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千尋

長崎真吾

ささき りょうた

スパン子

ミュージック
シェフ松村

(大福)

トーク
＆
エキシビジョン

イート
＆
ドリンク

ライブ

熊坂義人 たまいよーすけ

藤本英樹

ロバート・イェリン

「お酒と楽しむ食彩、アート、ミュージックフェアー」
Sat. May 26th ５月26日(土）
10:00-11:30

無料ライブ

ささきりょうたx大福xスパン子

カクテル講座

Sun. May 27th ５月27日(日）

無料ライブ

10:00-11:30

千尋

ｗ/長崎慎吾（ｇ）
カクテル講座

11:50-12:30

藤本英樹（Bar アルファ）

11:45-12:15

藤本英樹（Bar アルファ）

12:45-13:20

鈴木達也 （福源酒造）

12:30-13:00

ガンズくん撮影会
杜氏のお話

杜氏のお話
イベント

13:30-13:50
14:00-15:30

福まき開催

無料ライブ

千尋

ｗ/長崎慎吾（ｇ）

イベント

13:00-13:30

鈴木達也 （福源酒造）

13:30-15:00

たまいよーすけ

無料ライブ

※アーティストの都合によりスケジュールや内容は予告なく変更する場合がございます。
千尋

長崎真吾

横浜を中心に活動するオーガニックでナチュラル、多彩な表
現力のある女性シンガー。年間100本を超えるライブパフォ
ーマンス、野外フェスへの出演、スノーボードDVDやTV番
組への楽曲提供、ラジオパーソナリティ、舞台出演など幅広
く活躍中。2016年 3rd Album「旅の途中」をリリース。
（Happiness Records）

歌心溢れるギタリスト、コンポーザー。数多くのミュージシ
ャンと共演。2016年より4人編成"VENUEVINCENT"と
して各地フェス、ライブ会場を魅了。 スキルフルかつ独創
的な世界観を表現し続ける。 2017年1stアルバム"Ain't
No TRICK"をリリース。

大福

ささきりょうた

大町市在住の熊坂義人（コントラバス奏者）による、毎回解散
するユニット。「ニンゲンのすることは全て音楽だ」をモット
ーに掲げ各地で好評。LP作品「輝ける毎日」CDアルバム「瞼
の裏に解放区」「ぼちぼちと、参ろう」。今回の解散メンバー
はスパン子（accordion）ほうすけ3（dr）

けものの遠吠えのような声とテンポが特徴。泥臭い世界感、
時の流れと切れ端を音と声で表現。2015年自身のソロアル
バムを発表。2017年の最新作「ほら だんだん」ではコント
ラバスの熊坂とピアノのスパン子の３人と共演。普段のソロ
とはひと味もふた味も違うライブは乞うご期待！

スパン子

たまい

ピアノ、アコーディオンの弾き語り。2012年に東京から木崎
湖畔に移住、田んぼや畑、幼少から弾いていたピアノに回帰す
る。2015年にソロアルバム、「spannkosmo-piano」を発
表。観る側と演る側の『側』をとりのぞくライブ活動を各地で
展開。熊坂出監督の映画『人狼ゲーム』に曲を提供。

長野県南信州を中心に音楽活動するアコースティックデュオ
。バンド活動を経て、たまいやすゆきのソロ活動にカホニス
トのよーすけが合流する形で2015年頃から現在の演奏スタ
イルとなる。オリジナル曲を中心に、幅広い年齢層に喜ばれ
るカバー曲を演奏しながら、カフェライブやイベントへ多数
出演中。

藤本英樹
東京で建築資材の営業として3年間勤務、地元の松本に戻り、
飲食店の店長を経験。MAIN BAR COATの林氏に出会い
MAIN BAR COATへ就職。2009年バー「ALPHA」を開業
現在はオーナー兼バーテンダーとして活躍中。
（社）日本バーテンダー協会主催の全国バーテンダー技能競技
会長野県代表2002年〜2007年

