もっと︑
ワインを
楽しみませんか？

LOVE WINE
Love wine, beating fast in Okayama 2018

岡山初
飲み比べができる
ワインフェスティバル
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◆イーストライン（東京）

◆奥出雲葡萄園（島根）
◆GRACE WINE（山梨）
◆黒髪山葡萄園（岡山）
◆是里ワイナリー（岡山）

3

fri.

sun.

11：00~18：00

◆サッポロビール岡山ワイナリー（岡山）

会場

岡山コンベンションセンター
１階イベントホール＆屋外広場

ワインに合う
岡山のフードブース
15 店舗！

◆サントリー 塩尻ワイナリー（長野）
◆サントリー 登美の丘ワイナリー（山梨）
◆シャトー酒折ワイナリー（山梨）
◆gincss.jp（東京）
◆世界のセレクトワイン ルナ・マーレ（岡山）
◆せらワイナリー（広島）
◆丹波ワイン（京都）

◆ヒトミワイナリー（滋賀）

あのワイン通の
叶美香さんが
やって来る！

◆ひるぜんワイナリー（岡山）

ワインの話を聞くともっとワインが
おいしくなる !

「ワインに恋して」

トークショー

叶美香さんのワインの楽しみ方、聞いてみませんか。

◆フェルミエ（新潟）

3

◆福山わいん工房（広島）

31

13：00~ 16：00~３００人限定（各回とも）売れ切れ次第終了

◆北条ワイン醸造所（鳥取）
◆本坊酒造マルス山梨ワイナリー（山梨）

前 売
引換券

Okayama
2018

叶

会場／ 2F レセプションホール

飲み比べ 6枚綴り
チケット
当 日
引換券

インに
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トークショーつき

sat. ワイン前売り引き換えチケット ４２００円

（４５分間）

◆フジマル醸造所（大阪）

◆ルサンクワイナリー（新潟）

ワインと相性の良い岡山県産の食材を
ワインと一緒に味わおう。

メロウな音楽の生演奏とともに
いろんなワインをお楽しみください。

◆domaine tetta（岡山）
◆Hyssop-ヒソップ-（岡山）

おいしいワインは
おいしいおつまみと飲むと
もっとおいしい！

おいしいワインは
音楽を聞きながら飲むと
もっとおいしい！

素敵な音楽で
ワインを
楽しもう！

◆妹尾酒造本店（岡山）

◆はすみふぁーむ＆ワイナリー（長野）

sat.

17：00~21：00 11：00~21：00

Okayama
2018

◆安心院葡萄酒工房（大分）

日時

3200
3600

飲み比べ 6枚綴り
チケット

円

（税込）

円

（税込）

美香

前売引換券
飲み比べチケット
ご購入の先着１０００名様に
オリジナルグラス
プレゼント!

初日でなくなるかも！
特別協賛／
お早めにお越しください！
主催／ワインに恋して ときめいて in Okayama実行委員会（岡山コンベンションセンター、TSCテレビせとうち、山陽新聞社）
特別出展／吉備中央町 内山工業
協力／おかやまものづくり祭り実行委員会（一社）岡山日仏協会 岡山ワイン協会 両備グループ サントリー酒類岡山支店 後援／岡山県 岡山市 岡山商工会議所
お問い合わせ先

ワインに恋してときめいて in Okayama 実行委員会

事務局

山陽新聞社広告本部内

TEL.086-803-8013（土・日・祝休み）

前売りチケット販売所／山陽新聞社サービスセンター、岡山コンベンションセンター、ぎんざや、チケットぴあ（Pコード991-457、トークショーつき638-056）、ローソンチケット
（Ｌコード61522）

HP▶ http://okayama-winefes.com/ facebook▶ https://www.facebook.com/OkayamawineFes/
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オープニングスペシャルステージ
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神田芳郎 bass

1975年よりプロとして活動開始。'88
頃より東原力哉、田中裕士と
『トラン
ジション』
を結成。日野皓正、渡辺香
津美、峰厚介などと数多くのセッション
を経験。2000年度の「中山正治ジャ
ズ大賞」
と
「なにわ芸術祭新人賞」
を
受賞。2004、2005年ニューヨーク、
ブルーノート出演。2005年、
デイブ・パ
イク
（vib）
と共演。2007年ニューヨー
ク、
カーネギーホールに出演。2008年
ドン・フリードマン＝清水ひろみツアー
参加。趣味はアウトドアと料理。

3月31 日

jazz の調べ〜 神田 芳郎 トリオ with 清水 ひろみ

清水ひろみ vocal

2004年と2005年のニューヨーク、
ブ
ルーノート公演で、地元ファンを沸か
せ、
ニューヨークで確固たる実績を積
む。2010年7月、欧州名門ジャズフェ
スティバル ウンブリア･ジャズ
（伊）》、
アンティーブ・ジュアン・レ・パン国際
ジャズフェスティバル
（仏）》に出演、好
評を博す。ケニー・バロンやドン・フリー
ドマンとの共演作は、
ヴォーカル傑作
盤として世界各国のジャズ専門誌か
ら高い評価を受ける。今、最も注目さ
れる国際派ジャズシンガーである。

4月 1

① 13：00〜 ② 15：00〜

love songs

１階イベントホール
＆屋外広場
岡山済生会総合病院

in
Okayama 2018

岡山コンベンションセンター

ワイン飲み比べ
チケットの
使い方

岡山駅西口パーキング

◆まず、受付で引換券をワイン飲み比べチケット
と引き換えます。
◆ワイン飲み比べチケットは３日間いつでも使えて、
友達や家族ともシェア可能。
◆ワイン飲み比べチケット１枚でのワインの量は
ワインの種類によって異なります。

