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モンゴル最大の日本イベントで
貴社の商品を紹介しませんか？

モンゴルを知る
モンゴルを体験する
モンゴルに進出する

JAPAN FESTIVAL in MONGOLIA2019は第一回目となりますが、そ
の前身は、2018年までの6年間在モンゴル日本大使館が共催する唯
一の継続的な日本関連イベントとして運営されてきました『ジャパ
ンポップカルチャーフェスティバル』です。
しかし、昨年は来場者数が3000人を超え、大使館の共催では運営が
困難な規模となってきました。
そこで、2019年は規模を拡大し、運営委員会を設置し、モンゴル最
大の日本関連イベントとなり

日本を『まるごと』体験する

イベントとして新たに生まれ変わります。
このイベントではジャパンポップカルチャーフェスティバルの要素
は残しながらも、日本の伝統文化や、まだモンゴルの方が知らない
日本の商品、技術を幅広く紹介すると共に、日本とモンゴルがこれ
からも幅広い意味での友好関係を築いていけるような公的なイベン
トとなることを目指しております。

JAPAN FESTIVAL in MONGOLIA 2019
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ジャパンフェスティバル
出展のご案内

モンゴルの人達の購買力を探る
モンゴルの人達の嗜好を知る
『売ってみる』『聞いてみる』

GDP総額, 27,167,034.7
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GDP総額

一人当たりのGDP

2002年 524 USD
↓

2017年 3,779 USD

15年で8倍弱

図：モンゴル国家統計局のデータより作成

一時期の勢いはみられないものの
経済は徐々に回復の兆し

（2018年1月～6月成長率6.8％）

モンゴルは1990年の民主化、市場経済化以降、10数年経済が
低迷してきました。しかし、2005年頃を期に、資源価格が世
界的に高騰したため、急激な成長を遂げてきました。その後
2011年のピーク時には瞬間的に経済成長率が20％を超えるな
どここ10年の成長には目覚ましいものがあります。
現在は、ピーク時の様に二桁台の成長率は影を潜めましたが、
現在でもゆるやかに経済成長は続いています。
その様な中、モンゴルの親日度は、世界の国の中でも最高レ
ベルとなっており、モンゴルの方の日本の製品やサービスに
対する関心は高く、また日本製品の品質に対する信頼感も今
もモンゴルの中には存在します。
しかしながら今から10年ほど前までは一人当たりのGDPが日
本の製品やサービスに届くほどの水準にはありませんでした。
その様な中、いち早くモンゴルの市場や、消費者の動向に目
をつけた韓国の企業は、商品、サービスともに既にモンゴル
に進出しており、確固たる地位を築きつつあります。また、
2015年を機にケンタッキーフライドチキン、バーガーキング
といった世界的なブランドも進出を始め、この数年で大きな
成長を遂げています。
しかし、モンゴルには、まだまだ進出する余地のある分野が
多くあります。あなたの会社の製品が、モンゴル市場を独占
することも夢物語ではありません。
ジャパンフェスティバルに出展することに大きなハードルは
ありません。あなたの会社の商品・サービスを2日間のジャパ
ンフェスティバルを通じて実際に売ってみる、モンゴルの人
から意見を聞いてみる。
その経験をもとにモンゴルの進出を本格的に行うのか、断念
するのかを試すことができる最大の集客力を誇るイベントと
なります。

ローコストでモンゴルの
ビジネスチャンスを
『自社のモノに』

詳しい投資環境やビジネスに関係する情報に
関しては章最後の頁に掲載するJICA、モン

ゴル日本人材開発センターが提供するビジネ
ス情報サイトのリンクよりご参照ください
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世界最高レベルの『親日国』

日本への渡航者は年々増加し、モンゴルの
方々は日本のサービス、商品に興味津々

日本の製品は続々とモンゴル市場へ
日本の存在感は日に日に増している

図：政府統計ポータルサイトe-statのデータを基に作成
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モンゴルから日本への
入国者数推移（10年間）

昨年のポップカルチャーフェスティバルでは
日本の焼きそば屋台に行列ができた

店頭に並ぶ日本製の哺乳瓶。
特に安全性を重視する乳児用

製品は日本の製品が優位

豊洲直送のネタを使う回転ずし屋は連日多く
のモンゴル人が押しかける
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モンゴル進出のイメージ

