
 

  

 

都道府県 開催場所 フェスティバル名 チラシ等 開催月日 開催目的・テーマ 特徴（ユニークな点） コーヒー出店数 主催／共催／後援等 

茨城県つく

ば市 

つくばセンタ

ー広場 

つくばコーヒーフェ

スティバル 

 

11/17,18 

TSUKUBA×Special 

Coffee をテーマに、つく

ばのコーヒー文化をもっ

と広げたい。 

コーヒーに加え、つくば

が誇るパンやスイーツ

の店も参加。運営費の

一部をクラウドファンデ

ィング支援を受ける。 

14 店舗 

（主催）つくばコーヒーフェス

ティバル実行委員会（共催）

つくば市（後援）つくばセンタ

ー地区活性化協議会 

茨城県稲敷

市 こもれび森の

イバライド 

Ferm de Noel -クリ

スマスマーケット- 

 

12/15,16 

「農場のクリスマス」を意

味し、笑いあり、音楽あ

り、人との出逢いあり、動

物とのふれあいあり。 

120 店以上のアンティー

ク、クラフトなどに加え、

今年初のプチコーヒー

フェス同時開催。 

16 店舗（スイーツ

含む） 
(主催) Kakaya Market 

栃木県栃木

市 

神明宮と第二

公園 

2nd Tochigi Coffee 

Festival in 

shinmeigu  
 

3/31 5/12,13  

NPO 法人 LaITo がフェ

スティバルを応援し、蔵

の街かど映画祭とコラボ

企画。 

神社でのコーヒーフェス

は日本初。 
18 店舗 

（主催）アメリカンフェスティ

バル実行委員会（後援）栃

木市 

栃木県大田

原市 

大田原中央

多目的公園 

OHTAWARA 

COFFEE FESTIVAL 

 

9/30 

コーヒーの魅力を通じて

地域活性に繋げたい。 

コーヒーアンバサダー

の就任や民族楽器・ア

コースティックバンド演

奏もあり。 
市内外 20 店舗 

（主催）ＮＰＯ法人レジェンダ

リー・クラシック・クラブ 

埼玉県川越

市 
川越蓮馨寺

境内 

川越コーヒーフェス

ティバル 

 

12/1,2 

「小江戸」と呼ばれる歴

史的景観や独自の文化

を持つ川越で「大切な人

と飲む一杯」 

旧川越城内の深井戸か

らの汲上水で飲み比べ

でき、J.C.Q.A ｺｰﾋｰｲﾝｽ

ﾄﾗｸﾀｰ 3 級検定のﾜｰｸ

ｼｮｯﾌﾟあり。 

県内外 25 店舗 

（主催） 川越コーヒーフェス

ティバル実行委員会（後援）

(公社)小江戸川越観光協会 

川越商工会議所 

埼玉県越谷

市 

旧日光街道

沿いの商店

街エリア 

珈琲の日-こしがや

珈琲街道 

 

3/4 

宿場町のたたずまいが

残るエリアでゆったりとし

た時間を過ごす 

レトロな趣の旧日光街

道を舞台に、こだわりコ

ーヒーに出会えるスペ

シャルな１日を体験。 

県内外 13 店舗 

（主催）choinaca（後援）越谷

新町商店会、越谷本町商店

会、越谷商工会議所、越ヶ

谷宿盛り上げ隊 

東京都渋谷

区 
国連大学中

庭 

TOKYO COFFEE 

FESTIVAL 

 

4/14,15 

9/27,28 

1 杯のコーヒーの裏側に

いる人々の活動を世に

広め、これからのコーヒ

ー文化を考え毎回テーマ

を工夫。 

2015 年秋から開始し、

多様性に満ちたコーヒ

ーの愉しみを人々が体

感し実践する場として催

している。 

国内外の 41 店舗 

(主催)渋谷青山通り商店会

(共催)Good Coffee,Farmer's 

Market Association,MEDIA 

SURF COMMUNICATIONS 

INC 

東京都千代

田区 

テラススクエ

ア エントラン

ス、錦町トラッ

ドスクエア 

coffeecollection 

nishiki-cho 

 

 

11/3,4 

先人が築いてきた日本

のコーヒー文化を進化さ

せ、未来へと繋ぐこと。 

全国から厳選した 10 店

が同じ器具、同じ条件

でコーヒーを抽出し、産

地の個性を引き出した

コーヒーを届ける。 

国内外 10 店舗 

（主催）COFFEE 

COLLECTION 実行委員会

（後援）千代田区（協賛）

HARIO㈱、CafeSnap、住友

商事㈱、安田不動産㈱、テ

ラススクエア、チョークデジ

タル㈱ 

コーヒーフェスティバル一覧（2018年開催）-関東地方ピックアップ 
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東京都墨田

区 

すみだ北斎

美術館 

すみだ珈琲フェステ

ィバル 

 

11/3 

こだわりの自家焙煎で、

多くの人にコーヒーを好

きになってもらう。 

すみだ北斎美術館 1 周

年からはじめ、今は継

続開催。 区内外 5 店舗 
（主催）すみだ自家焙煎珈

琲店連絡会 

東京都武蔵

野市 

JR 中央線 

東小金井駅

高架下ｺﾐｭﾆﾃ

ｨｽﾃｰｼｮﾝ東

小金井 

nonowa coffee 

festival 

 

10/13,14 

武蔵野エリアを中心とし

た多彩なコーヒーショップ

やロースタリーを多くの

方に知ってもらう。 

多摩・武蔵野の美味し

いものが集まる nonowa

マーケットの中のイベン

トとして開催。 

中央線沿線の珈

琲事業者を中心に

17 店舗 

（主催）東日本旅客鉄道㈱,

㈱JR 中央ラインモール（運

営）㈱JIN フードビジネスコ

ンサルティング（後援）小金

井市（協力）Only Roaster 

東京都狛江

市 

泉龍寺 珈琲参道 

 

5/5,6 

寺とコーヒーがつなぐ新

しい「ご縁」と新緑がまぶ

しい境内でコーヒーを味

わう。特別保存緑地も開

放。 

地下水を原水とする天

然水で淹れたコーヒー、

寺空間に相性の良いフ

ードや音楽、ワークショ

ップなど。 

小田急沿線 6 店

舗 

（主催）comaecolor（協力）

雲松山 泉龍寺、狛江弁財

天池特別緑地保全地区市

民の会 

千葉県船橋

市 
東武百貨店 

船橋店 6 階

ｲﾍﾞﾝﾄﾌﾟﾗｻﾞ 

船橋コーヒーフェス

ティバル 2018 
 

11/22～27 

ｺｰﾋｰで笑顔あふれる街

をというｽﾛｰｶﾞﾝで、船橋 

珈琲タウン化計画実施。 

各日にコーヒーに関す

るワークショップや講座

などが開かれる。 
県内外 16 店舗 

（主催）船橋珈琲タウン計画

（発起人：梶真佐巳） 

 


