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報道関係資料 

会期 ： １０月２１日（水）～２７日（火）                                      
会場/時間 ： 三越日本橋本店  
  本館１階 中央ホール・室町口前 10:00～19:30  
  本館７階 はじまりのカフェ 10：00～19：00 ※最終日は18：00まで  
  本館屋上 21日（水） 24日（土） 25日（日）10:00～17:00   
                         ※天候事情により、中止の場合がございます。 

 ハーベスト フェス powered by 農業女子ＰＪ 
 

日本の食の豊かさを支え、食の未来をつくっていく 
農業女子の魅力に触れ、体感＆体験できる一週間  

■ 「ハーベスト フェス powered by 農業女子ＰＪ」 
 
「農業女子プロジェクト」２周年を記念して、全国の農業女子２５名と農林水産省、多様な業界の参画企業１７社
が大集結し、１０月２１日（水）～２７日（火）の一週間、三越日本橋本店の各会場にて「ハーベスト フェス 
powered by 農業女子ＰＪ」を開催します。 

 

コンセプトは、ご来場される皆さまに、「日本の食」の豊かさを支え、「食の未来」をつくる農業者・生産者の代表と
しての“農業女子”の存在を知り、その魅力に触れていただく “場” のご提供。 

全１５名の農業女子によるマルシェを始め、農業女子と参画企業とのコラボレーションで開発したレシピを元にし
たメニューをご提供するカフェ（有料）やワークショップ（有料）トークイベント（無料）に加え、ハーベストフェス参加
企業のプロジェクト活動をご紹介する展示コーナーや農業女子写真展などを実施します。 

より多くの皆さまに、農業女子との交流を通じ、「日本の農業」の豊かさや多彩さを楽しみながら実感していただく 

“収穫の秋”にふさわしいイベントになります。 

 

■ ハーベスト フェス参加 企業（１７社）                                                         
井関農機㈱、㈱エイチ・アイ・エス、㈱コーセー、㈱サカタのタネ、シャープ㈱、ダイハツ工業㈱、㈱タニタ、    
㈱東急ハンズ、㈱東邦、㈱東洋ハウジング、㈱東和コーポレーション、㈱ナムコ、㈱パソナ農援隊、       
㈱丸山製作所、㈱三越伊勢丹ホールディングス、㈱ロイヤルホテル リーガロイヤルホテル東京、㈱ローソン 

 

■ ハーベスト フェス参加 農業女子メンバー（２５名） （敬称略）       

＜マルシェ参加＞瀧澤初江（群馬）、榎本房枝（埼玉）、遠藤政子（埼玉）、貫井香織（埼玉）、石丸亜理沙（千葉）
矢口優子（千葉）、吉田志麻（千葉）、高博子（石川）、中村友紀（石川）、竹内和恵（長野）、田中まゆみ（長野）、
松澤みどり（長野）、鈴木まゆ（静岡）、山田真実（三重）、小川紘未（宮崎）  

＜ワークショップ参加＞  

山本早苗（岩手）、菅野瑞穂（福島）、中島沙織（群馬）、秋山幸公子（千葉）、笠原純子（千葉）、松下沙由里（千
葉）、伊藤吏紗（長野）、榎本佐和子（愛知）、藤木悦子（兵庫）、垣淵浩子（和歌山） 

 ハーベスト フェス実行委員会  
農林水産省 農業女子プロジェクト事務局 
株式会社 三越伊勢丹ホールディングス 

■ 「農業女子プロジェクト」とは？ 

 
２０１３年に 官民連携プロジェクトとしてスタートした「農業女子プロジェクト」は、
女性農業者が日々の生活や仕事、自然との関わりの中で培った知恵を様々な
企業の技術、ノウハウ、アイデアと結び付け、 新たな商品サービス、情報を創
造し、社会全体に広く発信していくために農林水産省が進めているプロジェクト
です。  