自己調査
JAPAN FESTIVAL

In MONGOLIA
出展・販売・PR

モンゴル
進出

→主催・後援機関による支援

実際の体験により
進出リスクを最小限に

自分の目でみた
体験を基に進出

モンゴルとは
どんな国かを知る

 政府機関系の信頼できる情報から
情報を得る→１６P参照

 既に進出済みの日系企業が主催者
のため、相談できる

 各公共機関が後援する公的イベン
ト

 JICAが支援する中小企業進出支援
プロジェクトの専門家が無料でお
問い合わせに答えます

 あらゆる性別や年代の日本に興味
のあるモンゴルの人たちと出会
え、実証ができる

 非営利のイベントのため、低コス
トでモンゴルの人たちの購買力、
嗜好を知ることができます

 自分の体験に基づいた進出決定の
ため、進出リスクが低減できます

 モンゴル進出の際にも様々な進出
サービスを共催・後援機関に相談
できます。また支援を受けること
ができる可能性もあります。

ご要望に応じて、B to Bミーティングなどを設定することもできます
お気軽にご相談ください（これらのサービスは有料オプションとなります）
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in
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ご紹介
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2018年の実績（ポップカルチャーフェスティバルにおいて）

開催日：2018年8月18日
開催場所：ナショナルアミューズメントパーク
来場者数：約3000人

↓
JAPAN FESTIVAL in MONGOLIA 

2019
来場者数目標
10,000人へ
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2018年の実績（ポップカルチャーフェスティバルにおいて）



出店の
概要

JAPAN FESTIVAL
in

MONGOLIA 2019
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皆様が安心して出展できるよう
徹底した『出展サポート』

モンゴルで日本の旅行会社といえば

『H.I.S.』
今回のイベントスポンサーともなるH.I.S.
は日本の旅行会社で唯一支店を持ち、日
本人が二名常駐しているモンゴル旅行の
プロです。
そのモンゴル旅行のプロが皆様方をしっ
かりとサポートします。
また、貴社の備品、商品などはモンゴル
に精通した物流会社が皆様のお荷物を
しっかりとモンゴルまでお届けいたしま
す。

・モンゴル語が話せないんだけど
・海外は初めてなんだけど
・食べ物が心配なんだけど

全て大丈夫！

皆様方のご旅行と出展を支えるプロ集団
にお任せください

出展料金は９万８千円
（2日間）

＋旅行代金＋オプション代

今回の出展料金は第一回目であること。また、皆さんが
お気軽に出店できるよう、できるだけ費用を抑え１０万
円以下に納めることに成功しました。一般的な海外で開
催される出展料金の数分の一の価格でモンゴルに出展し
てみませんか？
※ 上記出展料金には、ブース料金、机１脚、椅子２脚、電気使用量を含みます。
※ 通訳の手配等は別途料金がかかりますので、HIS担当までお問合せください。
※ 1ブースに複数社出展することも可能です。
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3ｍ

会場は、ウランバートルの

『ど真ん中』
MONGOLIA

ULAANBAATAR CITY

NATIONAL AMUSMENT PARK
＆

WHITE ROCK CENTER

LOCATION

会場となるナショナルアミューズメントパーク（NAP）は通称パルクと呼ば
れ、ウランバートル市民だったら必ず知っているウランバートル市の真ん中に
位置する施設です。遊園地施設であるため、夏のこの時期は通常でも多くの来
場者でにぎわいます。今回ジャパンフェスティバルのメイン会場となるホワイ
トロックセンター（WRC）はそのNAPの西端に位置します。そのため、日本に
関心のある人だけではなく、多くの来場者を期待することができます。また
WRCはモンゴルと日本の合弁企業が建設した施設で、モンゴルで初めて日本の
技術を利用したプロジェクションマッピングが利用できる施設となっており、
モンゴルの中でも注目を浴びてきている施設となります。
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約
85ｍ

約
65ｍ 日本の文化や、日本・日本に関係のある企業の出店ゾーンとなります。

文化紹介ゾーンでは、日本人会主催による盆踊り大会や、かるた大会。茶道の体験コーナー、
コスプレワークショップなど日本の様々な文化を体験していただく機会を提供します。
また、日本の企業で、モンゴルや海外に出店を希望する企業に対してもモンゴルで試験的に販
売し、モンゴルの方々の嗜好を知るための貴重な機会となります。

