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２０２３年  ２月１０日

日程　　２０２３年 ７月２８日（金）～３０日（日）



「はちみつフェスタ」　とは

「はちみつ」は身近で誰もが知っている食品ですが、私たちが生活する上で
必要な栄養成分も含む自然食品ということ、はちみつの種類がたくさんある
こと、様々な利用方法があることはあまり知られていません。

「はちみつフェスタ」では体験の場を設けることで 「はちみつを使うことの良
さ」を実感していただくことも目的としております。気軽に使っていただく方法
を知ることで、はちみつの使用量を増やし、 「はちみつ文化」を広く普及 して
いきたいと思っております。また、当協会の認定講師による 「はちみつの
様々な使い方をご紹介する」 場を提供いたします。
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一般社団法人　日本はちみつマイスター協会

■子どもから大人まで、どなたでも楽しめるイベント

■はちみつの様々な利用法を知り、体験できる

■はちみつを試食して購入できるので満足感が高い

■日本や世界各地の「はちみつ」が大集結しているため選んで購入しやすい

■はちみつと合わせて美味しい食材、はちみつ加工品が購入できる

日本で唯一、使い方講座と日本や世界各地のはちみつ販売を行う

 「はちみつ尽くし」のイベント
（本年で８回目・2013年より年１回開催）

※2020年、2021年は東京オリンピックと開催日程が重なったため、
　 2022年はコロナ禍のため開催を見送っておりました。
   ４年ぶりの開催です



開催概要

　「はちみつフェスタ　２０２３」　　　※本年で８回目

７月２８日（金）　14：00～20：00　　
７月２９日（土）～３０日（日）　 10：00～17：00
　　　　　※はちみつの日【８月３日】にちなんで直前の週末に開催
　　　　　　※商談は会期中いつでも行っていただけます
　　　　　　※ワークショップは土日のみ

銀座フェニックスプラザ（紙パルプ会館内）  
２階　フェニックスホール（約 330㎡）　→ 販売会場
３階　会議室　３室  （198㎡）　→ 販売会場
３階　会議室　３室　 → ワークショップ会場・はちみつコンテスト投票会場　他
　　〒104-8139　東京都中央区銀座 3-9-11　（銀座駅より徒歩２分  ・ ３駅利用可能）

一般社団法人　日本はちみつマイスター協会

一般消費者

想定来場者数　　約 3,000名
（ご参考　2019年動員数 約３,０００名）

無料　　　※ワークショップ等は有料
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イベント名
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開催日

対象者

主催

入場料

（時間は予定）



主催団体：日本はちみつマイスター協会　とは
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名称 一般社団法人  日本はちみつマイスター協会

代表 代表理事　　河村 千影

所在地 〒104-0016　東京都中央区日本橋小網町16-3 若菱ビル4F

TEL・FAX TEL：03-5244-9783　　　　　　FAX：03-5244-9784

HP https://83m.info/

設立
2012年5月23日
（前身「はちみつマイスター養成講座 」2009年2月開設）

当協会は、ミツバチの生態に基づく、ミツバチが作り出す
「はちみつ」の正しい知識を広めるとともに、様々なはちみつの
活用法を普及させることを目的として活動しております。

１．はちみつ資格の運営

２．はちみつの普及活動

３．はちみつの様々な使い方講座の企画・運営

４．はちみつレシピ開発（料理・化粧品など）

５．各種専門学校・企業様向けはちみつセミナー企画・運営

６．ミツバチやはちみつに関する各種イベント企画・運営

　　はちみつのイベント「はちみつフェスタ」主催

【受講生】
全国で 約 １,２００名

【認定者】
全国で 約 ３２０名

【はちみつ資格】運営
・日本はちみつマイスター協会認定　アドバイザー
・日本はちみつマイスター協会　認定講師

■メディア出演（一部）
　・ＮＨＫ 「あさイチ」　はちみつ特集
　・フジテレビ「ノンストップ！」　はちみつ活用法
　・テレビ東京「ソレダメ！」　はちみつ特集
　・テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」白熱ランキング
　・日本テレビ「ヒルナンデス！」はちみつレシピ提供
　・テレビ朝日「食材の王国」はちみつ料理実演
　・J-WAVE、TOKYOFM、TBSラジオ、ニッポン放送 等出演
　・雑誌「MAQUIA」、「Precious.jp」他インタビュー 多数　　　　　　