現在、農業女子メンバーは３５０名を超え（スタート時３７名）、参画企業も２１社
（スタート時９社）に拡大、今年１０月末には２周年を迎えます。 



           「ハーベスト フェス」 注目企画の一部をご紹介 

＜本館１階 中央ホール＞                                                                

●「マルシェ」：プロジェクトで活躍する農業女子１５名が自身の生産物を直接販売（日替わりで、毎日４～８名が参加）                   

●「カフェ」：農業女子の野菜や果物を使用し、参画企業（㈱タニタ、㈱ロイヤルホテル リーガロイヤルホテル東京、 

㈱ローソン）と共にレシピ開発したスイーツメニューの提供                                                                       

●「農業女子写真展」：写真家山岸伸とモデル兼フォトグラファー舞川あいくの競演による農業女子のリアルな日常を

切り取った写真展とトークショーイベントの開催 

●「農業女子プロジェクト」ブランドムービーの上映 

●ハーベストフェス参加企業１７社のプロジェクト活動紹介パネルの展示                                                     

＜本館１階 室町口前＞                                                                         

●プロジェクトから誕生したミニトラクタ「しろプチ」（井関農機㈱）と「ハイゼットカーゴ」（ダイハツ工業㈱）の展示            

＜本館７階 はじまりのカフェ＞                                                                

●「ワークショップ」：ヘルシオで味覚の秋食材を味わう！（シャープ㈱）、福島の今と私たちの未来を考えるお米セミ

ナー（㈱エイチ・アイ・エス）、姫リンゴを使ったテーブルトップづくり（㈱東急ハンズ）、他                                                                         

＜本館 屋上＞                                                                       

●「ワークショップ」：机一つでできる脱穀体験、ポン菓子・お米すくい等食育イベント（㈱ナムコ）、他 

 

■ 10/14（水）１７：００より ホームページもアップします。 
  「ハーベスト フェス powered by 農業女子ＰＪ」 ＵＲＬ： 
http://www.mitsukoshiguide.jp/harvest_fes 

  

http://www.mitsukoshiguide.jp/h
http://mumx00prd.adgroup.local/owa/redir.aspx?C=IxSrKROx_UyabiX5e4vwDfoDE6chzdIIgWPZ2f2PW9qsTScGAqw2QHE19QzCSTCNVhSqB-vPN48.&URL=https%3a%2f%2fwww.google.co.jp%2fsearch%3fclient%3dsafari%26rls%3den%26q%3dHarvest%2bFesta%26ie%3dUTF-8%26oe%3dUTF-8%26gfe_rd%3dcr%26ei%3d_2LyVbeBA63D8AeYxqjABQ


■ ハーベストフェス参加１７企業の取り組み紹介  （その１） 
 

■ 井関農機㈱ 
【PJテーマ】 「夢ある‘農業女子’応援Project」 「農業女子トラクタプロジェクト」 
【第二期の取り組み】 「農業機械の使い方がわからない」「もっと効率的に使用したい」という農業女子の声から
全国各地で農業機械取扱いセミナーを実施中。また、農業女子とともに女性農業者目線での扱いやすいトラク
タを開発。 

【本イベントでの実施企画】 女性農業者の意見・要望を織り込んだ「農業女子トラクタしろプチ」を展示。ハンドル
やペダルに手足が届かないという悩みに対し前後調整できるサスペンションシートを搭載したほか、両手で体を
固定し安心して乗降できるグリップ等、女性目線での快適性・安全性にこだわったトラクタを農業女子出演のメイ
キング映像とともに紹介します。 

 

■ ㈱エイチ・アイ・エス 
【PJテーマ】 農業体験＆交流ツアープロジェクト 

【第二期の取り組み】 福島の農業女子を訪ね、原発災害以降の取組みや現状を学び、農作業体験や農家宿泊
を通して地域の方々との交流する旅を企画・実施。 

千葉の農業女子を訪ね、初めての収穫体験＆採れたて野菜の調理体験をするママと乳幼児向けの旅を企画・
販売。 

【本イベントでの実施企画】 福島の今と私たちの未来を考えるお米セミナー（10/25 11時、16時半）福島の菅野
瑞穂さんが、原発災害後からの取組みと現状をお伝えします。福島のお米ができるまでを体験しましょう。 

お米の魅力も、食べ比べしながら楽しく学べます！ 期間中ブースでは国内外の交流の旅、学びの旅をご紹介
します。 

 