メイン会場では、イベントの開会式、閉会式を始めとして、様々な分野の催しが実施され
ます。以前から実施されていますコスプレ・アニソンコンテストはもとより日本の文化に
関係するイベントが目白押しです。本場日本からもアイドルや、コスプレーヤー、その他
の芸術分野のアーティストも参加予定です。
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出展ブース イメージ

3ｍ

3ｍ奥行 3ｍ
面積9㎡

出展費用（98,000円）に含まれるもの
・ 上記寸法のテント
・ 机１台
・ パイプ椅子２台
・ 電気使用量
（そのほかのものはオプションとなります。）
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JAPAN FESTIVAL in MONGOLIA 2019



社名 株式会社 日新

連絡・問合せ先

国際営業第一部 ロシア・CIS室
〒102-8350東京都千代田区三番町５
TEL： 03-3238-6585 FAX： 03-3238-6441
担当：野田、小倉

ホームページ https://www.nissin-tw.com/

JAPAN
FESTIVAL

in MONGOLIA
2019

運送オフィシャルパートナー

社名 シンク・ロジスティクス株式会社

連絡・問合せ先
エンビ(MONGOLIAN STAFF) 、新野 亜衣(AI SHINNO) 
TEL:044-276-8793 
MAIL: info@sync-logi.com

ホームページ https://www.sync-logi.com/ja/

JAPAN FESTIVAL IN MONGOLIAでは、長年モンゴルとの輸送を行ってきた以下の2社をオフィシャルパート
ナーとして輸送を依頼しております。
輸送に関してのお問い合わせは以下の輸送会社までお問合せください、

https://www.nissin-tw.com/
https://www.sync-logi.com/ja/


独立行政法人国際協力機構（JICA）情報サイト
https://www.jica.go.jp/priv_partner/case/field/index.html#toushi

独立行政法人国際協力機構（JICA）モンゴル投資環境ガイド
https://www.jica.go.jp/mongolia/office/activities/environment_guide
/index.html

モンゴル日本人材開発センタービジネス情報ブログ
https://mongol-japan-center.tumblr.com/

モンゴル日本人材開発センタービジネス情報Twitter
https://twitter.com/Mojcbiz?lang=ja

JAPAN
FESTIVAL

in MONGOLIA
2019

モンゴルの投資状況に関しての
情報提供サイト

また、詳しいモンゴルの状況をお聞きになりたい方は、JICAの日本の中小企業の海外進出支援を行っている専門
家に無料で相談をすることができます。
詳しくは、上記のリンクをご参照ください
または、以下のメールに直接お問合せ頂くことも可能です。
モンゴル日本人材開発センター JICAビジネス交流支援専門家 中村 功（なかむら こお）
nakamura@japan-center.mn
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出展の際の注意事項

 ガスのご利用、冷蔵設備使用料などのオプションをご利用の際は追加料金がかかりますことご了承ください。
 サンプルの運送費用などに関しては、オフィシャルパートナーにご相談ください。
 各公的機関、地方公共団体の海外展示会支援補助金の申請などもご検討ください
 食料品の販売におきましては、飲食販売許可利用料として別途10,000円がかかります。
 5月7日時点で、酒類販売を行う許可が取得できておりませんが、もし、酒類販売を行う許可を取得し、酒類販

売で出展される企業様に関しては、酒類販売許可利用料として別途料金を請求させていただきます。
 販売時の決済方法に関しては、JAPAN FESTIVAL in MONGOLIA運営員会の定める方法でお願いいたします
 販売時には、付加価値税（日本でいう消費税）が商品価格の10％かかりますので、ご承知ください。
 皆様方の販売した売り上げは一括して主催者である大富士LLCの収入として計上しモンゴル国内の税務処理を行

います。その際に付加価値税を控除して皆様方にお支払いをいたします。
 税務・会計処理の代行費用として、販売価格の8％を大富士LLCで徴収いたします。
 売上金は、商品仕入れ代金として会期終了後10日以内に、皆様の国内口座に送金手続きを完了することといた