■料理学校でのはちみつセミナー開催

■企業・団体でのオンラインはちみつセミナー開催

（2023年1月現在）
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ワークショップ（有料） はちみつ類販売 ＰＲ・販売
（はちみつ以外）

●はちみつ石けん作り 

●はちみつで美容

●はちみつテイスティング（簡易版）

●はちみつと紅茶　　など

　　※現在企画中

●はちみつ

●はちみつ製品

●はちみつを使ったお菓子

●はちみつ入り化粧品

●はちみつを使った飲み物

●プロポリス製品

●ミツロウ製品　　など
参加者から参加費を

いただきます
【当協会  認定講師が担当】

コンテンツ（予定）

※ワークショップは事前申込制
　（空きがある場合のみ当日受付）

●自治体ＰＲブース

●団体ＰＲブース

●はちみつと相性の良い食材

●関連する本やグッズ　など

２階・３階　３日間 ３階　土日のみ３階　土日のみ
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出店・協賛のメリット

■はちみつ好き、はちみつに関心がある方が集まる場所で販売

　　⇒ 購入目的の来場者が ３８．８％（2019年来場者アンケートより）

　⇒はちみつ好きの方への自社製品の直接PRが可能  

■ワークショップ等へ参加することで様々な使い方が学べる

■商談に繋がる　５０％が商談あり　 （2019年出店者アンケートより）

【出店団体様】

■はちみつ好きが集まるイベントのため、店舗と商品の効果的な認知が可能 

■想定来場者　３０代（22.2％）、４０代（26.7％） （２０１９年実績）にＰＲできる

■多くの方が集まる「銀座」が会場のため、関東を中心に全国の方に知ってもらえる
　（前回来場者 関東在住 約８９％、北海道から沖縄まで全国の方が来場）
⇒　認知度が上がり、今後の商品や実店舗、ホームページへの集客につながる

■はちみつコンテスト「第６回ハニー・オブ・ザ・イヤー」と連動した企画のため注目度が高い
⇒ 「はちみつフェスタ2023」 来場者にも無料で参加できる試食投票を実施　  

■はちみつのイメージ「健康・美容・自然食品」への関心が高い層にＰＲできる

■協賛団体はイベントページで御社ホームページを紹介（予定）
（イベント告知ページにＵＲＬリンク）



はちみつ類出店販売
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【出店ブース】　　　紙パルプ会館 ２・３階　

■品目　　　　はちみつ、ミツロウ、プロポリス、はちみつ加工品、ミツバチ関連商品などを扱っていること

■開催期間 7/28（金）　11：30～14：00　搬入、14：00～20：00　販売時間　　※ワークショップ等は土日のみ ３階で開催

（時間は予定）7/29（土）　9：00～10：00　開店準備、10：00～17：00　販売時間

　　　7/30（日）　9：00～10：00　開店準備、 10：00～16：00　販売時間、16：00～18：00　搬出　　

■料金　　２・３階とも同料金（来場者はエレベータで ３階→階段で ２階→１階と移動します）　　　　　

■試食　売上を伸ばすためにも、はちみつを出品される団体は少量試食をお願いいたします（会場での調理・加工は不可）

■お願い　 はちみつを出品される団体様はワークショップで使用させていただく場合があります。

　　　　　　　一番売りたいはちみつ（100g程度）のご提供を事前にお願い致します。（当協会 5/31までに到着）

【その他の費用】

・駐車場　　　  周辺の駐車場をご紹介いたします（同ビル内の機械式駐車場は松屋銀座管理で 10：00～19：30、30分300円）

・ごみ処理料金（多量の場合は発生する場合があります）

スペース 出店料（税別） 付属品

一般 ３日間 １小間 ９０,０００円
テーブル１台（ 180×45cm）、イス２脚
出店団体ネームカード２枚、チラシ 100枚資格取得者の

所属団体のみ
３日間 １小間 ６０,０００円

資格取得者の
所属団体のみ

３日間
1/2小間

（２箇所のみ）
３５,０００円

テーブル半分（ 90×45cm）、イス１脚
出店団体ネームカード２枚、チラシ 50枚

※本年も「国産」・「海外産」・「加工品」のエリア分けをさせていただきます。（エリアは多少変わる場合もあります）
　２月２８日（金）までは当協会の資格取得者がいる団体優先申込みです。
　ブース位置はお申込み順にご希望をお聞きし、調整させていただきます。

