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日中平和友好条約締結40周年記念事業「チャイナフェスティバル2018」 
 
主  旨 日中平和友好条約締結40周年を迎える両国の民間交流の場として、中国を体感する 
        日本国内最大級の祭典として開催。両国の深化した「交流」のプラットフォームを立ち上げ 
       今後の関係さらに深める役割を担う交流事業とする 
 
会  期 2018年9月8日（土）~9日（日） 10:00～20:00 
 
会  場 代々木公園イベント広場（雨天決行/荒天中止） 
 
出店数 105ブース（飲食店53、展示物販42、本部企画10） 
 
来  場 2日間約15万人 
 
後  援 中国側 中国文化・旅游部、北京市、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、日本中華総商会東京華僑総会他 
             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 
 
協   力 オフィシャルメデイ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 
             運営パートナー ＮＰＯ法人日中映画祭実行委員会  

実施概要 
Vietnam Festival’11 チャイナフェスティバル2018 実施概要 
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実行委員長  程永華 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  
   劉洪友  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 
   廖雅彦  日本華僑華人連合総会 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         首席代表 
   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 
       竹下亘      日中友好議員連盟       副会長 
     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 
       黑井千次    日中文化交流協会       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 
       田川博巳   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  
       

実施概要 
Vietnam Festival’11 実行委員会委員について 
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多くの皆さまのご協力により実施できました。ありがとうございました。 
在日中国企業協会 
トヨタ自動車株式会社 
日和商事株式会社 
中国駐東京観光代表処 
日本福建経済文化促進会 
全日本空輸株式会社 
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン 

イオンワンパーセントクラブ 
株式会社JEAホールディングス 
住友商事株式会社 
花王株式会社 
Sakura Exchange 
学校法人メイ・ウシヤマ学園 ハリウッド大学院大学 

出店要項 
Vietnam Festival’11   ご協賛社 ©2018 China Festival 2018executive committee 

<役務協賛> 
株式会社ウイルレイズ 
ローランド株式会社 
株式会社ココえがお 
ＮＰＯ法人ハマのトウダイ 
日本卓球株式会社 
九吉公 
中国東方航空 



実施概要 
Vietnam Festival’11 メインキャラクター「福気くん（ふっき）」 

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。 
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実施概要 実施概要 
Vietnam Festival’11 キックオフミーティング 

©2018 China Festival 2018executive committee 

2018年7月12日 
「チャイナフェスティバル2018 実施事業発表会」を開催。 
150名の関係者が集結し、今年度の開催事業についての発表と開催に向けて 
ご関連の皆さんへご協力の要請を実施。 
また、多数のマスコミの参加による開催事業の告知効果も高く、開催に向けて認知が大きく進んだ 
発表会となった。 
 
開催に向けては8月初旬～交通広告の掲載が始まり、本番に向けて様々な取材活動を継続した。 



実施概要 実施概要 
Vietnam Festival’11 開会式 
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9月8日 10:40-11:40 開会式を開催。VIP19名の登壇により執り行われました。 
ご登壇者（敬称略） 
程永華実行委員長    中華人民共和国駐日本国特命全権大使 
福田康夫最高顧問    元内閣総理大臣 
青柳陽一郎事務総長   衆議院議員 
閆小培            中国致公党中央副主席 
岡本三成            日本政府代表、外務大臣政務官 
野田毅実行委員      日中協会会長、衆議院議員          
河村建夫                 衆議院議員 
海江田万里            衆議院議員 
宮本雄二実行委員    日中友好会館 会長代行 
ｱｸﾞﾈｽﾁｬﾝ（陳美齡）   芸術家 
王家馴実行委員      在日中国企業協会会長 
尉天池            江蘇省書法家協会会長 
蘇士澍            中国書法家協会会長 
譚志剛            元中国文学芸術界連合会副主席  
劉洪友             全日本華僑華人連合総会会長 
前川智士        トヨタ自動車中国部部長 
蒼国来              力士 
圏9            中国歌手 
ロンモンロウ             中国/日本 歌手・タレント 



実施概要 実施概要 
Vietnam Festival’11 閉会式 
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9月9日19:00～閉会式を開催 
アーティストによるテーマソングの合唱を受け、程実行委員長、青柳事務総長の 
閉会の挨拶にて閉会。最後に全員で中国歌「月亮代表我的心」を合唱して閉幕 



