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開催日時 2018年9月29日、30日

会場：都立産業貿易センター 台東館

〒180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町1-18-3

有限会社 桐葉舎 内
ジャパン・ティーフェスティバル事務局

TEL 0422-21-4812



お茶と出会い
人と出会う

千年を超える茶文化を誇る日本。
その多様な茶文化の今を体感す
ることのできるイベントとして、
ジャパン・ティーフェスティバ
ル2018は開催されました。

2日間合計1,822名の来場者が、
紅茶、緑茶、烏龍茶や、地域な
らではのお茶など、様々なお茶
の味わい、香りにふれあい、ラ
イブ感あふれるティー・エクス
ペリエンスをお楽しみいただき
ました。



来場者数：
2018年合計： 1,822名
9/29(土) 1,220名
9/30(日) 602名

出展者数：45社

（有）あこ天然酵母／ベーカ
リーあこ庵
イーワイトレーディング
Vine&Shrub株式会社

UNA TEA AOYAMA

Uf-fu
大石農園
お茶のカジハラ
お茶の千代乃園
甲斐製茶園
鹿児島堀口製茶有限会社和香園
春日ティーファクトリー
カネロク松本園

Kamikatsu-TeaMate
ガトーアンローズ
京都和束紅茶
紅茶専門店ティーブレイク
紅茶専門店TEAPOND

紅茶専門店「Pure Tips（ピュ
ア・ティップス）」
有限会社 小林芳香園
KHORA(コホラ)

さしま茶 長野園
さしま茶 吉田茶園

The Tea Company

開催規模

Sabah Tea &
紅茶教室ティーサロンキャディ
狭山茶専門店備前屋
静岡県中山間100銘茶協議会
株式会社ジャワティー・ジャパン
Chatea紅茶教室
青鶴茶舗 - Thés du Japon

有限会社tastea

Tea Butik saiita(ティーブティック
サイータ)

株式会社デコラージュ

TOKYO TEA BLENDERS LLC
株式会社トラベルサライ
日本ケニア交友会
品種茶専門店 心向樹

FAR EAST GROCERY TOKYO
プレシャス！TEA道場
マルヒ製茶
三井農林株式会社（日東紅茶）

MITSUTEA
㈱宮崎茶房

maison grandir
山中産業（株）
株式会社リーフル

台風24号の接近のため、両日
とも降雨があり、また9/30は
JR全線が20時で運休という前
代未聞の措置をとるなど、非
常な悪条件の中での開催でし
たが、ほぼ当初の来場者目標
の2,000名に肉薄する結果とな
りました。



会場図



イベントの骨子であるテイスティングラリーは、
とてもよい評価をいただいています。

悪い、とても悪いという声が、併せて2.5％ありま
した。混雑時の見にくさ、飲みにくさ、買いにく
さを改善してほしいという声があったので、来年
に向け、これらに対応することで改善したいと思
います。

アンケートより：来場者の声１

テイスティングラリーはいかがでしたか

とてもよい 160

よい 161

ふつう 83

悪い 9

とても悪い 1

合計 414



全体の93％の方が来年も参加したいと回答しまし
た。

来場者アンケートでは、この指標を最も重要視し
ています。

来場者にとって満足度の高いイベントであったと
いえます。

アンケートより：来場者の声２

来年もまたJTFに参加したいと思いますか。

とても思う 210

思う 175

どちらとも言えない 28

あまり思わない 1

全く思わない 0

合計 414



アンケートより：来場者の声３

会場の雰囲気については、高い評価をいただき
ました。

混雑しすぎてテイスティングできない、テイス
ティングスペースに前の人が陣取って話してい
て、飲めなかったという声がありました。

スムーズなテイスティングと買い物には、ブー
スづくりのガイダンスなどを通じた、改善を目
指します。

会場の雰囲気はいかがでしたか？

とてもよい 102

よい 229

ふつう 92

悪い 2

とても悪い 0

合計 425



アンケートより：出店者の声１

台風24号の上陸の中での開催となりましたが、
それでも来場者数について多くの出展者が手ご
たえを感じています。

１出展者あたりの来場者数はシングルオリジ
フェスティバル2017と大差ないため、来場者の
購入意欲がより高まったことも、評価の上がっ
た大きな要因と言えそうです。