【申込締切】 ４月２８日（金）　　※小間が埋まった時点で受付終了となります 　　　

限定 ４４小間（２階２６小間、３階１９小間）



ＰＲ・販売（はちみつ類以外）
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【出店ブース】　　　紙パルプ会館　３階　来場者休憩室内（９ページ参照）
　
■出店条件　　　　このブースでは、はちみつ類の販売はできません。
　　　　　　　　　　　　自治体や団体のＰＲ、はちみつ類以外の販売が可能です。
　　　　　　　　　　　　（例：飲み物、書籍、お菓子、野菜など）

■開催期間 7/27（土）　9：00～10：00　設営・準備、10：00～17：00　販売時間
　　　7/28（日）　9：00～10：00　開店準備、 10：00～16：00　販売時間、16：00～18：00　搬出

■料金　　　

※休憩室とかねているため、人の流れが若干少なくなる可能性があります

【その他の費用】

・駐車場　　　  周辺の駐車場をご紹介いたします（同ビル内の機械式駐車場は松屋銀座管理で 9：45～19：30、30分300円）
・ごみ処理料金（多量の場合は発生する場合があります）

スペース 出店料（税別） 付属品

２日間 １小間 ４０,０００円
テーブル１台（ 180×45cm）、イス２脚
出店団体ネームカード２枚、チラシ 100枚

【申込締切】 ４月２８日（金）　　※小間が埋まった時点で受付終了となります 　　　

限定 ４小間

土・日の２日間
になります
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紙パルプ会館３階 　会議室　　  7/28～30　「はちみつフェスタ2023」　レイアウト案　（2023.01.23現在）
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（2023.01.23現在）
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はちみつフェスタ２０２３へのご協賛・広告
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特典 3口以上 １口以上 備　考

　
協会ホームページのイベント告知ページにＵＲＬリン
ク（イベント開催終了まで、Facebookイベントページに掲
載）

○ ○
はちみつフェスタ事前告知チラシに団体名記載
※12,000枚（予定）、４月末より配布予定 ○ × 3/29申込み

まで対応

ＷＥＢ

チラシ掲載

【企業・団体】　１口　１０,０００円より

一次締切　３月３１日（金）　　　　　最終締切　５月１０日（水）

※告知チラシは全国のはちみつ有資格者（ 女性約９０％・３０・４０代中心 ）に複数枚送付します
　　→　はちみつに関心のある友人や知人などにも届く
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はちみつコンテスト　第６回　ハニー・オブ・ザ・イヤー

４月２８日まで コンテスト推薦・エントリー書類＆はちみつの受付
５月中旬 第１次審査
６月上旬～下旬 第２次審査　はちみつ資格取得者によるテイスティング審査

　→ 選考に残ったはちみつはホームページ等で発表（７月中旬予定）
７月中 最終審査員のテイスティング審査の結果

→ 第１位を【第６回ハニー・オブ・ザ・イヤー　最優秀賞】

7/29(土)-30(日) 「はちみつフェスタ 2023」来場者に第２次審査通過（各部門３品予定）を試食
してもらい、最もおいしいと思う１品に投票してもらう
　 → 最も人気があった１品を 【第６回ハニー・オブ・ザ・イヤー来場者
　　　 特別賞】として8/3に発表

8/3（木） 最優秀賞・来場者特別賞の結果発表（ニュースリリース、 HP掲載）

はちみつ資格を持つ方、はちみつ好きが「最もおいしいはちみつ」を選ぶことで、①おいしいはちみつを普及させる、②おい
しい蜂蜜を作る養蜂家を応援する　目的でコンテストを開催いたします。
また、本年で８回目となる「はちみつフェスタ2023」にて、はちみつ好きの一般来場者も試食した上で投票していただきま
す。

