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80銘柄以上のお酒が勢揃いし、復興にむけての賑わいを作ります！
銘柄以上のお酒が勢揃いし、復興にむけての賑わいを作ります！

株式会社のぞみ(代表取締役 藤田 功博)は、2018年11月23日（金・祝）から25日（日）までの3日間、
アリオ倉敷にて、日本酒イベント「SAKE Spring 倉敷」を開催します。日本酒文化の発展のため、また、
倉敷の復興を応援するため、貴メディアで取り上げていただければ幸いです。

【Sake Spring 倉敷のハイライト】
ポイント①：全国の実力派蔵の銘柄が大集合！自由に飲み比べができます！
日本全国から実力派 約40蔵・80銘柄以上の日本酒・クラフトビール・リキュールが勢揃い。自由に試飲し、味の
違いを楽しめば、必ずや好みの一本に出会えるはず。日本酒好きも唸るハイレベルな銘柄揃いだから、初心者でも
美味しさに感動するはず。
さらには、梅酒やゆず酒といった果実酒ソーダ割りのコーナーや甘酒・ジュースなどノンアルコールのコーナーも
充実していますので、お酒は好きだけどアルコールが苦手という人でも楽しめます。
その他、社長の個人コレクションから廣木酒造「飛露喜」、宮泉醸造「寫楽」などのプレミア酒を提供するブース
も登場！(
出店酒蔵などはP3〜P4に記載)
ポイント②：アリオ倉敷で人気のレストランが3日間限りの屋台を出店！
ポイント②：アリオ倉敷で人気のレストランが3
1Fイベントスペースには、アリオ倉敷で人気を博するレストランが屋台で出展。唐揚げや牛串など、自慢の味を
披露。400円から600円程度のリーズナブルな価格で楽しめます。
2Fのフードコートにもお酒ブースが登場し、3日間限りの「アリオ倉敷バル」に変身！ ステーキやカレー、ハン
バーグなどの洋風料理とお酒の意外なペアリングを楽しめます。(出店店舗はP5に記載)
ポイント③：日本酒ビギナーやおひとりさま歓迎！お子様連れファミリーも歓迎！ 酒の合間に楽しめるエンタメ
企画が充実！
特設ステージでは、実力派アーティストのライブから、大道芸やアカペラ、ダブルダッチ、キッズダンスなど、
様々なパフォーマンスを展開。ほろ酔い気分でゆっくり楽しめるラインナップです。
日本酒ビギナーの方も、お一人様も、さらにはお子様連れのご家族でも楽しめます！
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「SAKE Spring 倉敷」
開催概要
開催日程

2018/11/23（金・祝）〜
（金・祝）〜25（日）の
（日）の3日間
日間
2018/11/23(金・祝
金・祝) 24（
（土
土）
 11:00〜21:00
2018/11/25(日
日) 1
 1:00〜17:00

会場

※雨天決行

アリオ倉敷
(JR倉敷駅 北口に直結)
※ご来場には公共交通機関をご利用下さい。

チケット
【満喫チケット 前売2,000円】
前売
円】
1日思う存分楽しめる、お得なチケットです。
お酒券(2,000円相当)＋オリジナルグラス＋アリオ倉敷専門店で使えるグルメ
クーポン200円分
購入方法

インターネット公式サイトより
▼http://sakesp.com/kurashiki/

公式サイト
主催
全面協力
後援
お問合せ先
取材のお問い合わせ先
(詳細のご質問・イメージ写真
提供のご依頼など)

http://sakesp.com/kurashiki
SAKE Spring 倉敷実行委員会
倉敷実行委員会(運営事務局：株式会社のぞみ
運営事務局：株式会社のぞみ)
アリオ倉敷・米酒センター平松（平松一郎氏）
倉敷市（申請中）
㈱のぞみ 075-351-9915 平日
平日10時～
時～18時
時 ※土日祝休
㈱のぞみ 担当：藤田(フジタ
担当：藤田 フジタ)
携帯 070-5262-4598
TEL: 075-351-9915／
／FAX:075-320-3852
E-mail: 2@nzm.jp
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【参加酒蔵のご紹介】
北は青森から、南は大分まで約60蔵・200銘柄が集合！！
新酒を含め、各蔵自慢のお酒を引っさげて、イベントに登場します！
蔵によってはプレミア酒や果実酒が出品するので、乞うご期待！！

「萬年雪」森田酒造（岡山）
「三冠」三冠酒造（岡山）★
「白菊」白菊酒造（岡山
「備前幻」室町酒造（岡山）★
「ヨイキゲン」ヨイキゲン(岡山）
「十八盛」十八盛酒造(岡山）
「二面」板野酒造本店(岡山）
「極聖」宮下酒造(岡山）
「伊七」熊屋酒造(岡山）★
「燦然」菊池酒造(岡山）
「粋府」三宅酒造(岡山）
「喜平」平喜酒造（岡山）★

