
【PRESS RELEASE】成田空港活用協議会 
令和元年１１月１８日 

 
 

 

 

増加している訪日客の中には、宗教上の制約（ハラール）や、倫理・健康に配慮し

た食習慣（ベジタリアン等）を持つ方も多く、「日本の食を楽しみたいが、安心して

食べられるものがわからない」という声もあります。今回、成田空港活用協議会では、

ベジタリアン・ムスリムフレンドリー等、制限に対応する食が県内各地で提供され、

訪日客等が安心して県産品などを使用した「ちばの食」を楽しめる環境整備を行うた

めの「訪日客等への「おもてなし」食プロジェクト」をスタートしました。 

今回、本プロジェクトのＰＲのため、ＪＰタワー・ＫＩＴＴＥで開催される期間限

定千葉県アンテナショップのＰＲコーナーへ３日間、出展いたします。制限に対応す

る食品を有する県内事業者の食品の販売等も実施いたします。 

記 

１．日 時 

   令和元年１１月２１日（木）から２３日（土）※３日間 

１１時００分から１９時３０分まで 

２．会 場 

   ＪＰタワー・ＫＩＴＴＥ地下１階 東京シティアイ（パフォーマンスゾーン） 

   （東京都千代田区丸の内２－７－２ ＪＲ東京駅南口徒歩１分） 

３．参加者 

千葉県・株式会社みんなのごはん 

県内事業者（予定）：石井食品株式会社・有限会社与佐ヱ門 

株式会社 YACHIMATA YOSHIKURA（やちまたよしくら） 

４．概 要 

 ・「訪日客等への「おもてなし」食プロジェクト」ＰＲ 

  ・ベジタリアン・ムスリムフレンドリー製品の展示・販売 

［予定］ 

石井食品株式会社：ベジボール・ベジおせちのＰＲ 

有限会社与佐ヱ門：梨コンフィチュールなどベジ対応製品の販売 

株式会社 YACHIMATA YOSHIKURA：ピーナッツバターなどベジ対応製品の販売  

５．取材に際して 

取材にお越しになる場合は、取材予定日の３日前の１７時までに添付申込書

によりお申し込みくださるようお願いいたします。（例外的に、２１日の取材

については、１９日１０時まで申し込み可） 

  

 

 

期間限定 千葉県アンテナショップへの出展について 
～訪日客等への「おもてなし」食プロジェクトをＰＲ～ 

同時記者発表：千葉県政記者クラブ、千葉民間放送テレビ記者クラブ、千葉県経済記者会、   

成田空港記者会、成田空港民放クラブ、ＮＡＡ記者会 

≪お問い合わせ先≫ 
（取材の申し込み・事業の内容に関すること） 
千葉県商工労働部産業振興課 青木 千葉市中央区市場町１－１  
TEL：043-223-2725 FAX：043-222-4555 E-mail：sangyo-b@mz.pref.chiba.lg.jp 
（その他） 
成田空港活用協議会事務局 澁谷、川島 千葉市中央区千葉港４－３ 千葉県経営者会館３階３０１ 

TEL：043-306-2411 FAX：043-306-2412 E-mail：info@nrt-promo.jp URL:http://www.nrt-promo.jp/ 



取材申込書 

 

 

 

 

 

取材希望日時 
月  日（  ） 

午前・午後   ：  ～  ：   

貴社名  

貴紙・誌名・番組名 

／部署 
 

当日取材の代表者名 

（合計人数） 

 

（合計   人） 

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

メールアドレス  

カメラ（ムービー／ス

チール）使用の有無 

ムービー撮影   有 ／ 無 

スチール撮影  有 ／ 無 

掲載・放映（予定） 
月  日（  ） 

午前・午後   ：  ～  ：  

「おもてなし」食プロジェクト ＫＩＴＴＥプロモーション 担当 行 

（千葉県商工労働部産業振興課） 

ＦＡＸ：０４３－２２２－４５５５ 

Ｅ－ＭＡＩＬ：sangyo-b@mz.pref.chiba.lg.jp 



                                                   
 

令和元年１１月１１日  

商工労働部観光企画課  

０４３－２２３－２４８６  
 

「ちばＩ
い

・ＣＨＩ
ち

・ＢＡ
ば

」が今年もオープンします！（第２報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 場  所：東京シティアイ パフォーマンスゾーン 