なお一人当たりの購入単価は、4,000円を超えて
いると見込まれ、会場全体としては約800万円を
売り上げた模様です。

多すぎた 1

多かったが
よかった 20

ふつう 20

すくなかった 5

とても
少なかった 0

今回の来場者数はいかがでしたか



アンケートより：出店者の声２

ほとんどの出展者が、再度の参加を望まれてお
り、リピート意欲が極めて高いと言えます。

ある出展者からは、これほど購入意欲がここま
で高いユーザーが集まるイベントは他にないと
の声をいただきました。

イベントとしての賑わいと楽しさが、業績にも
直結しているためと考えられます。

ぜひ参加したい 36

どちらかというと
参加したい 8

どちらともいえない 2

どちらかというと
参加したくない 0

参加したくない 0

またJTFに参加したいと思いますか？



プレミアムティ・コンテスト

★★★★★ プレミアムティ： 素晴らしい香りと味わいを具えた、卓越した風味の紅茶

ももか premium C SF-5 井村製茶 井村典生

ももか premium C SF-6 井村製茶 井村典生

IZUMI BLACK TEA 2nd 2018 吉田茶園 吉田正浩

★★★★ プレミアムティ： ぜひ味わっていただきたい、特別においしい紅茶

紅 くれない マルヒ製茶 鈴木英之

IZUMI BLACK TEA 1st 2018 吉田茶園 吉田正浩

IZUMI BLACK TEA Late 1st 2018 吉田茶園 吉田正浩

★★★ プレミアムティ： 風味がよく安心して楽しめる、おいしい紅茶

Kyoukan Black Tea べにふうきファースト 2018 農事組合法人 ハサマ共同製茶組合 山中俊作

Kyoukan Black Tea べにふうきセカンド 2018 農事組合法人 ハサマ共同製茶組合 山中俊作

ももか C FF-4 井村製茶 井村典生

春摘み実生 やぶきた紅茶 2018 吉田茶園 吉田正浩

夏摘み実生 やぶきた紅茶 2018 吉田茶園 吉田正浩

稀少手摘み和紅茶 ～夏摘み contest カネトウ三浦園 三浦克暢

2018夏摘みベニフウキ お茶のカジハラ 梶原敏弘

プレミアムティーコンテストは、和紅茶を対象としたコンテス
トで、紅茶専門店のバイヤーの審査によって選ばれます。2018
年は、48点の国産紅茶が出品され、下記の各品が入賞となりま
した。



ファインティ賞

★★★★★ファインティ賞

狭山白茶白瑠（はる）清水敬一郎 出品者 狭山茶専門店備前屋

IZUMI BLACK TEA 1st PREMIUM 2018 吉田茶園吉田正浩 出品者 さしま茶吉田茶園

★★★★ファインティ賞

奥八女琥珀原島政司 出品者 お茶の千代乃園

スリランカルフナ紅茶スドゥウェリポタヘナ茶園 出品者 MITSUTEA

シナモンティー 出品者 MITSUTEA

★★★ファインティ賞

インペリアルブラックティーブッキトサリ茶園 出品者 Tea Butik Saiita

2018年ダージリンティースタバレー農園 DJ-165 FTGFOP1 出品者 紅茶専門店TEAPOND

美作番茶有限会社小林芳香園 出品者 有限会社小林芳香園

おくみどり 出品者 The Tea Company

ファインティ賞は、来場者による人気投票により、好評を博し
たお茶に与えられます。茶葉の力のみならず、２日間を通じた
淹れ手の抽出、そして総合的なアピールの力量も問われます。
（投票者数427名）



ジャパン・ティフェスティバル
2019開催について

 開催日時：

10/19(土) 12:00-17:00   10/20(日) 10:00-16:00

 会場：東京都立産業貿易センター5F

 来場者見込み

2,500名

 出展見込み

50社

次回も、皆様のご参加をお待ち申し上げております。

〒180-0001 

東京都武蔵野市吉祥寺北町1-18-3

有限会社桐葉舎内
ジャパン・ティーフェスティバル事務局

TEL 0422-21-4812