■ ㈱コーセー 
【PJテーマ】 農業女子 Beauty Project 

【第二期の取り組み】 農業に従事するアウトドアのプロフェッショナルである女性たちの肌悩みなどをお聞きした
上で、当社の化粧品を使って頂いて得られた肌効果やご要望などの声を、今後の商品開発等に役立てるモニタ
ー施策などを実施。 

 【本イベントでの実施企画】 本館７階の「はじまりのカフェ」において、当社が過去に農業女子プロジェクトメンバ
ーの化粧品モニターに提供した、農作業時を含めた『アウトドアにお勧めの化粧品』や、忙しい彼女たちの生活
をサポートするのに最適な『お肌や髪のお手入れアイテム』を展示。 

 “快適なアウトドアライフ”を満喫する全ての女性を応援します！ 

 

■ ㈱サカタのタネ 
【PJテーマ】 農業女子発！「新野菜」の需要創造プロジェクト 

【第二期の取り組み】 昨秋、研究農場の見学会をおこない、食の専門家と「新野菜」について意見を交換。 

また、昨年から今年にかけ、ミニパプリカやサラダハクサイの試作を実施し、栽培技術や販売方法について情報
交換を重ねてきました。 

【本イベントでの実施企画】 「新野菜」を知るワークショップを10/23と10/25に開催。 

農業女子も登場し（10/23高博子さん、10/25榎本房枝さん＆矢口優子さん）、「新野菜」を育てるやりがいや苦
労について話を聞いたり、「新野菜」の楽しみ方を学びます。 

農業女子が栽培した「新野菜」を試食することができます（天候事情により変更の可能性があります）。 

 

■ シャープ㈱ 
【PJテーマ】 農業女子とのコラボによる、ワンランク上の衣・食生活を提供する家電プロジェクト 

【第二期の取り組み】 農業女子へのアンケートで、不満点の多かった「汚れ落ち」に徹底的にこだわったドラム
式洗濯機を連携して開発。農業女子から集めた泥や、農作業着の汚れを分析し、洗浄力を高めた「極め洗いコ
ース」と農業女子の要望の「サッと予洗いコース」を追加したドラム式洗濯乾燥機を開発、発売しました。  

【本イベントでの実施企画】 ヘルシオファミリー調理商品と、農業女子とのコラボのドラム式洗濯機を１週間展示
。農業女子の生産したお茶や果物・野菜で、お茶プレッソ、ジュースプレッソの試飲を実施します。 

10/21・22・24は、農業女子の生産した季節の野菜をヘルシオで美味しく調理するワークショップを開催。農業女
子の方からの野菜料理に対するアドバイスも実施。 

 

■ダイハツ工業㈱ 
【PJテーマ】 「もっと"私"の軽トラック」プロジェクト 

【第二期の取り組み】 農業女子とのコミュニケーションを通じ、改良した「ハイゼットトラック」に加え、農業女子を
初めとした女性に喜ばれる「ハイゼットカーゴ」を追加予定。 

【本イベントでの実施企画】 本館１F中央ホールでの「ハイゼットトラック（新色 参考出品）」を活用した総勢15名
の農業女子によるマルシェ開催に加え、本館１F室町口で「ハイゼットカーゴ(新色 参考出品)」を展示し、農業
での活用事例を紹介します。 



■ ㈱タニタ 
【PJテーマ】 日本を健康に！１汁３菜の定食で元気を発信プロジェクト  

【第二期の取り組み】 農業女子の生産物を使った定食レシピを開発し、丸の内タニタ食堂にて一般のお客様に向け
て提供。同時にマルシェやイベントも開催します。コラボレーションする地域を分け、年に３回開催していきます。 

【本イベントでの実施企画】 農業女子小川紘未さん、石毛麻里子さんとコラボしてレシピ開発したスイーツとドリンク
を合計２種本館１階カフェにて提供します。 

一つ目は小川さんの生産したトマトを使った「樹上完熟ミニトマト アイコ入りレッドジュース」、二つ目は石毛さんの
生産したトマトを使った「トマトとバジルのパウンドケーキ」を予定しています。 

 

■ ㈱東急ハンズ 
【PJテーマ】 教えて！農業女子PJⅡ 

【第二期の取り組み】 農業女子によるハート型きゅうりとハート型レモンを、バレンタインに都心大型３店舗（新宿店・
渋谷店・池袋店）にて販売。その他にも、マルシェの開催（札幌店）、農業女子・中島沙織さんのアートフォト販売（新
宿店）を行いました。 