【対象商品】　　日本で購入することができる「はちみつ」
　　　　　　　　　※「国産部門」・「海外産部門」・「日本ミツバチ部門」 に分かれます　

　　　　　　　　　　　　※ はちみつに香りやエキスを加えたもの、果汁、花びら等を漬け込んだものなどは除く
　　　　　　　　　　　　※糖度７８以上であることが条件です　　※はちみつ以外の糖分を加えたものは除く

【エントリーできる方】・ 日本国内ではちみつを販売している養蜂家や企業 ・団体・個人
　　　　　　　　　　　　 ※エントリー費　１品のみ 6,000円（税別）、２品以上何本でも 12,000円（税別）

　　　　

【主催】一般社団法人  日本はちみつマイスター協会

はちみつフェスタ2023
会場３階にて

「一般来場者投票」

エントリー時に、 はちみつ100gが
必要となります。
最終審査まで残った場合は 来場
者試食投票のため 追加で400ｇを
ご用意ください。（日本ミツバチ部
門は追加で200ｇ）

【スケジュール（予定）】



スケジュール（予定）
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出店 協賛・広告 全体

２月
■2/28（火）まで　認定者のいる団体受付
■3/1（水）一般受付開始

■中旬　　募集開始 ■中旬　イベント概要ＨＰ告知

３月 　　　　　　　
■3/31（金）　協賛 の一次締切
　　　　　　　（告知チラシ掲載可能）

■中旬　ワークショップ内容決定

４月
■4/28（金）　出店団体の締切 ■下旬　ニュースリリース発送

５月
■5/31（水）　提出書類の締切
■5/31（水）　提出用はちみつ　　

■5/10（水）　協賛・広告の締切 ■中旬　ボランティア募集

６月
　　　 ■上旬　ワークショップ等 受付開始（WEB） 

７月

■上旬　会場レイアウト確定
■上旬　所轄官庁へ書類申請
■中旬　搬入スケジュールの調整

８月

2023.02.10　現在

４月末頃　イベント告知チラシ完成　→　出店団体様へ発送

＜キャンセルポリシーについて＞
申込後の取り消し、変更は原則としてできません。申込者の都合により取消があった
場合には下記のキャンセルが発生いたしますのでご了承ください。
□5月31日まで　・・・協賛・出店費の50％
□6月1日～6月14日・・・協賛・出店費の80％
□6月15日～開催日・・・協賛・出店費の100％

7/28（金）～30（日）　はちみつフェスタ　開催

＜開催の中止について＞
天災、その他の不可抗力的な事態によりイベント開催が不可能となった
場合は、主催者はこれにより生じた損害の補償は行いません。

事前送付（予定）

7/28（金）
午前中着指定

はちみつフェスタ（時間予定）

7/28（金）14～20時
7/29（土）・30（日）10～17時

搬出（予定）

7/30（日） 
16～18時

搬入・準備（予定）

7/28（金） 
11時半～14時

8/3（木）　第６回 ハニー・オブ・ザ・イヤー結果発表
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お申込み・お問い合わせ　他

はちみつフェスタ２０２３（出店）
第６回 ハニー・オブ・ザ・イヤー

一般社団法人 日本はちみつマイスター協会　　　　担当 ： 池田
TEL．０３－５２４４－９７８３　　　FAX．０３－５２４４－９７８４
E-mail    info@83m.info
HP    https://83m.info
〒103-0016　東京都中央区日本橋小網町16-3 若菱ビル4階

■お申込み・お問い合わせ

■特記事項
当協会および実行委員会が次の内容を含むと判断した場合は出店・協賛・広告をお断りする場合があります。
また、内容の修正や掲示・チラシ配布の中止をさせていただく場合があります。
①公序良俗に反するもの
②政治性・宗教性のあるもの
③他団体・個人を誹謗中傷するもの
④薬機法など法律に違反する掲示や表示
⑤その他、当協会および実行委員会が適当でないと判断するもの

また、当協会はイベントで販売場所の提供を行うだけで、販売されている商品については出店団体社の責任となります。