【雨天決行】会場は屋内と屋外です。屋外会場についてはテントはご用意しますが、各自雨の対策
をお願いいたします。

ANA クラウンプラザホテル岡山

【席について】
できる限りお座りいただけるように準備しておりますが、充分でない場合もござい

石井小学校
JR 岡山駅

岡山西社会保険事務所

① 13：00〜 ② 15：00〜

ミュージカル女優 清水ゆきと、作曲家
である石橋元嗣の音楽ユニット。昨年
10月開催されたおかやま国際音楽祭
エンターテイメントチャレンジプラスに
おいてグランプリを受賞した。オリジナ
ル曲は、静かで美しいバラード『つば
さ』、アップテンポで二人の掛け合い
が見事な
『繋げ 平和』
の２曲。清水の
透き通る歌声に、石橋のやわらかな声
と美しいピアノのハーモニーが特徴。
オリジナルだけでなく、童謡から歌謡
曲、
ポップスまで幅広くカバー。

岡山コンベンションセンター

岡山国際
交流センター

松本加代子 piano

11歳よりエレクトーン、15歳よりピアノ
を始める。いろいろなジャンルのバンド
を経験する
（演歌、
ロック、
ポピュラー、
ジャズetc.）
。尺八やお琴等の和楽器
とのコラボでCDにも参加。八代亜
紀、岸田敏志、中西圭三、金子晴美、
リンダ・A・スミス等多数の有名ミュージ
シャンと共演。現在は、岡山市内のラ
イブハウス インタリュードを拠点にホテ
ル イベント ライブ等で活躍中。演歌
からジャズまでと幅広い演奏で定評を
受けている。

『翼』

まゆみゆ
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love songs

双子デュオまゆみゆ。小学５年生の
時、
日本テレビ
「歌スタ！」に4,000名
の応募者より選ばれ出演。
これをきっ
かけに多数のステージ依頼を受けるよ
うになる。テレビ東京の「THEカラオケ
★バトル」6回出場中。
「ハーモニー歌
うま王」
で優勝。
「都道府県対抗！ご当
地歌うま選手権」
ではデュエット採点で
史上初の１００点で優勝。
また、
岡山県
PR動画「もんげ〜岡山」に著名人と
一緒に参加。岡山県を中心に全国で
活躍の場を広げ、
頑張っています。

会 場

岸本寿男 尺八

尺八奏者。医師。元国立感染症研究
所室長。現在、岡山県環境保健セン
ター所長。13歳から尺八を始める。
1980年代からギターと尺八のデュオ
を結成しオリジナル曲の演奏を始め
る。病院やホスピス、福祉施設等での
演奏をする傍ら、音楽療法にも携わ
り、2004年には音楽療法学会の全
国大会を岡山で大会長として開催。
ジャジーでソウルフルな演奏は、古典
楽器のイメージを塗り替えて
「尺八」の
新たな世界を拓いている。

NHK 岡山放送局
岡山シティミュージアム

ますので、
あらかじめご了承ください。
また、譲り合い・相席をお願いいたします。

ビックカメラ

【引換券・ワイン飲み比べチケットについて】
ワイン飲み比べチケットは３日間の期間を通してご利
用いただけます。オリジナル記念グラスは初日から前売引換券を購入の方、来場先着配布のた

東口

め、早期に終了する場合があります。ワイン飲み比べチケット綴りを２名様以上でご利用の場合

岡山髙島屋
第一セントラルビル
ホテル
グランヴィア岡山

ラヴィール岡山

は、受付にて必要数のグラスをご購入ください。引換券及びワイン飲み比べチケットは、
ご購入後
の変更、交換、払戻し、再発行、及び現金との交換はできません。ただし、主催者の都合によるイベ
ント中止の場合は払戻しいたしますので、webをご確認ください。本イベントの中止、遅延に伴
う、会場までの旅費等
（キャンセル料含む）
の保証はいたしません。

イオンモール岡山

【飲酒の注意事項】未成年者の飲酒は法律で禁止されています。飲酒をしたら絶対に自動車・バイ
ク・自転車の運転はできません。飲酒後、体内からアルコールが抜けるまでには一定の時間がか
かります。飲酒の翌日は運転を避けるなど充分な注意をして下さい。会場内で気分の悪い方はス

岡山市北区駅元町１４−１ フォーラムシティビル
TEL 086-214-1000 FAX 086-214-3600
ＪＲ岡山駅中央改札口より徒歩３分 自動車で岡山 I.C. より３０分
ビル地下駐車場（Ｂ２・Ｂ１）

お問い合わせ先

タッフにお申し出下さい。
また、泥酔された方や不快な行動、言動をされた方は主催者判断により
退場いただきます。
【参加ワイナリーについて】出店ワイナリーは、変更になる場合があります。
【ステージプログラムについて】
ステージプログラムは撮影禁止です。撮影には許可が必要です。

ワインに恋してときめいて in Okayama 実行委員会
引換券 ワイン飲み比べチケット：お問い合わせ先

TEL.086-803-8013

受付時間／平日１０：００〜１７：００
（山陽新聞社 広告本部）

おかやまの酒による乾杯を推進する条例（平成26年4月1日施行）

事務局 岡山市北区柳町２丁目１番１号
開催中のお問い合わせ先

TEL.086-214-1000

受付時間／９：0０〜17：3０
（岡山コンベンションセンター内）

乾杯は 晴れの国 おかやまの酒で！ 岡山の酒の普及を図ることにより、地域産業を盛り上げるとともに、地元の産物に対

人と人とのつながりを深める乾杯に岡山の酒（県内産の酒類）
を用いることを推奨し、

する理解を深め、郷土への愛着心と誇りの醸成に資することを目的としています。

