
 

市政運営会議資料 

 

「2015年ミラノ国際博覧会」日本館イベント広場企画概要 

 

１．イベント名称  「伊賀流忍者の精神と食文化」 

 

２．イベント概要 

＊イベントの趣旨： 世界に通用する「ＮＩＮＪＡ」をキーワードに、本物の忍者の姿、忍

者にまつわる食文化を紹介することで、日伊の相互理解につなげる。 

＊目的や狙い： 本物の忍者を紹介することで、日本の伝統文化に対する理解や興味、親し

みを持っていただき、日本（伊賀市）へのインバウンドの増加につなげる。 

＊内容： 伊賀忍者特殊軍団「阿修羅」による忍者実演ショー、観客の手裏剣打ち体験参加、

忍者の実像に関するプレゼンテーション、「かたやき」と呼ばれる忍者の保存食や伊賀地域の

伝統食の試食、伝統的工芸品に指定されている伊賀焼の食器や伊賀組みひものテーブルウェ

アの展示や説明、 

＊プログラムの構成： 忍者実演ショー（日本刀、手裏剣、鎖鎌、吹き矢などの実演）を１

日３回公演する。ショー終了後、観客に実物の手裏剣打ち体験をしていただく。 

 その合間に、試食・試飲、食器・テーブルウェアの展示と説明を行う。 

＊所要時間： 忍者実演ショー１回３０分、手裏剣打ち体験１回３０分、試食・試飲など６

０分を１日３回行う。 

＊出演者名 伊賀忍者特殊軍団「阿修羅」５名、 

 

３．参加希望日程 

 ・第 1希望：  ６／２８～７／４         

 ・第 2希望：  ７／５～７／１１         

 ・第 3希望：  １０／４～１０／１０       

 

４．参加希望日数 

 ・希望日数：  3 日  

 

５、今後の予定 

 2014年 

 ５月１日  参加自治体・団体発表 

       以降、日本貿易振興機構（ジェトロ）との協議 

１２月中旬 ジェトロとの参加合意書締結 

2015年 

1月下旬  イベント広場参加者の各プログラム内容等の発表 

5月1日～10月31日 ミラノ国際博覧会会期 



【参考資料】 2015年ミラノ国際博覧会 日本館イベント広場について 

農林水産省、経済産業省、日本貿易振興機構（ジェトロ） 
 

2014年2月 



ミラノ国際博覧会開催概要 

【名  称】  ：2015年 ミラノ国際博覧会 

【会  期】  ：2015年5月1日～10月31日（ 184日間） 

【開催地】  ：イタリア共和国ミラノ市郊外 

【テーマ】  ：地球に食料を、生命にエネルギーを （ Feeding the Planet, Energy for Life） 

【会場面積】  ：110ha 

【想定参加国等】 ：140ヶ国 

【想定入場者数】 ：約2000万人 

【公式サイト】  ：http://www.expo2015.org/ 

イタリア及びミラノ市の概要 

人 口      ：130万人 

面 積      ：182 km2 

主な産業      ：化学、繊維、航空機、自動車、 

                        ガラス、皮革等 

主要イベント    ：ミラノサローネ（４月）、 

                         国際貿易フェア（４月）、 

          ミラノコレクション（夏・冬年２回） 

名  所      ：ドゥオモ、スカラ座、｢最後の晩餐｣ 

 

2015年ミラノ国際博覧会 開催概要 

マルペンサ 
国際空港 

リナーテ 
国際空港 

ドゥオモ 

ミラノ博開催 
予定地 

http://www.expo2015.org/


「2015年ミラノ国際博覧会」（以下、「ミラノ万博」）のテーマとは 

今回のミラノ万博では地球規模の「食」に関する課題の提示、そしてその解決に向けた 

方向性の提示や模索の場という位置づけである。 

その中で日本館の出展においては 

 ・ 飢餓による栄養不足の解消や増加する人口に見合う食料資源の確保 

 ・ 飽食・過食による栄養過多の解消や不健康の改善 

といった人類共通の課題に対して、日本としての貢献策や解決策の模索、提示が求められている。 

 

我が国の食・食文化の可能性 

自然との共生や多様性を重視して培ってきた我が国の農林水産業とその増産技術、 

うま味や発酵技術を活用した食文化や高度な伝統工芸技術や職人技を反映させた日本食文化など、 

「日本食」や「日本食文化」に詰め込まれた知恵や技はその人類共通の課題解決に貢献できる大きな可能性を秘めている。 

 