東京都千代田区丸の内２－７－２ ＫＩＴＴＥ 地下１階（JR 東京駅から徒歩 1 分） 

 

２ 期  間：令和元年１１月１６日（土）～１２月１４日（土）（毎日開催） 

午前９時～午後７時３０分（初日は正午から開店／最終日は午後５時閉店） 

 

３ 期間中の主な企画 

（１）オープニング １１月１６日（土） 

  ①オープニングセレモニー １２：００～１２：２０ 

   オール千葉おもてなし隊オピニオンリーダー 岡田ロビン翔子さん、 

   チーバくん、ぽすみるく（日本郵便オリジナルキャラクター）が出演 

  ②オープニングイベント １４：４０～１５：１５ 

  ・オール千葉おもてなし隊オピニオンリーダー 保田圭さん、 

   岡田ロビン翔子さん登場 

  ・森田知事とゲストで元気な千葉をＰＲ 

  ・県産品、「粒すけ」等をプレゼント（抽選） 

   ※抽選券は１４：００から７０名様に配布します。 

 

 

 

いよいよ、今週末の１１月１６日（土）に千葉県のアンテナショップが、東京・丸の内

「ＫＩＴＴＥ
キ ッ テ

」に１か月間の期間限定オープンします。 

５年目となる今年は、東京２０２０オリンピック・パラリンピックの県内競技のＰＲや県

産品フェア等の誰もが楽しめるイベントを、毎週土曜日に開催します。１１月１６日（土）

のオープニングでは、森田健作千葉県知事がイベントを盛り上げます！ 

店舗では、とっておきの県産品約３５０品目を販売する他、地域の観光ＰＲを実施します。

また、台風の被災地域を応援するコーナーを設ける等、元気な千葉をＰＲします。 

千葉の魅力が“ぎっしり”詰まった「ちばＩ
い

・ＣＨＩ
ち

・ＢＡ
ば

」を、ぜひお楽しみください！ 

報道資料 千 葉 県 

Chiba Prefectural Government 

保田 圭さん 

オール千葉おもてなし隊 

「オール千葉」でおもてなしの機運を高めていくことを目的とし、県民の皆さんが持つ「おもてなしの心」

を一つにするための取組です。保田さん、岡田さんはオピニオンリーダーとして、市町村や事業者などに

よるおもてなし活動（清掃や花の植栽など）に参加し、ＰＲをしています。 

岡田ロビン翔子さん 

参 考 



（２）東京２０２０オリンピック・パラリンピックＰＲイベント １１月２３日（土） 

１３：００～１４：３０ 

   ・県内開催種目・会場の紹介 

・ゲスト（日本サーフィン連盟千葉東支部 支部長 鵜沢清永さん）トークショー 

 サーフィン、一宮町の魅力をお伝えします。 

・サーフィン体験イベント、記念品プレゼント  

 

（３）チーバくんデー １１月３０日（土） 終日 

   ・チーバくんと一緒に“映える”写真を撮ろう。 

１１：００～と１３：００～の２回、撮影会を開催！ 

   ・「なりきりチーバくんセット」（会場に用意します。）を身につけ撮影し、SNSへ 

投稿していただいた方にチーバくんグッズ（オリジナル切手・ポストカード）を

プレゼント。 

 

（４）おいしい産品発見し隊！ １２月７日（土） １１：００～１９：００ 

   ・あなたにとっての“おいしい！”を見つけるために、時間ごとで、異なる県産品

の試食やＰＲを行うフェアを複数開催。 

   ・おいしい産品発見し隊隊長のチーバくんによるおすすめ産品紹介もあります。  

＜タイムスケジュール＞（予定） 

      １１：００～１２：００  落花生 

      １３：００～１４：００  ピーナッツペースト 

      １４：００～１５：００  ジャム 

      １５：００～１６：００  おかき 

      １７：００～１９：００  お酒・缶詰など 

 

