
 
 
 
 

 
　Tokyo Harvest brings together food from the best ranchers, fishers, and farmers of Japan in a show of                  
appreciation. From October 11-13th, 2018, Tokyo Harvest will be held at Toranomon Hills and Shin Tora                
Avenue in downtown Tokyo. This year marks the 6th anniversary of the annual festival that welcomed over                 
40,000 visitors at lasts year’s event. Only at Tokyo Harvest will you be able to encounter “100 Authentic                  
Japanese Food Experiences” held throughout the Japanese food stalls, market, food trucks, workshops, and              
live performances. There’s something entertaining for everyone! Over the three days, you can feel the wonder                
of Japan’s agriculture and fishing industry. (For more information regarding “100 Japanese Experiences”,             
please visit our homepage.) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
■”Beautiful Landscape of Japan”, Expressing the beauty of rice terraces in Tokyo  
The nostalgia of old Japan and the beautiful countryside comes to life as Toranomon Hills’ patio is transformed                  
into an artistic 30-meter rice terrace. Prepare for fun as we bring the feeling a rice field to the middle of Tokyo. 
 

■Floating from above “Vegetable Lanterns” embrace the venue  
It is said soft and warm light represents wisdom. Following the 770-year tradition of lantern making, Tokyo                 
Harvest uses vegetable peels to create a symbol representing the wisdom passed down through food and to                 
show gratitude.  
 

■Chefs and Food Researchers ,“Food Pros” , collaborate at the food stall 
Over three days chefs and food researchers, “Food Pros”, collaborate to create special menus at the food                 
stalls. Lining the other side of the street you’ll find select Japanese alcohol and a traditional drinking street                  
vibe. The counter seating creates an intimate atmosphere to build friendships and enjoy the early fall weather                 
while drinking Japanese sake, shochu, and local wine.  
 

■Enjoy the umami flavor at each of the food trucks  
The food trucks feature unmistakable Japanese umami flavor like         
fresh scallops from Tohoku grilled to perfection and Goto udon from           
Nagasaki! You can also savor ”San go hachi” slightly sweet and rich in             
umami fermented foods from Fukushima, Yamanashi, and Akita at the          
food trucks. 
 

■All you can gather shiitake mushrooms!　 
At the market, you can interact with the farmers in special activities            
like at the Tsushima (Nagasaki) booth where you can have fun           
gathering as many mushrooms as you can. Experience harvesting as          
you dig for taro roots at the Iwaki (Fukushima) booth. Make your own             
original furikake seasoning to add flavor to white rice and learn about            
the history of vegetable cultivation all at the market!  
 

■Make rice balls using fillings from all 47 prefectures of          

Japan! 
Experience the taste of all Japan at the rice ball workshop.           
(Registration begins in September) From all 47 prefectures of Japan,          
you can try making rice balls, ferment sweet sake, taste an original            
lemon sour recipe created by a lemon farmer and much more. As you             
learn about the Japanese way of filleting fish, drink specially selected           
sake pairings and experience authentic Japanese culture in both         
English and Japanese.  

■Experience Japanese farming with a sports style twist  
Have fun while experiencing farm work and learning about Japanese          
food at the “Harvest Games” Join the popular rice planting race or try             
our new sports style farming games.  
 
 
 
 

 
 



 
 

■Enjoy popular regional goods 
The beauty of local food culture can be experienced at the “Furusato            
Choice” area. Food personally selected by farmers, ranchers and         
fishers can be tasted at the food trucks  and market. 

 
■This year’s theme is “Wonderful Japan” 
This year at Tokyo harvest, we show appreciation to the farmers,           
ranchers, fishers and all who bring food to our tables. At Tokyo            
Harvest, you can experience authentic Japanese flavors and enjoy         
learning about “Wonderful Japan” by using your hands to make, eat,           
play and say “itadakimasu”! 
 
 

■Event Details 
October 11 (Thursday) ;  12  (Friday) 4:00 PM- 8:00 PM 
                13 (Saturday  )11:00 AM- 7:00 PM 
Location：Toranomon Hills （〒105-6390 Tokyo Minato-ku     
Toranomon 1-23-1・Shin Tora Ave 
Admission：Free 
Homepage：http://www.tokyoharvest.com/ 
Facebook：https://www.facebook.com/tokyoharvest/ 
Instagram：https://www.instagram.com/tokyo_harvest/ 
 
