
年
金 土 日

2018 255/ 26 27
17:00-21:00 10:30-21:00 10:30-17:30

10:00-16:00

問合せ先：おかやまハワ恋ビアフェスタ2018事務局
協力：岡山駅前商店街振興組合

特別協賛：

主催：山陽新聞社、おかやまものづくり祭り実行委員会
協賛：おかやま信用金庫、株式会社サピックス公式HP：http://www.okayama-beerfesta.com

http://www.facebook.com/okayamabeerfesta 後援：岡山県、岡山市、岡山商工会議所、ハワイ州観光局、
           全国地ビール醸造者協議会（JBA)、中国地ビール協議会、日本小規模醸造協議会086-803-8222

受付時間 平日 10:00～17:00( 山陽新聞社サービスセンター内 )

前売引換券・試飲券
について 080-8243-3081

3/20～5/24( 祝祭日を除く平日 12:00～17:00) 及び開催 3日間

実行委員会
事務局

晴れの国
、フラとビールで天国じゃ

下石井公園

入場無料

岡山駅中央改札口から徒歩 10分 岡山駅東口からすぐ
岡山駅前商店街メイン

会場
サブ
会場

岡山県内外から

フラダンサー
が出演！

約 名800

出店ビールメーカー出店ビールメーカー
吉備土手下麦酒醸造所
キリンビール 岡山工場 やまぐち鳴滝高原ブルワリー

まめまめびーる
MIROC BEER

松江ビアへるん

チョンマゲビール

石見麦酒
作州津山ビール
独歩ビール

三石耐火煉瓦ビール
ブルーウッドブリュワリー
箕面ビール

梅錦ビール

大山Gビール

真備竹林麦酒醸造所

海軍さんの麦酒

横濱金沢ブリュワリー

盛田金しゃちビール
ビール工房 東京８兄弟

吉備土手下麦酒醸造所岡山

キリンビール 岡山工場岡山 やまぐち鳴滝高原ブルワリー山口

まめまめびーる香川

MIROC BEER香川

松江ビアへるん島根

チョンマゲビール山口

石見麦酒島根

作州津山ビール岡山

独歩ビール岡山

三石耐火煉瓦ビール岡山

ブルーウッドブリュワリー和歌山

箕面ビール大阪

梅錦ビール愛媛

大山Gビール鳥取

真備竹林麦酒醸造所岡山

海軍さんの麦酒広島

横濱金沢ブリュワリー神奈川

盛田金しゃちビール愛知

ビール工房 東京８兄弟東京

花・緑ハーモニーフェスタ
in西川

同時開催同時開催

花・緑ハーモニーフェスタ
in西川

西川パフォーマーによるステージ
イベントや飲食・物販販売等
@nishigawa.kencho

◆ボランティアスタッフ募集中！詳しくはHPをご覧下さい。
◆商店街での出店、ミュージックステージ出演希望問合せ先：okaekievent@gmail.com

（来場先着 1000 個限り）

（当日引換券 3,800 円）

試飲券 20枚綴り
オリジナル記念グラス付 
（来場先着 1000 個限り）

（当日引換券 3,800 円）

試飲券 20枚綴り
オリジナル記念グラス付 

3,400円 3,400円 

前売引換券前売引換券

土 日5/ 26 27



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）

乾杯は　晴れの国　おかやまの酒で！

おかやまハワ恋ビアフェスタ2018事務局
岡山市北区柳町２丁目１番１号 086-803-8222

受付時間 平日 10:00-17:00( 山陽新聞社サービスセンター内 )

引換券・試飲券
について

問合せ先
080-8243-3081

3/19~5/24( 祝祭日を除く平日 12:00~17:00) 及び開催 3 日間

実行委員会
事務局

晴れの国
、フラとビールで天国じゃ

年
金 土 日

2018 255/ 26 27
17:00-21:00 10:30-21:00 10:30-17:30

ハワイコーナー

前売引換券販売場所（敬称略）

前売引換券　コンビニ・WEB販売コード（商品番号）

試飲券の使い方

岡山市北区

ぎんざや 表町 1-10-35 086-222-3244
山陽新聞社サービスセンター 柳町 2-1-1 086-803-8222
セントラルホテル岡山 田町 1-10-28 086-222-2121
ビジネスホテル新子 錦町 1-14 086-222-4213