（５）「がんばろう！千葉」復興支援カウンター 

   ・台風や大雨の被災地域を応援するＰＲカウンターを設置し、特産品の販売等を 

実施するなど元気な千葉をＰＲします。 

   ・県内の市町村や事業者が日替わりで特産品を直売。 

※一部の商品は、お楽しみいただけるようサンプル配布のご用意があります。 

・ご当地キャラクターが出演するＰＲイベントを実施。 

 （イベントのスケジュール等の詳細はホームページで公表します。） 

 
   （出展例） 

「ザ・フィッシュ（富津市）」（１１月１６日、３０日出展予定） 
「鋸山復興プロジェクト」の紹介、鋸山復興プロジェクトチャリティー商品「見波亭のこぎり
山バウムクーヘン」の販売 等 
（※バウムクーヘンの売上の一部が、鋸山復興プロジェクトを通じ、被災した鋸山に寄付され
ます。） 

 

 

 

 

  



（６）日本郵便特設カウンター 

   ・店舗内に日本郵便特設カウンターを設置し、お買い上げ商品の配送、県内各事業

者による特産品の直売等を実施します。 

 

（７）コラボ企画              × 
 

   ・隣接するカフェスペースＰＲＯＮＴＯと「ちばＩ・ＣＨＩ・ＢＡ」が 

コラボレーションします。 

   ＜カフェスペースＰＲＯＮＴＯで実施の企画＞（予定） 

    ・１２月２日（月）～１２月８日（日） 

     １日先着５０名様に「ちばＩ・ＣＨＩ・ＢＡ」でも販売している 

「千葉房総ラスクなぐさ ピーナッツバター」をプレゼントします。 

 

（８）ちばＩ・ＣＨＩ・ＢＡ限定 チーバくんのオリジナル卓上カレンダープレゼント 

   ・１日先着１００名様に店頭でのアンケートにご協力いただいた方を対象に、アン

テナショップ限定チーバくんオリジナル卓上カレンダー（２０２０年版）をプレ

ゼント。 

    ※実施時間９：００～と１３：００～の１日２回（各回５０名様） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 専用ホームページ：「ちばＩ
い

・ＣＨＩ
ち

・ＢＡ
ば

」https://chibaichiba.jp/ 

イベントや商品情報を随時更新！ 

 

 

 

 
ＱＲコード 

※アクセスは、             または      から ちばいちば 

◆２０１９年 注目の商品◆ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

※他にも、昨年大好評だった Q なっつをはじめとする落花生やサツマイモ関連 

商品、ぬれ煎餅・おかき等の菓子類、水産加工品、地酒、伝統工芸品等、常時、

約３５０品目を販売しています。 

・食のちばの逸品コンテスト2019銀賞受賞 

・さば、ひじき、山椒はすべて千葉県産 

『房州さば山椒』＠南房総市 

・令和元年全国新酒鑑評会 金賞受賞 

『東薫 大吟醸 叶
かのう

』＠香取市



５ 取材について 

   取材をご希望の場合は、別紙「取材申込書」に必要事項を記入の上、取材予定日の

３日前１７：００までにＦＡＸにてお申し込みください。 

（送付先：千葉県期間限定アンテナショップ担当あて ０４３－２２５－７３４５） 

   なお、オープニング１１月１６日（土）に取材をご希望の場合は、１１月１４日（木）

１７：００までにお申し込みください。 

  ※撮影は、「ちばＩ・ＣＨＩ・ＢＡ」店内のみになります。 

   

ポスターデザイン 



 

取材申込書 
 

 

 
 

 

 

           FAX : 043-225-7345 
 
 

取材希望日時 
  月  日（  ） 

午前 ・ 午後    ：  ～   ： 

貴社名 
  

 

貴紙・誌名・番組名 / 部署  

当日取材の代表者名 

(合計人数) 

 

（合計人数    人） 

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

メールアドレス  

カメラ（ムービー／スチール） 

使用の有無 

 ムービー撮影   あり  ・  なし 

 スチール撮影   あり  ・  なし 

掲載・放映（予定） 
   月  日（  ） 

午前 ・ 午後    ：  ～   ： 

 

 

期間限定千葉県アンテナショップ 担当 行 
（千葉県商工労働部観光企画課） 



東京シティアイ パフォーマンスゾーン

KITTE丸の内地下1階

https://chibaichiba.jp/

2019 11/16(Sat.) -12/14(Sat.)