日本として世界へ発信していくコト・モノ 

日本館の展示や行催事を通じて、来館者や行催事参加者へ食料問題という世界規模の課題を 

自らの問題として受け止めていただくとともに、その課題への貢献の可能性を秘めた、 

我が国の農林水産業や食を取り巻く様々な取組、「日本食」や「日本食文化」に凝縮された 

様々な叡智や本物の日本食や日本食文化の素晴らしさ、奥深さなどを五感で感じ取っていただき、世界へ発信・アピールする契

機とする。 

日本館出展の意義 



日本館出展概要 

【発信メッセージ】 

 ① メインメッセージ 

  「日本の農林水産業や食を取り巻く様々な取組み、『日本食』・『日本食文化』に詰め込まれた様々な 

        知恵や技が、 人類共通の課題解決に貢献するとともに、多様で持続可能な未来の共生社会を 

        切り拓く。」 

 ② サブメッセージ 

  『いただきます、ごちそうさま、もったいない、おすそわけの日本精神が世界を救う。』 

会場全体図 

【 感じとってもらいたいこと 】 

  [１] 人類共通の課題に対する日本の貢献     [2] 日本食や日本食文化への感動 

 意義・効果： ①プレゼンス向上  ②産業の振興   ③地域の振興 

      ④インバウンド増大  ⑤人材登用・育成  ⑥国際交流・理解 

【日本館の出展意義及び効果】 

（1）日本のプレゼンス向上 －日本の広告塔となる日本館－ 

（2）産業の振興 －産業興し及びそのためのチャレンジにつながる日本館－ 

（3）地域の振興 －まちづくり、地域づくりにつながる日本館－ 

（4）インバウンドの拡大 －訪日の扉となる日本館－ 

（5）人材の育成 －若手登竜門の日本館－ 

（6）イタリアや参加各国との交流、相互理解の深化 －日本と世界の架け橋となる日本館－ 

日本館出展概要 



イベント広場 

■ステージ（範囲） ：約巾10m×奥行4m 

 ・大型ＬＥＤ映像装置（ステージバック壁面） 
 ・音響・照明機材 
 

■観覧用シート：約100名着席可能（立ち見も可）    

〇可動式テーブル＆椅子（ワークショップ等で使用） 
〇演出機材オペレート卓 
〇移動式簡易キッチン 
〇給排水管 
   ・移動式簡易キッチンと給排水管との接続のための側溝を設置 
〇手洗い場 
   ・ワークショップ等、来場者参加型イベントの際の衛生面配慮 
〇電源 

■その他の設備   

イベント広場 

有効スペース 約240㎡ 

催事スペース（案） 

イメージ図 

参加者企画行催事 
可能スペース 

イベント広場ステージ前：約180㎡ 

ワークショップ可能エリア：約60㎡ 

※【注意】上記は2014年2月時点のプランの為、今後変更する可能性がございます。予めご承知おき願います。 

バックヤード 

約40㎡ 

■ 出展者控室（出展者荷物置き） 

■催事用倉庫: 

  移動式簡易キッチン、冷蔵庫、演出機材オペレート卓、テーブル、 
  椅子の保管庫 

■ トイレ 

  出展者スタッフの使用を基本とし、緊急の場合は来場者利用も可能 
大型モニター 

ステージ 
10×4m 

観覧用シート 

ワークショップ可能エリア 
（レストラン時間はレストラン席が設置） 
※席数は現時点の計画であり 
変更する可能性あり 
 

【平面図】 

【立面図】 

h6000 

h3400 

ステージとなる場所をレベル±０の平台にすることで、 

ステージとして使用を限定することなく、展示など多様な 

使い方ができる可変性をもったスペースを想定している。 



料理を通じて日本の食への精神「ありがとう」、「いただ
きます」、「もったいない」、「おすそわけ」などを教えるこ
とを目標にしたキッズ・キッチンを、世界の子供たちにも
体験させる。みんなで共食することで、日本の精神を分
かち合う。 

形式 ワークショップ、試食 

場所 イベント広場 

実施回数 1日2回 

所要時間 45分 

動員数 20～30名（保護者は観覧席） 

対象 子供（5歳～10歳程度） 

機材 キッチン、モニター、音響 等 

スタッフ 13名（講師、アシスタント7名、通訳6名） 

形式 実演パフォーマンス 

場所 イベント広場 

実施回数 1日3回 

所要時間 30分 

動員数 100名＋立ち見 

対象 特定なし 

機材 モニター、音響 等 

食育イベント    実演パフォーマンス 

イベント① イベント② 

食と技を通して日本の美しさを発信 

地産地消・食育による食文化等日本人の 
精神性を次世代へ継承していく各地の取組み
をミラノ万博で発信していく。 
イタリアとの共通点の多い食に対する概念を 
共有し互いのコミュニケーションを図っていく。 