「酔鯨」酔鯨酒造(高知）
「天吹」天吹酒造（佐賀）
「花の香」花の香酒造（熊本）
「SEN」株式会社ten(一圃一酒プロジェクト）

その他、プレミア酒多数出品！
乞うご期待！！

「ささ（クラフトビール）」
真備竹林麦酒醸造所(岡山）
「御崎（クラフトビール）」
吉備土手下麦酒（岡山） ★
「岡山ワイナリー」（岡山）
「富翁」北川本家（京都）
「玉川」木下酒造（京都） ★
「久美の浦」熊野酒造（京都）
「招徳」招徳酒造（京都）
「城陽」城陽酒造（京都）
「弥栄鶴」竹野酒造（京都）
「玉乃光」玉乃光酒造（京都）
「月の桂」増田徳兵衛商店（京都）
「神蔵」松井酒造（京都）★
「桃の滴」松本酒造（京都）★
「京の春」向井酒造（京都）
そのほか全国からも銘酒が勢揃い！
「北の錦」小林酒造(北海道）
「陸奥八仙」八戸酒造(青森）
「楯野川」楯の川酒造（山形）
「末廣」末廣酒造(福島）
「大観」森島酒造(茨城）
「澤姫」井上清吉商店（栃木）
「農口」農口酒造（石川）
「小鼓」西山酒造場（兵庫）
「福寿」神戸酒心館（兵庫）★
「紀土」平和酒造(和歌山）★
「龍勢」藤井酒造（広島）
「於多福」柄酒造（広島）
「獺祭」旭酒造（山口）★
「雁木」八百新酒造（山口）★
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(社長の秘蔵酒 特別ブース
特別ブース))
(秋田
秋田))
「新政」新政酒造
(山形
山形))
「十四代」高木酒造
(福島
福島))
「飛露喜」廣木酒造本店
「冩楽」宮泉銘醸
(福井
福井))
「黒龍」黒龍酒造
「梵」加藤吉平商店
(佐賀
佐賀))
「鍋島」富久千代酒造

【出店レストランのご紹介】
アリオ倉敷で人気のレストランが3日限りの屋台で登場！
日本酒に合うイベント限定の絶品おつまみをお楽しみください。

●1F メイン会場 出店店舗●

喜福商店
からあげ 縁日
FARM TO TABLE COLLE
naradewa
全8ブース程度
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【ステージ出演者のご紹介】
ダンス系パフォーマンス
岡山県ダブルダッチ協会（チームMIKENEKO）
岡山県ダブルダッチ協会（チームMIKENEKO
）
二本の縄のなかで、ダンスやアクロバットを行うストリートスポーツ。中四国を中心に様々なイベント
に出演中の彼らが魅せるダブルダッチパフォーマンスにあなたはきっと魅了される！
DANCE STUDIO VERTEX
岡山県に数か所構えるダンススクールの子どもたちがブレイクダンスを披露。迫力は大人を超えるか
も？！
Dance Team Shine
玉島のキッズダンススクールからも出演が決定。幅広い年齢層で構成されたチームによるダンスパ
フォーマンスは必見です！
むくろじゅ
岡山県下で活動されている和太鼓パフォーマー集団「むくろじゅ」による和太鼓パフォーマンス。日本
の伝統楽器が繰り出す迫力に圧巻されてください。
Balloon Yue
「家族で楽しめるバルーンアート」をコンセプトとしてお客さんを巻き込んだステージを披露。この機
会でしかできないバルーンアートを体験せよ。
岡山大学鹿田アイドルサークル たにかる
医者の卵である傍らアイドル曲の振り付けをコピーして披露するアイドルパフォーマー。一度見たら笑
顔になれて忘れることができないパフォーマンスをお楽しみください。

音楽（楽器・歌・合唱）演奏
シンガーソングライター千里 -chisato2016年12月TSUTAYAバックアップのもと全国デビューを果たした岡山出身のシンガーソングライ
ター。メジャーアーティストとの共演やCM曲、情報番組のエンディング曲も手掛け、ますます活躍中
の彼女が歌う歌とバックダンサーによるダンスは必見です。
Yoshimi with sp
ボーカルYoshimiとピアノspのしっとり系男女ユニット。自分自身が音楽に救われたように「自分たち
の歌で、出逢えた人の心を笑顔にしたい...」そんな想いでサケスプを盛り上げてくれます。
SILVER TONE
音楽と文化を同時に打ち出す、地域活性化を目指して活動されているボーカリスト集団。若い世代で構
成され、さまざまなイベントに出演している彼らの歌を是非お聴きください。
吉永 拓未
岡山出身のシンガーソングライター。岡山県を拠点に地元から全国でステージ活動される傍ら他のアー
ティストへの楽曲提供も行っている実力派。彼が歌う歌をお酒とともにお楽しみください。
森下 裕美
吉永拓未さんが代表を務めるOffice KIKOE所属の新人アーティスト。研究生として日々精進している彼
女がありのままのパフォーマンスで魅せるステージを見逃すな。
Okayama Feast Gospel Choir
岡山のゴスペル合唱集団。様々なイベントに出演し、ニーズを汲み取った選曲と合唱力は必聴！是非お
聴きください。
ウクレレのんち
生配信アプリ「SHOWROOM」で毎日配信するウクレレ弾き語りアイドル。ステージでもSHOWROOM
のように、お客さんを巻き込んだ弾き語りパフォーマンスを、画面越しでなく生で確かめに来てくださ
い。
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【他エリアでの開催風景】
約8,500人を動員した「SAKE Spring 2018」。男性客ばかりの日本酒イベントが目立つ中、女性が54.1％と半数以
上を占め、全体の53％の方は20〜30代の方と、若年層の方にも数多くご入場いただきました。
「これからの日本酒の未来を担う世代に、少しでも多くの魅力を伝えたい！」
そんな想いで、SAKE Springを企画しています。
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