OPEN 9:00-19:30

※11月16日（土）の開店は12:00、12月14日（土）の閉店は17:00を予定しています。 東京都千代田区丸の内 2-7-2KITTE 地下1階

がんばろう
！

千葉

CHIBA
I CHI BA

アクセスマップ

KITTE 地下1階マップ

JR 京葉線
東京駅

丸ノ内線
東京駅

千代田線
二重橋前駅

馬場先濠

馬
場
先
通
り

永
代
先
通
り

行
幸
通
り

新丸の内
ビル

丸の内
ビル

三田線
大手町駅

日比谷通り

JR 東京駅

中央口丸の内南口

KITTE

東西線
大手町駅

開催
場所

千葉県アンテナショップ JR 京葉線▶

JPローソン

Tokyo City i CAFE by PRONT

▼JR 東京駅

▲有楽町方面

お問い合わせ

ちば I・CHI・BA 運営事務局（株式会社さとゆめ内）

Tel: 080-3499-2208（平日：10:00-18:00）

千葉県商工労働部観光企画課

Tel: 043-223-2415（平日：9:00-17:00） 千葉県公式観光物産情報サイト「まるごとe!ちば」

JR 東京駅 徒歩約1分

丸ノ内線東京駅 地下道より直結

千代田線二重橋前駅 徒歩約 2分

三田線大手町駅 徒歩約 4分

JR 京葉線東京駅 徒歩約 3分

有楽町線有楽町駅 徒歩約 6分

JR 有楽町駅 徒歩約 6分



ザ・フィッシュ（富津市）
出展予定１１月１６日（土）、３０日（土）

日本郵便（木更津魚市場） 日本郵便（木更津魚市場） 日本郵便（木更津魚市場） ふなばし産品ブランド協議会

成田空港活用協議会

ふなばし産品ブランド協議会

成田空港活用協議会

富里市

ふなばし産品ブランド協議会

成田空港活用協議会

一宮町

ちば文化資産PR（千葉県）

食のちばの逸品PR（千葉県）

アクアラインイースト観光連盟

長柄町

ザ・フィッシュ（富津市）

月 火 水 木

イベントスケジュール
金 土 日

多古町

日本郵便（木更津魚市場）

東薫酒造㈱ 

茂原市（旬の里ねぎぼうず）

木更津市

アルガマリーナ（南房総市） 茂原市（旬の里ねぎぼうず） 睦沢町ふるさと推進協議会

日本郵便（守屋酒造）

睦沢町ふるさと推進協議会

八街市

市原市

八街市

ザ・フィッシュ（富津市）

川島屋（千葉市）

ちば文化資産PR（千葉県）

川島屋（千葉市）

香取市

日本郵便（ベルミー）

香取市

日本郵便（秋山農園）

香取市

日本郵便（ベルミー）

千葉大経済人倶楽部・絆

日本郵便（木更津魚市場）

旭市

川村学園女子大学

白子町（酒巻農園）

白井市

ちばに住もう（千葉県）

千葉市

千葉大経済人倶楽部・絆

木更津市

ちば文化資産PR（千葉県）

「#ちょいボラ」キャンペーン（千葉県）

道の駅みのりの郷東金（東金市）

千葉大COC＋ 千葉大COC＋

手描友禅（友禅工房・吐夢HOUSE）

千葉大COC＋

浦安観光コンベンション協会 

山武市

大網白里市

鋸南町

JR東日本千葉支社

東庄町 

東金市 

匝瑳市

「がんばろう！千葉」復興支援カウンター開設！
県内の市町村等による特産品販売やご当地キャラクターによるPRイベントを開催！

11/16 11/17

11/18 11/19 11/20 11/21 11/22 11/23 11/24

11/25 11/26 11/27 11/28 11/29 11/30 12/1

12/2 12/3 12/4 12/5 12/6 12/7 12/8

12/9 12/10 12/11 12/12 12/13 12/14

オープニング
イベント!