日本の食文化や職人の技が込められている
職人技をイタリアで披露。 

映像放映 

地域紹介映像 

形式 映像放映 

場所 イベント広場 

実施回数 数回 

所要時間 イベントがない時間 

動員数 観覧自由 

対象 特定なし 

機材 モニター、音響 

食材や技術を生み出す地域を紹介 
する映像の放映。 

一汁三菜 

来場者参加型の双方向でのコミュニケーションを図るイベントを実施した場合 

■食育イベント 

■映像放映 

■実演パフォーマンス 

催事スペース活用例① ワークショップ 

ワークショップ 

※写真はイメージです。 

バックヤード 
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形式 プレゼンテーション、試食 

場所 イベント広場 

実施回数 1日2回 

所要時間 
40分 
（プレゼンテーション10分、試食会30分） 

動員数 20～30名（着席） 

対象 特定なし 

機材 キッチン、モニター、音響 等 

形式 実演、展示 

場所 イベント広場 

実施回数 1日2回 

所要時間 30分（実演） 

動員数 100名＋立ち見 

対象 特定なし 

機材 音響、モニター 等 

テーブルウェア紹介 職人技 披露 イベント① イベント② 

市町村独自のPRイベントや展示 

市町村独自の取り組みや食や食文化を 

海外へPR 

独自のテーブルウェアを紹介。 

現地の人々とコミュニケーションを取りながら地域に 

ついて理解を深める。 

市町村独自の職人技を披露。 

展示 テーブルウェア展示 

形式 展示 

場所 イベント広場 

実施回数 担当期間中常設 

所要時間 なし 

動員数 なし 

対象 特定なし 

機材 音響、モニター 等 

イベント①で使用したテーブルウェ

アによるスタイリング展示。 

ステージを活用し、各地域独自のPRイベントを実施した場合 

ステージ等を展示スペースとして活用した場合 

地域の魅力、 

取組みプレゼンテーション 

■地域PR 

■展示 

■実演 

テーブルウェアの展示 

催事スペース活用例② 地域PRイベント・展示イベント 

地域PRイベント 

展示イベント 

バックヤード 
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催事スペース活用例③ キッチンショー 

シェフパフォーマンス 

形式 パフォーマンス、試食 

場所 イベント広場 

実施回数 1日1回 

所要時間 
50分 
（パフォーマンス3０分、試食20分） 

動員数 100人（シート着席）、立ち見 

対象 特定なし 

機材 キッチン2台、モニター、音響 等 

形式 フォーラム 

場所 イベント広場 

実施回数 1日1回 

所要時間 30分 

動員数 100人（着席）、立ち見 

対象 特定なし 

機材 モニター、音響 等 

イベント① 日本食フォーラム イベント② 

日本の食、食文化、技を世界に発信 
現地シェフとの交流対決 

日本の食・食文化の一層の発展・振興することを目的 
 
〇日本料理人の技 
〇日本の食、食文化の普及 
〇日伊料理人の交流、ネットワークづくり 

正しい日本の食、食文化への理解・普及を
目的としたフォーラムを開催。 

BENTO対決 日伊の食材を使った対決 

〇若手日本料理人VS現地若手日本人イタリアンシェフによる 

日本とイタリアの食材を使った料理対決を行う。 

キッチンショー 移動式簡易キッチンを用い、調理を伴うイベントを実施した場合 

■シェフパフォーマンスイメージ 

移動式簡易キッチン 

※写真はイメージです。 

バックヤード 
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（参考）2010年 上海万博イベントステージプログラム 
        

  催事名 主催者   

  富山県の日 富山県   

  神戸の日 神戸市   

  21世紀の遣唐使 奈良Week in 上海 奈良県   

  愛知県ウィーク 愛知県   

  名古屋市ウィーク 名古屋市   

  福岡発！廃棄物処理場の技術（福岡方式）と紙おむつリサイクルシステム 
福岡市 
3大学連携推進会議（福岡大学、香蘭女子短期大学、日本赤十字九州国際看護大学） 

  

  日本の伝統文化と芸術の精粋を感じる現代文明技術と自然の調和を表す～漫画の王国～鳥取へようこそ 鳥取県   

  和歌山県の日「和歌山 歌の交流ステージin 上海」 和歌山県   

  こころ踊る新潟県へ、ようこそ！？～新潟フェア～ 新潟県、新潟市、長岡市   

  岐阜県の日～きれいな水‘‘ウォーターシアター’’～ 岐阜県   

        