します。（通常日本の口座への着金は３～４日以内となっております。）
 送金手数料に関しましては、売上代金より差引し送金いたします。
 モンゴルの法律では非居住者に海外送金する場合、送金時に送金額の20％が源泉徴収される場合があります。

適用はモンゴルの諸官庁、銀行などの指示に従い行われます。適用された場合は送金額の20％を源泉徴収とし
て銀行に支払い送金されることがありますことをご了承ください。

 商品・サンプルの輸入に際しては、主催者である大富士LLCが輸入者となります。そのため、事前に販売契約な
どの契約行為が発生する場合がありますのでご了承ください。

 出店場所に関しては、運営委員会により業種、商品の情報をもとに調整し決定させていただきます。
 食中毒の発生に関しては十分にご注意ください。万が一食中毒などが発生し、その原因が特定された場合に

は、原因となる企業・機関・個人に対して、損害賠償を請求いたします。

その他ご不明の点がございましたら、巻末の問合せ先一覧をご参考にお問合せください。
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本物だから集客できる

参考：2016年タイのジャパンエキスポの集客用ポスター
やはり日本のアイドルグループが大きく掲載され
50万人と呼ばれる集客に大きく貢献をしている。
今回のゲストフェスティブも掲載されている。

歌・踊り・パフォーマンス
わかりやすく魅力的なコンテンツが必要

多くのモンゴルの方に日本を知ってもらうためには集客は最大
の課題です。そのために効果的な方法は、日本から『本物』を
招へいする事だと私たちは考えます。
日本のトラディショナルカルチャー、ポップカルチャーを象徴
するパフォーマーや、アーティストを招へいすることにより集
客効果が違ってくるのは、昨年のポップカルチャーフェスティ
バルの実績により実証されています。
昨年のポップカルチャーは、例年と違い、閉鎖的空間でイベン
トが行われたのにも関わらず、アイドルグループを招へいした
ことも関係し、約3000人の動員が確認されました。これは、モ
ンゴルにおける日本関係のイベントとしては最大級のイベント
となります。
タイで毎年開催されている1月若しくは2月に開催されている
JAPAN EXPO THAILANDは13年前から始められたポップカル
チャーを中心としたJAPAN FESTA in Bangkokを前身とし、
2018年で第4回を迎え、現在では3日間で50万人の動員を誇る
イベントとなっております。
今回のJAPAN FESTIVAL in MONGOLIAもタイと同じように、
ポップカルチャーフェスティバルを前身としています。そこか
らオールジャパンイベントに変革する記念すべき第一回目とな
るイベントに集客するには、やはり言葉の壁を凌駕するパ
フォーマンスをもった本物を日本から招へいする必要があるの
です。
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去年のポップカルチャーフェスティバルでの実績

なぜJAPAN FESTIVAL IN MONGOLIA
のイベントゲストがアイドルなのか？

モンゴルの日本ファンの大半はポップカルチャーが入り口

現在、モンゴルの学生が日本語を勉強するきっかけとなるのは日本のポップカルチャー。
アニメ、漫画、ゲーム、日本の歌・・・様々な日本のポップカルチャーが入り口となります。

日本のポップカルチャーは
１ アニメ関連（コスプレ、アニソンを含む）
２ ゲーム関連（コスプレ、音楽を含む）
３ 歌手・アイドル関連

に大きく三分されお互いに関連性がありそれぞれにコアなファンがいます。

その中でも、実体として存在するのは、歌手・アイドルだけとなっています。
アニメや、ゲームというのは、日本で見ても、モンゴルで見ても、家で見てもホールで見ても基
本的には同じですが、歌手・アイドルに関しては写真やYoutubeなどの動画で見るのと実際のラ
イブで見るのには、大きな違いがありますし、その分集客に大きな違いがあります。
その中でも、特に女性アイドルグループというのは、現在では直にファンとの触れ合いの機会を
もち、ファンと一緒になり成長していく存在として、老若男女、音楽の志向を問わず日本でも海
外でも人気の高い存在となっております。
今回のジャパンフェスティバルにおいても、モンゴルでも名の知れたいわゆる有名アーティスト
を日本から招へいすることも考えられますが、実際にモンゴルの人たちと触れ合ったり、モンゴ
ルのメディアに取り上げてもらうには著作権の問題など大きな障壁があります。モンゴルの方た
ちに身近な存在として感じてもらい、日本への関心を高めてもらうには、女性アイドルグループ
が一番今回のイベントの趣旨として最も適した存在なのです。



