10/21（SUN）

10/20（SAT）

RAG FAIR

感じる、楽しむ、ふくしま。

Special House Band

福島フェス・
オールスターズ

スチャダラパー
Special House Band

福島フェス・
オールスターズ

feat.

feat.

原田直之

富澤タク
音速ライン
堀下さゆり

（民謡歌手：福島県出身）

□□□

二階堂和美

（クチロロ）

Special House Band

福島フェス・オールスターズ

バンドマスター/パーカッション：ASA-CHANG
ギター：木暮晋也 ベース：岩川峰人
ドラムス：佐久間亮 ピアノ：Fuming
サックス：上野まこと トランペット：田澤麻美

MC

藤原カズヒロ、鈴木美伸

6年連続日本一記念

Traditional Performance

Artwork: Keiji Ito

国指定重要無形民俗文化財

クイズに答えて
「ふくしまのお宿」に泊まろう！

福島フェスマルシェ

六本木ヒルズ

10/21
10:30〜18:00

（SUN）

10 : 30 〜 20 : 00

（ SAT）

10/20

ふくしまのお宿 ペア宿泊券
プレゼントキャンペーン!
詳しくは、http://fes.fukushima.jp

喜多方ラーメン、なみえ焼そば、笑夢カレー、帆立とウニの欲張り浜プレート、
アンコウ鍋、白河高原清流豚、白蒟蒻味噌田楽、みちのく福島路ビール、
いもくり佐太郎、柏屋薄皮饅頭、福島りょうぜん漬、会津が香るシュトーレン、
ふくしまのリンゴ、赤べこ絵付け体験、昭和村のかすみ草、他

入場無料／雨天決行

http://fes.fukushima.jp
https://www.facebook.com/fesfukushima

主催：福島フェス実行委員会
共催：福島県
後援：復興庁、東京都 、港区、福島民報社、福島民友新聞社、福島テレビ、福島中央テレビ、ふくしまFM 、J-WAVE 、
福島県女将の会、株式会社ワタナベエンターテインメント WAEプロジェクト、NPO 法人 b.e.c.o.
特別協力：六本木ヒルズ

協賛：

10:30〜18:00

六本木ヒルズ

（SUN）

10 : 30 〜 20 : 00

10/21

（ SAT）

10/20

主催：福島フェス実行委員会
共催：福島県
後援：復興庁、東京都 、港区、
福島民報社、福島民友新聞社、福島テレビ、福島中央テレビ、
ふくしまFM 、J-WAVE 、福島県女将の会、
株式会社ワタナベエンターテインメント WAEプロジェクト、

NPO 法人 b.e.c.o.
特別協力：六本木ヒルズ

入場無料／雨天決行

協賛：JT 、るるぶトラベル、キリン絆プロジェクト

会場アクセス

http://fes.fukushima.jp
https://www.facebook.com/fesfukushima

六本木ヒルズアリーナ：http://www.roppongihills.com/facilities/arena/
天候や諸事情により時間やイベント内容に変更が生じる場合があります。
イベントに関する最新情報はFacebookページ上で随時ご案内します。
問い合わせ：info@beco-fukushima.com

10/20（SAT）

Stage

10/21（SUN）

RAG FAIR

スチャダラパー

Special House Band

Special House Band

福島フェス・オールスターズ

福島フェス・オールスターズ

feat.

feat.

原田直之

富澤タク
音速ライン
堀下さゆり

（民謡歌手：福島県出身）

□□□

二階堂和美

（クチロロ）

Pick Up!