会場レイアウト図 
©2018 China Festival 2018executive committee 



Vietnam Festival’11 出店紹介 ©2018 China Festival 2018executive committee 

出店ブース 105ブース（レストラン39／ 

激辛8／麺バトル6／物販展示42／オフィシャル10） 

レストラン 
炎の激辛中華G1グランプリ 

激うま麺バトル 

オフィシャル 

物販展示 



◇中国駐東京観光代表処 

Vietnam Festival’11 観光ゾーン 
©2018 China Festival 2018executive committee 

航空会社6社＋モニュメントで観光PRを展開。 

◆ ブース展開概要 
四川航空、厦門航空、中国南方航空、中国国際航空、中国東方航空、日本
春秋旅行社からなる航空会社6ブースとフッキくんが象徴的な観光モニュメントから
なる観光PRブースを展開 
 
◆ 会期中の状況 
初日は大使が視察、モニュメントの前で記念撮影とおおいににぎわった。 
 
◆ 今後について 
モニュメントを中心とした観光PRブースを会期前から露出、ブース装飾をより一体
感のあるもので展開するなど実施すると認知も高まる 



出店要項 
Vietnam Festival’11   チャイナフェスティバルスペシャル企画 

◇現代中国著名書道家（蘇士澍、尉天池、覃志剛、劉洪友） 

©2018 China Festival 2018executive committee 

蘇士澍 
中国書法家協会主席、中国人民政治協商会議全国委員会元常任委員
ほか数々の要職につく 
 
 
 
 
 
 
 

尉天池 
南京師範大学終身書道教授、 
江蘇省書法家協会名誉主席。 
 
 
 
 



実施概要 
Vietnam Festival’11 メインステージスケジュール 
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出店要項 
Vietnam Festival’11   チャイナフェスティバルスペシャル企画 

特別招聘 中国芸術団来日公演実施 
©2018 China Festival 2018executive committee 

特別公演 安慶市黄梅戯芸術劇院 

特別公演 蘭州歌舞劇院 

特別公演 北京文化局  



出店要項 
Vietnam Festival’11   チャイナフェスティバルスペシャル企画 

特別招聘 
中国側参加アーティスト 
 
 

 圏9(まるきゅう) 
 
 
「2016 超级女声 
 ～SuperGirls～」 
 優勝 
 
ビリビリ動画 17万人 
再生回数581万回 
日本国内でも多数の 
ファンを持つハイトーン 
ボイスの超実力派歌手 
初来日公演を実施 

©2018 China Festival 2018executive committee 



出店要項 
Vietnam Festival’11   チャイナフェスティバルスペシャル企画 

◇特別招聘  
 中国側参加アーティスト 
 

 ロン・モンロウ 
 中国湖南省生まれ 
 

◇2014年CCTVオーディション 
  番組「来たれシンデレラ」グラン 
  プリ獲得。 
  14億分の1のシンデレラとして 
  2018年6月中国の若者に 
  絶大な人気を誇る日本発信 
  の名曲「PLANET」でデビュ。 
  チャイナフェスティバルが初公演 
 

©2018 China Festival 2018executive committee 



出店要項 
Vietnam Festival’11   メインステージ出演アーティスト ©2018 China Festival 2018executive committee 

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「ランナー」の中国語版を披露 



出店要項 
Vietnam Festival’11   メインステージ出演アーティスト 

ウエイ・ウエイ・ウー 
新たな二胡の可能性を開拓すべ
く、二胡のスタンディング奏法の考
案等独自の演奏スタイルを確立 

©2018 China Festival 2018executive committee 

中西圭三 
デヴィッドフォスターとのコラボレーシ
ョンや「チューチュートレイン」等は
国民的ヒットソングを生む。 



出店要項 
Vietnam Festival’11   メインステージ出演アーティスト ©2018 China Festival 2018executive committee 

吉普賽女郎 

チェン・ビー（程璧） 蘭華 

GARNiDELiA 本多ゆとり 

ミシェル ヤン 



出店要項 
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出店要項 
Vietnam Festival’11   司会者 

司会  
小松拓也 
俳優、歌手。2007年、上海
東方衛視「加油！好男儿」で
上海四強、全国20強。様々
な映画、ドラマ、テレビ番組、
雑誌、イベントなどに出演。日
中友好促進演劇プロジェクト
を立ち上げ活動中 

©2018 China Festival 2018executive committee 

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。現在は渋谷クロスFMにレギュラ
ー出演しているほか、大手広告等に多数出演中。
長年続けている弓道（参段）を活かした仕事も増
え、幅広い分野で活躍している。 