■主催：東京ハーヴェスト実行委員会 
（オイシックス・ラ・大地株式会社、カフェ・カンパニー株式会社、一般社団法人　東の食の会） 

■プレミアム・パートナー：ふるさとチョイス 
■スペシャル・パートナー：キリン株式会社、岩手県 
■メイン・パートナー：株式会社伊藤園、亀田製菓株式会社、キッコーマン株式会社、 
株式会社永谷園、日立アプライアンス株式会社、三島食品株式会社、 
ロート製薬株式会社、長崎県新上五島町  
■パートナー：大塚食品株式会社、株式会社小田原鈴廣、ハウス食品グループ本社株式会社、 
茨城県・JA全農いばらき、IWAKIふるさと誘致センター、岐阜県恵那市、長崎県対馬市、 
沖縄県北中城村、新潟県十日町市、福井県福井市、福岡県福岡市、宮崎県、山形村短角牛肥育部会 
■サポーター：株式会社フロンティアインターナショナル 
■特別協力：新虎通りエリアマネジメント協議会、一般社団法人新虎通りエリアマネジメント、森ビ
ル株式会社 
■後援：農林水産省 
 
▼出店者一覧と実施内容▼（五十音順） 
株式会社伊藤園 【マルシェ】お茶のおもてなし 
大塚食品株式会社 　　 【屋台】当日限定カレーの販売 
株式会社小田原鈴廣 【ワークショップ】板かまぼこ×日本酒のペアリング 
亀田製菓株式会社 　　 【マルシェ】柿の種の試食・販売など 
キッコーマン株式会社 【ステージ】空手体験イベント、豆乳の試飲提供 
キリン株式会社 【キッチンカー】東北応援企画。東北の海産物・農産物をつかったお料理 
旬八青果店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【マルシェ】神山すだちのつかみどり、ほか旬の青果販
売　※11/12～13のみ出店 
株式会社永谷園 【マルシェ】自社農園の葉物野菜販売 
ハウス食品グループ本社株式会社 【マルシェ】世界初の辛くないたまねぎ、スマイルボールの試食販売 
日立アプライアンス株式会社 【マルシェ】日立・炊飯器「ふっくら御膳」シリーズ最高級モデルでの
ごはんの試食提供 
ふるさとチョイス  【キッチンカー・マルシェ・屋台・ステージ】ふるさと納税で人気の特
産品販売など 
三島食品株式会社  【マルシェ】「MYふりかけを作ろう」ブースの展開 
ロート製薬株式会社 【マルシェ】麹発酵飲料「JIYONA」の試飲・販売 
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茨城県・JA全農いばらき 【屋台】茨城県産れんこんを使ったメニューの販売 
岩手県【漆DAYSいわて　in　TOKYO】 漆文化の紹介や岩手県産漆器の展示販売   
IWAKIふるさと誘致センター 【マルシェ】いわき市の名産・特産品の販売 
沖縄県北中城村  【屋台・マルシェ】パッションフルーツとアーサを使ったメニューの販売 
岐阜県恵那市  【マルシェ】恵那市の名産・特産品の販売 
長崎県新上五島町  【キッチンカー】五島うどんの販売 
長崎県対馬市  【マルシェ】対馬市の名産・特産品の販売 
新潟県十日町市  【マルシェ】十日町市の名産・特産品の販売 
福井県福井市  【マルシェ】米どころ福井のお餅、お米、野菜の販売 
福岡県福岡市  【マルシェ】福岡市の水産加工品を販売  
宮崎県  【屋台】宮崎の伝統野菜「佐土原ナス」とみやざき地頭鶏（じとっこ）を使った料理 
山形村短角牛肥育部会 （岩手県） 　　　　　　　【屋台】山形村短角牛を使ったメニューの販売（ヒレのステーキ
など） 

 
 
 
◆「東京ハーヴェスト2018」は、内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推
進本部事務局の委託により、「平成30年度オリンピック・パラリンピック基本方
針推進調査に係る試行プロジェクト」として実施されています。 
 
 
 
 
◆「東京ハーヴェスト2018」は「東京の魅力発信プロジェクト」※に採択されています 
～伝統と革新が交差する「東京の魅力」を、「食」を通して世界にアピール～ 
 
　東京都は、国内外に向けて旅行地としての東京を強く印象づける「東京ブランド」の確立に向け取
り組んでいます。その一環である「東京の魅力発信プロジェクト」※に、「東京ハーヴェスト2018」
が採択されました。本イベントでは、「日本の食における伝統」と「東京らしい革新的なスタイル」
の交差により、東京ブランドをPRします。 
 
※「東京の魅力発信プロジェクト」は、東京ブランドアイコン「Tokyo Tokyo Old   
meets New」を効果的に活用しながら、 
都と民間事業者が連携し、東京の魅力の発信等を行う事業です。 

 

 
 