【本イベントでの実施企画】 農業女子による初のワークショップを開催。松澤みどりさんによる本物の姫りんごを使
ったテーブルトップを製作します。さらに、伊藤吏紗さんデザインの桃薫いちごのアクセサリー製作、中島沙織さん
のアートフォトのプリント販売も実施。また、東急ハンズならではの関連グッズの販売も行います。 

 

■ ㈱東邦 
【PJテーマ】 汚れも悩みもスッキリ! 農業をもっと楽しく! プロジェクト 

【第二期の取り組み】 洗濯石けんのウタマロが取り組む、農業のガンコな汚れを落とすプロジェクト。 

実際に農業女子を訪ね農作業を体験、どんな汚れで何に悩んでいるかを探り、農業者と女性、両方の視点を取り
入れた新たな洗剤を開発中。 

【本イベントでの実施企画】 農業の汚れで一番ガンコ、と言われるトマトのアク汚れを落す洗剤開発のためトマト農
家さんを訪問。トマトのアクって何?なぜこんなにガンコな汚れなの?ウタマロとトマトのストーリーをパネルで展示。
10/21・24・25・27はウタマロの実演とサンプリング、10/24はトマトと梅農家さん（藤木悦子さん、垣淵浩子さん）と、
美味しい試食付のトークショーも開催。 

 

■ ㈱東洋ハウジング 
【PJテーマ】 農業女子とかんがえる住まいのミライ・プロジェクト  

【第二期の取り組み】 12月にキックオフミーテイング～種まきを弊社モデルハウス【nagomino】にて開催。「農作業」
「子育て」「家事」「収納」中心に、「農業女子 実際のお宅訪問」で実生活における問題点をシェアしました。 

【本イベントでの実施企画】 「ナチュラルカワイイ」がコンセプトの弊社モデル【nagomino】をベースに、農業女子ヴァ
ージョンに昇華したプラン【nagomino N-jyo】を発表。 

会期中は農作業と家事や育児を楽しく両立する「Domaリビング」を再現して、建築士やコーデイネーターによる農
業女子的暮らし相談会を実施します。 

 

■ ㈱東和コーポレーション 
【PJテーマ】 手袋でサポート！快適農業ライフプロジェクト 

【第二期の取り組み】 農業女子の皆様に手袋に関するお悩み事やご要望をキックオフ会議や現地調査を通じて、ヒ
アリングさせて頂き、農作業が快適となるような手袋の開発を行います。 

【本イベントでの実施企画】 これまでのプロジェクト取組内容を紹介させて頂き、プロジェクトを通じて出来上がった
商品を参考出品致します。（製品サンプルのみ展示） 
また、お客様には弊社の手袋を実際に嵌め、丸山製作所様の草刈り機を持って頂き、「なりきり農業女子 写真撮
影会」を行います。 

 

■ ㈱ナムコ 
【PJテーマ】 「農業×エンターテインメント」創出プロジェクト 

【第二期の取り組み】 都市部のファミリーを対象に、農業とエンターテインメントを組み合わせた新たな食育機会の
提供と女性就農者の認知を高めるイベントを開催。 

今後は農業をテーマに新たなエンターテインメント施設の可能性を探ります。 

【本イベントでの実施企画】 10/21・24・25の3日間、お子様向け食育体験と楽しいアトラクションを開催。農業女子
のお米すくい(1回：300円税込)やエア遊具「太鼓の達人アスレチック」(30分：500円税込)で楽しい収穫祭！ワーク
ショップは「お米の脱穀」体験。10/24・25は「ポン菓子」の実演もあり参加者にご提供します。 

■ ハーベストフェス参加１７企業の取り組み紹介  （その２） 
 

 



お問い合わせ先：  
ハーベスト フェス実行委員会                       
農林水産省 農業女子プロジェクト事務局  広報担当：多田、弓、齋藤 

代表：03-3502-8111（内線5194） ダイヤルイン：03-3502-6600                 
            
（株）三越伊勢丹ホールディングス 広報  

ダイヤルイン：03-6205-6003    

※イベント内容は都合により変更になる可能性がございます。 
  

 