司会  
ミシェル・ヤン 
中国出身タレント。中国語、
日本語、英語が話せるバイリ
ンガル。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。2017年から東
京に拠点を移し、さらなる活躍
が期待される 



出店要項 

◇日中カラオケコンテスト 
 
日本人は中国語の歌、中国人は日本語の歌で優勝を目指して 
11名の方がメインステージでカラオケによる交流を実施。 
優勝の副賞として中国東方航空様より羽田～上海往復エアチケットを 
ご提供いただきました。 
出演者同士の交流も生まれ、日中交流において有意義な企画となった。 

Vietnam Festival’11   本部企画 ©2018 China Festival 2018executive committee 



◇炎の激辛中華 Ｇ－１ グランプリ2018 
 中国を代表する激辛自慢のお店6店舗による 

 激辛（GEKIKARA)グランプリ。名付けて「Ｇ－１グランプリ」。 
 待ち列ができる程大盛況であり当イベントの目玉企画となった。 

 

《エントリー8店舗》  

①華美宴 ②雅亭 ③本格熊猫 ④四川肉肉厨房 

⑤正統派 中国料理 陳家私菜 ⑥李厨 ⑦東京穆斯林飯店  

⑧香辣妹子 

 

《G-1グランプリ2018：優勝》  

 正統派 中国料理 陳家私菜 ★2年連続受賞 

 

 

 

 

 
 
 

出店要項 
Vietnam Festival’11   本部企画 ©2018 China Festival 2018executive committee 



◇激うま麺バトル2018(新企画) 
 中国各地の郷土麺自慢のお店４店舗による 

 激うま（GEKIUMA)バトル。名付けて「激うま麺バトル」。 
 来年に向けて日中麺バトルのように更にパワーアップ出来る 
 企画だと感じました。 

 

《エントリー４店舗》  

 ①関羽の胃袋＆ヴィルゴビール ②山西亭  

 ③四川星龍飯店 ④在日中国厨師精英協会 

 

《麺バトルグランプリ2018：優勝》  

 山西亭 

 

 

 

 

 

 
 
 

出店要項 
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◇ビール販売ブース 
 ●実施内容   

  店舗名 ：アジアビールバー１号店、２号店 

   販売品目：以下記載のアジアの各種ビール１４種、ソフトドリンク６種を販売 

 

 ●実施期間 

  9月8日（土）10:00～20:00 晴れ（33.0度）  9月9日（日）10:00～20:00 晴れ（32.1度) 

 

 ●所感  

   中国本土の「缶ビール」で輸入・販売可能なビール種類が青島ビール1種類のみの為、その他どの種類の 

   ビールに反響があるのか確認したところ、中国の方に人気だったのは「日本」のビール(オリオン、サッポロ)、 

   日本の方に人気だったのは「タイ」や「ロシア」等のビールだった。 

   翌年以降、中国ビールの他の銘柄が増えるように期待し発注銘柄の選定時に参考にしたい 
  

 

 

 

 

 
 
 

出店要項 
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◇日中友好スリッパ卓球＆卓球大会 

Vietnam Festival’11 本部企画 
©2018 China Festival 2018executive committee 

「交流」をテーマにした本部新企画。 
本部企画としては、初のスポーツ系イベントを展開。2日間とも盛況。 

◆ ブース展開概要 
当初、8日（土）スリッパ卓球、9日（日）卓球の予定だったが、初日のスリッパ卓
球が非常に好評であったので、2日間ともスリッパ卓球大会に変更して開催。 
 
日中にわかれて、計32名のトーナメント方式。 
5点マッチ3セット先取で優勝を決める。優勝、準優勝に賞品贈呈。 
 
◆ 会期中の状況 
初日は大使が視察。非常に盛り上がり、大会に花を添えていただいた。 
大会も2日間とも32名フルエントリー。優勝は、両日とも中国人と中国の卓球パワー
を見た瞬間であった。 
 
◆ 今後について 
次回は、決勝をメインステージで行うなど、本部企画の中核を担う大型企画にできる
感触を得た今回の大会であった。 

協賛 協力 



◇「無双OROCHI３」体験コーナー 

Vietnam Festival’11 本部企画 
©2018 China Festival 2018executive committee 

昨年大好評だった「真・三國無双８」ブース。 
今年は「無双OROCHI３」体験コーナーブースとして展開。 

◆ ブース展開概要 
9月27日(木)発売のアクションゲーム『無双OROCHI３』の体験コーナーブース。 
チャイナフェスティバル特別バージョンで展開。 
モニター2台を設置、一人5分ゲーム体験できる。 
 
