扱う場合等は、 上記ブルーシートに加え
耐油熱養生（小ﾃﾝﾄ￥8,000.-、大ﾃﾝﾄ￥10,000.-）を必須とします（税別、設置・撤去・処分
込み）。公園使用の美化にご協力をお願いします。

○終了後、公園の地面が大きく汚れていたり、破損している箇所がある場合（とくに油汚れ）
は、特別清掃を実施する場合があります。

○特別清掃に際して、汚染・破損個所の使用者が特定できる場合は、特別清掃等の処理費
用を後日請求させていただく場合があります。

※皆様が適切にご利用いただきますことで、次回の会場予約・開催に繋がります。

お申し込みの際には、留意事項として下記の内容にご承諾いただいたものとします。

（参考）第９回ファーマーズ＆キッズフェスタ２０１８の追加設備・備品について

（３）ご出展枠について

○出展枠には限りがあります。 お申込み数が多い場合は、出展内容、過去の実績、
申込順等 を考慮して、調整・決定させていただきます。ご理解いただきますよう、
よろしくお願いいたします。

（２）ワークショップのご出展支援について

○「子どもたちに日本の農業の魅力を伝える！」というフェスタ本来の目的を達成するため、
物販のみならず、子どもたちが気軽に参加できる楽しいワークショップもご検討いただきま
すよう、よろしくお願いいたします。

○このため、前ページのとおり、ワークショップ出展の支援策を設けておりますが、事前のお
申込みと当日の出展内容に違いが認められる場合は出展料を請求する場合があります。

会員・都道府県
農業法人組織 限定

http://hojin.or.jp/tebiki9thFK2018.pdf


第１０回ファーマーズ＆キッズフェスタ２０１９

ワークショップ出展をご検討の方へ
子ども向けワークショップ例のご紹介

会員・都道府県
農業法人組織 限定

１ ワークショップの実施にあたって
 ワークショップの内容は、「生産現場を想像できる体験」、「知識・理解を深める学

び」、「実際に手を動かす図工」等が好ましいです。
 主なターゲットは3歳～小学生低学年になります。この年齢層の子どもたちが楽し

めるワークショップを提供してください。また、子どもに加え、小学校高学年～中学
生、大人も一緒に楽しめるワークショップも好まれます。

 参加費の設定は、体験に必要となる原材料がかかるもの等に絞って設定すること
が望ましいです。目安は、1人につき100円～200円が多く、アンケートでは家族や
複数人で行う場合は500円程度なら参加したいとの声がありました。掲示では、金
額だけでなく、家族での参加を促したり、こんなものが持ち帰れるなど具体的に案
内をすると良いでしょう。

 テント内には、テーマに沿った学習パネル･配布物があると良いです。

２ ワークショップ例

分類 実施内容

収穫体験 農業の醍醐味の一つ、収穫を体験して農業を学ぼう！

苗作体験 野菜苗の植え付け体験/お米に関するクイズ

実験 今年の子ども科学教室。「お米」に関する実験。

料理体験 干し柿づくり、野菜の種植え体験、稲ワラ馬の飾り作り

料理体験 おいしさをまるごと引き出す圧力なべを使った簡単お料理体験

料理体験 バターづくり体験

料理体験 もみ殻かまど実演、オリニギリづくり体験

製作体験 恋の予感の米ぬかを使用した米ぬか粘土ワークショップ

製作体験 ぶどうのツリーづくり

製作体験 フラワーアレンジメント、木ゴムデッポウ車の製作体験

製作体験 稲わらを使ったクリスマスやお正月に飾るリース製作体験

製作体験 野菜や果物の折り紙、プラ板アクセサリーを作ろう

製作体験 どんぐりを使用したワークショップ

クイズ・ゲーム 野菜に関するクイズ大会

クイズ・ゲーム 農研機構が作ったいろんな品種や、植物の種を当てるクイズ

クイズ・ゲーム 野菜の糖度や重さを当ててみよう！



会員・都道府県
農業法人組織限定

A：ご参加申込書 【お申込期限：7月31日（水）】
下記内容をご確認・ご記入のうえ、メールまたはFAXにてご返信ください。
ご返信先 【ＦＡＸ】 ０３－３２３７－６８１１ 【E-MAIL】 fk-info@farmerskids.jp

申込日： 年 月 日

会社名

「出展お申込みに際しての重要確認事項」の内容に了承のうえ、第10回ファーマーズ＆キッズフェスタ2019へ
の出展参加を申し込みます。

（１）出展者情報

所在地

ＴＥＬ FAX

担当者名 所属・役職

担当者携帯 Ｅ−ＭＡＩＬ

（２）出展プラン
ご希望プランの数量・計をご記入ください。お申込後変更を希望する場合は、事務局までご相談ください。
※ワークショップのテントはテント数のみを記載し、小計には含まないでください。

テント名

プラン名 プラン内容 金額 申込数
※うちﾜｰｸ
ｼｮｯﾌﾟのﾃﾝﾄ

小計（税別）

基本プラン

５万円プラン 小テント１張 ¥50,000.-

８万円プラン 大テント１張 ¥80,000.-

追加プラン ※後日お送りする「提出書類B」にて正式にお申込ください。

プランA 簡易手洗い ¥10,000.-

プランB
２層式シンク等

ポンプ式薬用石鹸 ¥100,000.-

プランC キッチンカー 別途ご相談

（調理時必須）
設置・撤去・処分・原
状復帰費用込

養生ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ・大小同 ¥5,000.- 調理時必須

耐油熱養生・小ﾃﾝﾄ ¥8,000.- 油調理時
必須耐油熱養生・大ﾃﾝﾄ ¥10,000.-

合計 （税別） すべて税抜価格です。別途消費税がかかります。 ￥

（3）ご出展内容 該当する①〜⑤の番号をご記入ください。 ご記入欄

①農産物・加工品の販売（試食・試飲なし） ②農産物・食品の販売（試食・試飲あり）
③調理販売、調理食品の無料試食 ④ワークショップ・企業PR（試食・試飲なし） ⑤ワークショップ・企業PR（試食・試飲あり）

具体的な内容をご記入下さい。 ※販売予定の食品、調理メニュー／企業PR、ワークショップの内容（時間や金額）

○ご出展枠には限りがございます（日比谷公園の利用ルール変更に伴うもの）。お申込み数が多い場合等は、
出展内容、過去の実績、申込順等を踏まえ、調整・決定させていただきます。

○全体レイアウト調整で、大テント１張→小テント２張への変更(面積同じ)の相談を申しあげる場合がございます。

mailto:fk-info@farmerskids.jp