オリパラ
PRイベント

チーバくんデー

おいしい産品
発見し隊！

岡田ロビン翔子さん、チーバくんが登場！
日本郵便のオリジナルキャラクターぽすみるくも応援に
駆けつけセレモニーを盛り上げます！

オール千葉おもてなし隊オピニオンリーダーの保田圭さん、
岡田ロビン翔子さん、森田健作千葉県知事が登場！
千葉の魅力をたっぷりご紹介します！
抽選で千葉県産品のプレゼントもご用意！
※抽選券は14:00から70名様に配布します。

「オール千葉」でおもてなしの機運を高めていくことを目
的とし、県民の皆さんが持つ「おもてなしの心」を一つ
にするための取組です。
保田さん、岡田さんはオピニオンリーダーとして、市町村
や事業者などによるおもてなし活動（清掃や花の植栽
など）に参加し、ＰＲをしています。

オール千葉おもてなし隊

香り豊かな千葉県産の落花生を使用したピーナッツバターをぬり、甘さを抑えたラスクに仕上げました。

落花生本来の味や香りを存分にお楽しみいただけます。

亀や和草

 『千葉房総ラスクなぐさ ピーナッツバター』
「鋸山復興プロジェクト」の紹介、鋸山復興プロジェクトチャリ

ティー商品「見波亭のこぎり山バウムクーヘン」の販売 等

※バウムクーヘンの売上の一部が、鋸山復興プロジェクトを通じ、

被災した鋸山に寄付されます。

岡田ロビン翔子さん

保田圭さん

千葉県とっておきの特産品販売、地域のPRイベントなど、
千葉の魅力をぎっしり詰め込んだ、期間限定アンテナショップ「ちば I・CHI・BA」が、
KITTE地下1階、東京シティアイパフォーマンスゾーンにオープン！

詳しくはこちら！

イベントや商品情報を随時更新！

千葉の魅力にふれる29日間!
オープニング

11月16日（土）
オープニングセレモニー 12:00 ～12:20

11月16日（土）
オープニングイベント 14:40 ～15:15
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2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピック。
千葉県で開催する種目や会場を紹介するとともに、一宮
町から日本サーフィン連盟千葉東支部 支部長 鵜沢 清永
（ウザワ　キヨヒサ）さんを招き、トークショーならびに
体験イベントを開催！

１日先着50名様に『ちばＩ・ＣＨＩ・ＢＡ』で販売している、

亀や和草 『千葉房総ラスクなぐさ ピーナッツバター』を

プレゼント！

東京２０２０オリンピック・
パラリンピックPRイベント

隣接するカフェスペースＰＲＯＮＴＯと
「ちばＩ・ＣＨＩ・ＢＡ」がコラボレーション！

ちばＩ・ＣＨＩ・ＢＡ限定
チーバくんのオリジナル卓上カレンダー

1日先着100名様に店頭でのアンケートにご協力いただいた方を対象に、

アンテナショップ限定チーバくんオリジナル卓上カレンダー（2020年版）を

プレゼント！※実施時間9:00 ～と13:00 ～の1日2回（各回50名様）

「がんばろう！千葉」復興支援カウンター

台風や大雨の被災地域を応援するPRカウンターを設置し、

特産品の販売等を実施するなど元気な千葉をPRします。

[ 出展例 ]

※イベントは全て予定となります。諸事情により変更が発生する場合などありますこと予めご了承ください。

日本郵便特設カウンター

店舗内に日本郵便特設カウンターを設置し、お買い上げ商品の配送、

県内各事業者による特産品の直売等を実施します。

11月23日（土）13:00 ～14:30

１2月2日（月）～１2月8日（日） １１月16日（土）～１２月14日（土）

１１月16日（土）～１２月14日（土）

１１月16日（土）～１２月14日（土）

1 1
23

チーバくんと一緒に写真を撮ろう！11:00 ～と13:00 ～
の2回、撮影会を開催！
会場に用意した「なりきりチーバくんセット」を身につけ
撮影し、SNSへ投稿していただいた方にはチーバくんグッズ
（オリジナル切手・ポストカード）をプレゼントします！

チーバくんデー
11月30日（土）9:00～19:30
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あなたにぴったりの“おいしい！”を見つけるために、
県産品の試食やPRを行うフェアを開催！
おいしい産品発見し隊隊長のチーバくんによる、
おすすめ産品紹介もあります！

11:00-12:00　落花生

13:00-14:00　ピーナッツペースト

14:00-15:00　ジャム

15:00-16:00　おかき

17:00-19:00　お酒・缶詰など

おいしい産品
発見し隊！

タイムスケジュール

12月7日（土）11:00～19:00

1 2
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https://chibaichiba.jp/

ちばいちば 検 索