Traditional Performance
相馬野馬追は、甲冑に身をかためた五百余騎の

6 年連続日本一記念

騎馬武者が腰に太刀、背に旗指物を身に着けて
野原を疾走する力強く勇壮な時代絵巻です。
国指定重要無形民俗文化財

今から千年以上昔、平将門が野馬を敵兵に見立
てて軍事演習に応用したことに始まったと伝え
られています。
その後、相馬氏が現在の南相馬市に移ってから
も、代々の領主が野馬を奉納し相馬地方の平和

昨年大好評だった日本酒ブース「ふく

と安寧を祈る神事として怠ることなく野馬追が

しまの酒まつり×福島フェス」が 、今年

行われてきました。

もお目見え！

幾多の変遷を経て現在は国の重要無形民俗文

全国新酒鑑評会で、史上初となる金賞

化財となり、相馬地方最大の祭典として今も熱

受 賞 数 6 年 連 続 日 本 一 を 獲 得し た

気あふれる行事が繰り広げられています。

ふくしまの酒をぜひご堪能あれ！

Food & Market

一般財団法人桑折町振興公社 至福の桃ソルベ、至福の桃グミ／ 柏屋 柏屋薄皮饅頭／ ホームべーカリー
コビヤマ 会津が香るシュトーレン／ 赤べこ発祥の里 会津やないづ 赤べこ絵付け体験／ ふくしまみらい
チャレンジプロジェクト

福の小みやげ／ ふくしまファンクラブ＆ふくしま０次会 ／ 合同会社ねっか

米焼酎ねっか 、福島フルーツハイ／ みちのく福島路ビール

ふくしま逢瀬ワイナリー

ももふるヴァイツェン、桃のラガー、米麦酒／

シードル飲み比べセット、梨・桃・りんごリキュール／ ふくしまを元気にする会

しいたけ焼き、芋煮汁／ 海産物専門 おのざき

帆立とウニの欲張り浜プレート、アンコウ鍋／ 大島屋蒟蒻店

×矢祭町役場 生芋玉こんにゃく、蒟蒻味噌田楽／ 肉の秋元本店 白河メンチ、白河カレーパン、豚棒／ 自然
栽培の薄井農園 ウルトラマン＆バルタン焼き、生乳無添加ジェラート、Only apple 100.00% りんごジュース、
完熟りんご／ めん屋 河京 喜多方ラーメン／ ならはすいとん研究会 マミーすいとん／ めんの旭屋 なみえ
焼そば／ 笑夢カレー 笑夢のバターチキンカレー、チャナ ココナッツカレー、
カシミリチリを使用したポークキーマ／

一般社団法人福島市観光コンベンション協会

ももゼリー、のむもも、
りんご蜜＆もも蜜 popcorn 、国産

純粋はちみつ／ 一般社団法人 南相馬観光協会

甲冑着付け体験、よつわりパン、アイスまんじゅう／ 福島

りょうぜん漬本舗 福島県産エゴマ入り とうちゃん漬、いか人参／ いもくり佐太郎本舗 いもくり佐太郎／
花の店サトウ 昭和村のかすみ草、ふわカラ＊ka su mi／福島ユナイテッドFC ふくしマルシェ 福島県産の
新鮮野菜、大野農園のりんごジュース、おくやのうまピー塩茹で／ WEEKENDSTITCH オリジナル赤べこ
グッズ／ 会津ガーリック 力にんにく、黒にんにく

Campaign

クイズに答えて「ふくしまのお宿」に泊まろう！

ふくしまのお宿 ペア宿泊券プレゼントキャンペーン

いわき湯本温泉

雨情の宿 新つた

母畑温泉

八幡屋

奥飯坂 穴原温泉

匠のこころ 吉川屋

土湯温泉

奥飯坂 穴原温泉

風望天流太子の湯 山水荘 旅館玉子湯

岳温泉

陽日の郷 あづま館

岳温泉

お宿 花かんざし

磐梯熱海温泉

四季彩 一力

選りすぐり12 宿の宿泊券が当たる大チャンス！
合計 12 組 24 名様にプレゼント！ 2018年10月21日（日）まで

詳しくは、www.fes.fukushima.jp

磐梯熱海温泉

ホテル 華の湯

湯野上温泉

藤龍館

芦ノ牧温泉

大川荘

熱塩温泉

山形屋