JAPAN FESTIVAL IN MONGOLIA 2019招へいゲスト

昨年参加のメジャーグループは今年も参加確定

グループ名：フェスティブ
レーベル名：徳間ジャパンコミュニケーションズ
所属事務所：RIZEプロダクション

グループ名：ワンダーウィード
レーベル名：テイチクエンタテインメント

インペリアルレコード
所属事務所：ライムライト

グループ名：わーすた
レーベル名：iDOL Street
所属事務所：エイベックスマネジメント

『世界を狙うアイドルグループ』

昨今、AKBグループを筆頭に日本のアイドルグループの海外進出は目覚
ましい状況となっております。
そのような中、今回、モンゴルに招聘しているアイドルグループは3グ
ループ。どのグループも今までフランス、スペイン、台湾、ベトナム、
タイ、韓国、香港などなど、アジアを中心に全世界に進出している、ま
たはしようとしているグループになります。わーすたはワールドスタン
ダードの略。世界に通用するアイドルを目指しています。FES☆TIVEと
ワンダーウィードは今年モンゴル2回目の進出で、すでにモンゴルのファ
ンもいるため集客に貢献します。

今回初参戦！
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招へいゲスト
（トラディショナルカルチャー）

モンゴルの子供が本物の
日本文化を体験できる機会を提供し

本当の豊かさを考えてもらう

盆栽師
平尾 成志

モンゴルの子供たちが日本文化に触れる機会は、意外と多くあります。日本
語を学ぶ子供たちにとっては、国際交流基金が実施している地方巡回や各学
校が開催する日本まつりなどにより、着物を着たり、ニンジャ体験をしたり
という機会は想像しているより沢山ありますが、茶道にしろ、華道にしろ、
プロが提供する『本物』と触れ合える機会というのは殆ど皆無に近い状況で
す。
特に今回招へいを要請している盆栽の様に、大人も趣味として楽しめ、且つ
子供たちにとって強力なインパクトを残すレアな日本の文化に触れることは
非常に難しくなっております。
そうした経験を提供することにより、モンゴルの未来を創る子供たちにとっ
て、日本を身近に感じてもらい、世界の文化に触れることにより、自分の将
来の選択肢を増やしていく事は、『本当の豊かさとはなにか？』という事を
モンゴルの子供たちに示すことができるのではないかと私たちは考えます。
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次世代を担う青少年の健全な育成を支援する活動を行い
心豊かで活力ある社会の実現

子供たちに取って幼いころの体験は時に一生残る思いでとなります。
学習とは、学校で学ぶ勉強だけではなく世界中の多様な文化を体験することも子供にとっ
て時に将来をつくる大きなきっかけとなる素晴らしい学習機会です。
例えば、今回のジャパンフェスティバルを通じて、日本語を学習している子供たちがアイ
ドルやパフォーマーと写真を撮ったり、交流をすることにより、将来の憧れとなったり、
日本語学習に今まで以上に熱が入ります。
モンゴルと日本を繋ぐイベント、そして本物のパフォーマー達との体験が、子供たちの将
来にいい影響を与える可能性は大いにあります。
右図は、昨年アイドルがモンゴルを訪問する際にモンゴル日本人材開発センターで技能実
習生候補生として日本語を学習する生徒との交流を行った写真ですが、このイベントの
後、今まで出席率の悪かった生徒の出席率が良くなった。成績が良くなったなどの良い効
果が確認されました。

この事業が
『モンゴルと日本の社会が調和のとれた持続可能な発展』

に貢献するものだと考えます
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日本文化に接することが困難な地方日本語学習者を
日本を『まるごと』体験する機会への招へい

日本のファンになってほしい

モンゴルではウランバートル市の他にも初中等教育か
ら日本語を教える学校が数校あります。特にダルハン
においては、今までＪＩＣＡから技術プロジェクト支
援が行われていたり、協力隊が多く派遣されていたこ
とからも日本語教育が熱心に行われている地域となっ
ております。

しかしその中には、普段日本人と触れ合う事さえ難し
い学校があります。

そのため、ウランバートル市と、地方の日本語学習者
の学習環境には大きな格差が生じている場合も多く見
られます。
純粋に日本に興味を持って学習している地方学習機関
で学ぶ日本語学習者は日本文化や、日本人と接する機
会に飢えています。