■ ㈱パソナ農援隊 
【PJテーマ】 未来の農業女子＆新たな農業の働き方提案プロジェクト 

【第二期の取り組み】 全国の農業女子プロジェクトのメンバーに対して、農業経営に対しての経営力を向上するため
の研修プログラムを実際に農業女子のメンバーに試験的に研修を実施し、受講後ヒアリングを行い適切な人材育成
プログラムを構築いたします。 

【本イベントでの実施企画】 「はじまりのカフェ」で就農相談コーナーを展開。パソナ農援隊の方々が、パネルや資料
を用いお客さまに産地の魅力や食の安全を伝えます。 

実際に参加者のみなさんに「バーブ等の挿し木体験」を行い、その中で農業女子の石丸亜理沙さんによるトークディ
スカッションを行います。 

 

■ ㈱丸山製作所 
【PJテーマ】女性が求める”草刈作業”応援プロジェクト 

【第二期の取り組み】女性がする草刈作業を、わかりやすく、安心してできるように、全国各地で製品研修会を実施し
ています。また、当社販路にて”女性向け草刈作業応援商品”と位置づけて、服装や化粧品とパッケージ提案など女
性視線による製品開発とプロモーションを行っています。 

【本イベントでの実施企画】農業女子PJメンバー11名との意見交換で誕生した草刈機「かる～の」の展示。また、各種
アクセサリーの紹介と併せ東和コーポレーション様の商品も出品します。さらに、会場では「なりきり農業女子撮影会
」やお子様向けに「なりきり田面ライダー撮影会」も実施しています。ワークショップとしては、エンジンの始動体験や
分解組立体験を行います。 

 

■ ㈱三越伊勢丹ホールディングス 
【PJテーマ】 想いを‘伝えたい・学びたい・届けたい’プロジェクト 

【第二期の取り組み】 ５名の農業女子の生産物を使用した昨秋「お歳暮」企画では飲茶など３種類の商品を三越のれ
んで全国販売し、今夏の「お中元」では規模を拡大、10名の農業女子の生産物によるアイスを始めとした４商品を三
越・伊勢丹両のれんで全国発売。 

【本イベントでの実施企画】 総勢15名の農業女子による日本橋マルシェを１週間開催。さらに、お歳暮ギフトの商品を
ご紹介するセミナーを開催（10/22小川紘未さん、10/26秋山幸公子さん)。 

農業女子ギフト第三弾企画として、農業女子14名の生産物で５商品を開発。小川さんのトマト入り餡を挟んだモナカ
と秋山さんのごぼうを使った野菜せんべいを自らご紹介します。 

 

■㈱ロイヤルホテル リーガロイヤルホテル東京 
【PJテーマ】 農業女子的！おもてなしプロジェクト 

【第二期の取り組み】 農業女子の声を働く女性の代表として生かし、働く女性に健康やスキンケアを見直し、リフレッ
シュしていただくための宿泊プラン「ワーキングウーマン リラックスステイ」を販売。 

農業女子の生産物や農業女子プロジェクト参画企業の商品サンプルなどの特典付き。 

【本イベントでの実施企画】 農業女子鈴木まゆさんの生産したお茶を使用した、ホテルシェフパティシエ石和悟による
スイーツレシピを提供し、カフェにて販売いたします。 

 

■ ㈱ローソン 

【PJテーマ】 おいしい＆生産者の顔が見えるムーブメント創出プロジェクト 

【第二期の取り組み】 9/29から、埼玉県内と近隣のローソン店舗（926店：2015年7月末、「ナチュラルローソン」
「ローソンストア100」除く」）で、埼玉県熊谷市で農業に従事する“農業女子”遠藤政子さんが生産した“百花はち
みつ”（※）を使用したスイーツ４品を発売します。 

※さまざまな種類の花から集められたはちみつ  

【本イベントでの実施企画】 農業女子遠藤政子さんが生産した“百花はちみつ”を使ったはちみつプリンを、三越
伊勢丹オリジナルメニューとしてアレンジし、特設のカフェでご提供します。 

■ ハーベストフェス参加１７企業の取り組み紹介  （その３） 
 

 