吉備土手下麦酒 普段呑み場 北方 4-2-18 086-235-5712

串輪家 駅前町 1-3-18 086-224-8686
MOBY岡山駅前店 駅前町 1-7-22 050-5798-8062

光吉商店 野田屋町 1-2-3 086-232-9533
としちゃん 駅前町 1-1-13 086-238-8233

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）を用いることを推進し、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、地元の産物に対する理解を深め、郷士への愛着心と
誇りの情勢に資することを目的としています。

まず、受付で引換券をビール試飲券（グラスまたはカップ付）と引き換えます。
ビール試飲券は３日間いつでも使えて、友達や家族ともシェア可。
２つの会場で使えます。当日引換券は、岡山駅前商店街でも販売します。
ビール試飲券１枚で約 90cc。
４枚で約 360cc（中ジョッキ１杯）召し上がっていただけます。
あくまでもおおよそであり、また、泡なしのご注文等にはお応えできません。

スタッフＴシャツ、お昼ごはんの提供、懇親会への参加ができます。ビールやお酒が
好きな方や岡山を盛り上げたい方が大勢活躍しています！詳しくはHPをご覧下さい。

岡山市中区

ビールバー たのたの庵 藤崎 655-1 086-274-0831

岡山地酒創庫イチローズ 宮前 369-1 086-425-3535

せいた鍼灸整骨院 鳥羽 14-1 086-463-9008
第二せいた整骨院 鳥羽 26-3 086-463-7060

おかやま地ビール市場 蔵びあ亭 本町 3-12 086-441-0707

倉敷市

【雨天決行】テントはご用意しますが、各自で雨対策をお願い致します。
【席について】出来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ます。
あらかじめご了承下さい。また譲り合い・相席をお願い致します。
【ご飲食について】会場内への飲食物のお持込はご遠慮下さい。会場内のブースをご利用下さい。グラス
の持込はできません。また、会場受付にてお渡しするグラス以外には、ビールをサービングいたしません。
【引換券・試飲券について】試飲券は３日間の期間を通してご利用いただけます。引換券１枚につきグ
ラス又はプラカップを１個お渡しします。オリジナル記念グラスは初日からの来場先着配布のため、早
期に終了する場合があります。グラスを希望される方は、お早めにお引換え下さい。試飲券綴りを２名
様以上でご利用の場合は、受付にて必要数のプラカップをご購入下さい。前売引換券及び試飲券は、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いたしますので、ウェブサイトをご確認下さい。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）の保障は一切いたしません。
【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・
自転車の運転は出来ません。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。
試飲の翌日は運転を避けるなど充分な注意をして下さい。会場内でご気分の悪い方はスタッフにお申し
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。
【参加ブルワリーについて】出店ブルワリーは、変更になる場合があります。
【会場での拾得物について】主催者側での保管・管理・引渡しは致しませんので、お手持ちのお荷物は
各自にて管理下さい。
【お手洗いについて】公園南側の公衆トイレをご利用下さい。幸町図書館内への立ち入り及びトイレの
ご利用はご遠慮下さい。
【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。撮影には許可証が必要です。

人気のハワイローカルスィーツ
“マラサダ”などハワイアンフードや、
ハワイアン雑貨など
ハワイアンショップ満載！

フラステージ

「ビール片手に」
大島圭太のライブも!

さらに

Brilliant
マコトダンスカンパニー所属 の

店舗22 のフードブースが出店！
ご当地グルメも！

ミュージック
ステージ

サブ会場・岡山駅前商店街で
３日間開催！

ご注意・お願い

当日ボランティアスタッフ募集中！

引き換えは下石井公園のみです。ご注意ください。
オリジナル記念グラスについて

5/26
午前出演

(土) 3日間
出演！

チケットぴあ

PassMarket ( パスマーケット )  http://passmarket.yahoo.co.jp/

Pコード：991-570

セブンイレブン/マルチコピー機　レジャーチケット
ローソン、ミニストップ / Loppi
ファミリーマート/ Famiポート　チケット- JTBトラベル・レジャー
サークルKサンクス/カルワザステーション　チケット- JTBレジャーチケット

商品番号：0248199

発売期間　2018 年 3月 1日（木）～5月 24日（木）23:50