日本の企業・文化に近づき
日本を感じてもらう

今回、そうした地方の日本語学習初中等教育機関で学
ぶ学習者に対しスポンサー様の協賛金から、ＪＡＰＡ
Ｎ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ｉｎ ＭＯＮＧＯＬＩＡに学習者
を招聘することにより、普段『日本』に接する機会の
少ない学習者に得難い体験をしてもらうと共に、日本
企業の取り組みを知ってもらうと共に『日本企業・日
本』のファンを増やすことを目的として企画を実施い
たします。

・ アイドルとの記念写真・ライブ鑑賞
・ パフォーマーとのコラボ
・ 食券を配布し、日本からの食品などの試食
・ イベントへの参加

（コスプレ・アニソンコンテストなど）
・ 交通費、宿泊費の助成

バヤンホンゴル県
総合生協学校

ウブルハンガイ県
メルゲド学校 ドルノゴビ県

第五番学校

中央県
フムーン総合学校

ダルハン県
モンゴルオユ学校

第19番学校
オユーニーイレードゥイ総合学校

ダルハンエンパシー学校

上図は、ウランバートル以外の日本語学習実施初中等教育機関。地方の初中等日本語学習者の学習環境は整備されていると
言い難いが、日本文化に触れる貴重な機会を得られていると、生徒たちは嬉々として日本文化を楽しんでいる

（下図は、国際交流基金・モンゴル日本人材開発センター主催の地方日本語学習機関出張指導の様子）
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スポンサー・会場もモンゴルで
成功している日系企業です！

TOYOTA 
SALES MONGOLIA

LLC

MobiCom
corporation LLC

（KDDI子会社）

スポンサー



問合わせ先一覧

JAPAN FESTIVAL in MONGOLIA 2019

問合せ内容 会社・機関名 担当者名
メール

アドレス
電話番号

お問合せ総合窓口
出展内容全般
ツアーお申込み

株式会社HIS
公務メディア事業支店

白井・阿部 03-6686-3691

輸送・通関

株式会社日新
国際営業第一部 ロシア・CIS室

野田、小倉 03-3238-6585

シンク・ロジスティクス株式会社
新野 亜衣
(AI SHINNO) 

info@sync-logi.com
044-276-8793

モンゴル現地事情
現地手続き関係
後援・スポンサーお
申込み

モンゴル日本人材開発センター
JICAビジネス交流拠点機能強化PJ

中村 功
（KO NAKAMURA）

mjc@japan-center.mn
+976-11-
310879

JAPAN FESTIVAL IN MONGOLIAでは
後援・協賛いただける企業様・団体様も随時募集しております。

ご関心のある方は以下、お問合せ先にお問合せください
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イベント概要
2019年5月21日現在

開催日 2019年8月17日（土）、18日（日）

開催場所
ナショナルアミューズメントパーク（通称：遊園地）
Үндэсний соёл амралтын хүрээлэн(Парк)

主催

ジャパンフェスティバル実行委員会
モンゴル日本文化愛好家協会
モンゴル日本人材開発センター
フレーエンターテインメントLLC
大富士LLC

共催
（2019年5月7日現在名
義使用許可取得済み）

NPO法人 在モンゴル日本人会

後援
（2019年5月21
日現在
名義使用許可取得済み）

（モンゴル）
モンゴル国国家開発庁
（日本）
在モンゴル日本国大使館
日本政府観光局（JNTO)北京事務所
㈱日本政策金融公庫 札幌支店
独立行政法人 国際協力機構（JICA）
独立行政法人 日本貿易振興機構（JETRO）
独立行政法人 国際交流基金（JF）
株式会社 北洋銀行

※ 後援名義使用許可取得順

後援
（予定）

モンゴル国外務省
日本国内各地方自治体・商工会議所
日本国内各金融機関
モンゴル国内大学・学校・企業など

特別協賛
（メインスポンサー）

モビコム、トヨタセールスモンゴリア

協賛 HIS Mongollia LLC、ROHTO（ロート製薬）

協賛（予定）
（スポンサー）

ハーン銀行
日本企業、モンゴル企業、各テレビ局