シェフ松村

よーすけ

ロバート

イェリン

ニュージャージー州出身・京都市在住
1984年に来日、日本に魅せられ、現在は京都市内で焼き物
の回廊を営みながら、お酒や焼き物等の専門書への執筆活
動をしている。ニューヨーク、ボストン、LAなどの美術館
や大学で講演活動も行う。
伊藤

眞理

一流ホテルの料理長として３０数年の経験を持つフレンチシェ
フ。独創性のある創作料理は、多くの人々を魅了し、美食家を
唸らせてきた。現在は株式会社G・Cにて、マネージャー兼シ
ェフとして、国内外からの来賓向けお料理を手がける。

広島県出身、世界の舞台で活躍するアーティスト。アメリカ
、イギリス留学にて、アートを専攻しBFAを取得。現在は
埼玉に在住。国内外の個展やグループ展、アートフェスティ
バルで精力的に活動する。前衛的なエキスプレッショニズム
を取り入れた即興のパフォーミングアーティストとしても注
目を集めている。

鈴木達也

ガンズくん

信州大学繊維学部応用生物学科卒
ニッポン緑産（株）、（有）浜農場を経て、ヒゲタツ農園を
開業、現在バジルクラブ代表も兼務。平成２３年 より福源
酒造杜氏として就任し、１２月より３月まで約４ヵ月は杜氏
４月から１１月までは農業に従事する。

松本山雅ＦＣの公式キャラクター。愛称「ガンズくん」。長
野の県鳥「ライチョウ」がモチーフ。名前はチームの愛称で
ある「ターミガンズ（英語で『ライチョウ』の意）」の略称
「ガンズ」が由来。マスコット総選挙過去の実績 2015年：
7位 2014年：7位 2013年：5位

イベントは天候に関わらず屋内が主体です。美味しいお酒、お料理をご用意して
皆様をお待ちいたしております。

一般流通していない今年採れた
て、搾りたての生酒ヌーボーが
味わえます。通常、私供の酒蔵
では、3~5 年熟成させてから一
般に流通します。今年採れたて
の生搾りはフェアー２日間のみ
の提供です。一期一会の味わい
をお楽しみください。

ご飲食はフロントにて

飲食共通チップをご購入ください。ご家族・ご友人でお使いいただけます。
500 円

単品チップ１枚

500 円分のご飲食でご利用いただけます。

バリューチップ3枚

1,500 円 → 1,000 円

スーパーバリュー
チ ッ プ 5 枚

2,500 円 → 1,500 円

＝

＝
■100% 果汁ジュース１杯

1,500 円分のご飲食が 1,000 円で購入できます。

2,500 円分のご飲食が 1,500 円で購入できます。
更に W チャンスの記念品が当たる福引つき

※店内の物品販売にはご利用いただけません。

■ 秘 蔵 酒 １ 杯

＝

■福源酒造・利き酒飲み放題

＝

＝

■オードブル３点（チョイス８〜１０種）
肉・魚・野菜など

■酒カクテル１杯

スーパーバリュー
チ ッ プ 5 枚

＝
■ミュージック＋スマイル＝プライスレス

バリューチップ3枚

福源無濾過

フェアー期間中の特別価格

純米酒原酒 生 1,800ml

通常価格 3,564 円

特別価格 3,200 円

純米酒原酒 生 720ml

純米吟醸酒 生貯 720ml

純米大吟醸 生貯 720ml

特別価格 1,500 円

特別価格 1,800 円

特別価格 3,100 円

通常価格 1,620 円

通常価格 3,456 円

通常価格 1,944 円

福耳 微発泡酒
純米吟醸 330ml

北アルプス
純米酒 720ml

一番どぶ 720ml

ルルベル・シードル 750ml

北アルプス 梅酒500ml

通常価格 1,296 円

通常価格 1,620 円

通常価格 1,080 円

特別価格 900 円

特別価格 1,000 円

特別価格 1,000 円

特別価格 1,400 円

特別価格 800 円

通常価格 1,080 円

通常価格 1,404 円

サイズ S/M/L/XL 各色・数量限定につき、売切れ次第終了

表示価格は、税込です。