◆ 会期中の状況 
連日、ゲームファンが押し寄せ、体験待ちの列が途切れることがなかった。 
ゲームファンという客層を誘引する大きなファクターとなった。 
 
◆ 告知 
無双OROCHI３特設Webサイトでもチャイナフェスティバルの告知をおこなう。 
また、コーエーテクモが展開するニニコ動画内番組でも告知実施。 
 
◆ 今後について 
中国出身アーティストとのタイアップによる、チャイナフェスティバルおよび無双OROCHI 
３の情報拡散等、ゲームをキーとした盛り上げは有用な企画となると感じた 



出店要項 

◇日中交流ブース 

Vietnam Festival’11   本部企画 ©2018 China Festival 2018executive committee 

今年のテーマ「交流」に合わせて、日中の学生の交流の場をネット環境で 
実現。代々木と上海総領事館をダイレクトつなぐことに成功。 

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
交流が行われた。 
 

上海総領事館⇔代々木公園 



出店要項 

◇パンダハウス 
日本でも大人気のパンダをテーマにしたブース 
 ・公式サイトにて事前にパンダイラストを公募し、素敵な 

  作品を2日目のメインステージで発表。 
 ・上野動物園の「シャンシャン」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。 
 ・四川のパンダ園を生放送している「iPanda」とコラボして 
  リアルタイムに中国のパンダのを見て頂ける。 
 ・上野観光連盟が作った「シャンシャン」グッズを販売。 

 ・「パンダバス」が会場～渋谷～原宿を無料で巡回。 

Vietnam Festival’11   本部企画 ©2018 China Festival 2018executive committee 



認知力の高い東京メトロ線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 

宣伝関連 

インターサイズ 

シングル 

【W515mm】 

【H
2
8
0
m

m
】 

 掲出予定期間 2018年8月10日～8月9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 

★掲出予定路線と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） 

©2018 China Festival 2018executive committee 



実施概要 
Vietnam Festival’11 広報報告 
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86媒体（日本語媒体51、中国語媒体59）に露出。 
拡散しやすいWEBメディアに多数露出した他、交通広告を実施することにより幅広い方に訴求出
来た。iPanda、くまモン、三国無双、サンプラザ中野くんや他の各アーティスト・各協賛社様より、
多数の情報発信を実施して頂けた。 



実施概要 
Vietnam Festival’11 広報報告 
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niconico日中ホットライン 

『チャイナフェスティバル2018』を 

2日間生中継！！ニコニコ動画が全ユーザー

（約６千万人）向けに発信しました。 

2日間の視聴者は72,000でした。 

(専用クレーン、４カメにて二日間収録) 
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出店要項 
Vietnam Festival’11   チラシ、パンフレット 
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     Ａ４チラシ         当日パンフレット 



出店要項 
Vietnam Festival’11   ホームページ 
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フェスティバル当日に向けて情報を随時アップデート 
スマホ画面で見やすいデザインを意識 
 ・出演アーティスト情報、企画情報など順次掲載予定 
 ・イベント参加・出店・ご協賛など募集情報をさらにアピール 



会場概要 ボランティア活動 
©2018 China Festival 2018executive committee 

応募開始：6月15日 応募〆切：9月7日 
＜個人応募＞ 
ＷＥＢ応募総数145名 
＜団体応募＞ 
5団体から応募。  
明治安田生命様や学生サークル様など。 
特に一般社団法人華人時代様で両日40名 
前後の参加を頂く。 
＜活動総数＞ 
7日14名、8日161名、9日145名 合計320名 
＜負傷、体調不良＞ 
2日間の活動中、体調不良および負傷者はゼロ 



実施概要 実施概要 
Vietnam Festival’11 Photo Book（式典編） 
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実施概要 実施概要 
Vietnam Festival’11 Photo Book（会場編） 
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実施概要 実施概要 
Vietnam Festival’11 Photo Book(ステージ編） 
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出店要項 
Vietnam Festival’11   事務局運営体制 

中華人民共和国駐日本国大使館 

運営事務総局 

ご協賛企業様 協力団体様 

大使館事務局 

【実行委員会 運営体制図】 

実行委員会委員 

出店協賛企業様 
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