
北は北海道から南は鳥取まで
各寄港地の美味しいものが集結！

試飲券 �� 枚綴り + プラカップ � 個付き
前売引換券ご購入者で、来場先着���名様には
オリジナル記念グラス+プラカップ�個になる特典あり！

前売引換券　�,���円
当日券　　　�,���円

www.tama-sake.jp
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www.facebook.com/tamaxsake/
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倉敷市/玉島商工会議所/山陽新聞社/玉島テレビ放送/倉敷ケーブルテレビ/エフエムくらしき/矢掛放送
吉備ケーブルテレビ/玉島間税会/玉島商店街振興会/岡山県酒造組合/倉敷市日本遺産推進協議会
倉敷観光コンベンションビューロー

にぎわう昭和のまち玉島実行委員会 玉島信用金庫/玉島法人会

主　催 玉島湊酒まつり実行委員会 

菊池酒造
妹尾酒造本店
渡辺酒造本店
十八盛酒造
三冠酒造
丸本酒造
平喜酒造
嘉美心酒造
ヨイキゲン

真備竹林麦酒醸造所
吉備土手下麦酒醸造所
三石耐火煉瓦ビール
作州津山ビール
福繁食品麦酒醸造部

ふなおワイナリー

皆のリクエスト曲を弾き流す！
Jukebox artist 「SIVA」

食べ物だけでも楽しめる
絶品フード多数出店予定！

LIVE
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SAKE 2018酒
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北前船寄港地物産展

9/1

[ SA
T]

11:00 ～ 21:00
[ ラストオーダー 20:45 ]

9/2

[ SU
N
]

10:00 ～ 19:00
[ ラストオーダー 18:45 ]

お近くのコンビニ・取扱店舗にて！
セブンイレブン/ローソン/ミニストップ/ファミリーマート/サークルKサンクス
コンビニ・Ｗeb販売コード「�������」取扱店舗等の詳細は、裏面をご覧ください。

前売引換券のお求めは

同時開催！祝！日本遺産認定記念



前売引換券 コンビニ・Ｗeb 販売コード（商品番号）

前売引換券販売場所

お問い合わせ

● 雨天決行
・テントはご用意しますが、各自雨対策をお願い致します。 荒天時（台風等）

中止となる場合があります。
● 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、十分でない場

合もございます。ご了承下さい。
● ご飲食について
・会場内への飲食物のお持ち込みはご遠慮ください。会場内のブースと商

店街各店をご利用ください。グラスの持ち込みはできません。会場内指
定のカップ以外にはサービングしません。

● 引換券・試飲券について
・一日先着300名の方に、前売引換券１枚につき記念グラスとプラカップ

を各1個お渡しします。その後は、プラカップ2個のみをお渡しします。
記念グラスを希望される方は、お早めにお引換えください。当日券には、
記念グラスは付きません。

・試飲券は2日間いつでも使えて、友達や家族ともシェア可能です。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
ご購入ください。

・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
止の場合は払戻しいたしますので、公式ホームページをご確認ください。

・2日間のうち1日でも開催した場合には、払戻しいたしません。
・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

保障は一切致しません。
● 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・自転車等乗り物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。お酒を飲み過ぎた翌日は、
運転を避けるなど十分に注意をしてください。泥酔された方や不快な行
動、言動をされた方は主催者の判断で退場いただきます。 

● 出店メーカーについて
・出店メーカーは、変更になる場合があります。
● 会場内での取得物について
・会場内での取得物については、主催者側での保管・管理・引渡しは致し

ませんので、お手持ちの荷物は各自にて管理下さい。
● お手洗いについて
・野球場グラウンド横の公衆トイレ、通町会場公衆トイレをお使いください。

● 倉敷市玉島エリア
ゴイケバー
桃吉
備中屋
Ｍ・Ａ・ＫＲＡＦＴ
レシピコーモト
植田タンス店
ナンバ時計店
福屋呉服店
メイビ堂本店
廣珍
スナックうしお
スナックヒロミ
かめや金物店
石幸
玉島テレビ放送
玉島市民交流センター
玉島信用金庫本店
豊島屋
樋口芳泉園茶舗
リカーショップあさぬま
おたやん食堂
玉井堂

● その他のエリア
倉敷ケーブルテレビ
おかやま地ビール市場  蔵びあ亭
酒工房あおえ
矢掛放送
吉備ケーブルテレビ

新倉敷駅前 1-23-102
新倉敷駅前 4-29
上成 635-10
玉島 1651-1
玉島 1651-1
中央町 1-7-1
中央町 3-12-2
中央町 3-13-34
中央町 3-13-35
中央町 3-12-13
中央町 3-12-8
中央町 3-12-21
中央町 3-12-11
中央町 3-13-28
阿賀崎 1-2-31
阿賀崎 1-10-1
玉島 1438
中央町 1-7-8
中央町 1-12-2
玉島 2-1-11
玉島 2-6-14
玉島 2-6-14

倉敷市中島 2661-1
倉敷市本町 3-12
倉敷市水江 1349
小田郡矢掛町矢掛3077-1-2
高梁市落合町阿部1768-5

086-525-7470
086-525-5454
086-525-5581
086-526-3976
086-525-5115
086-522-2951
086-522-7000
086-526-0648
086-522-2547
086-522-5188
086-526-6006
086-526-0944
086-525-2375
086-522-3890
086-526-7075
086-526-1400
086-523-2111
086-522-2148
086-522-2907
086-522-2215
086-525-4083
086-522-2251

086-466-1717
086-441-0707
086-465-2413
0866-84-8490
0866-21-0123

各酒造出店メーカーでも販売しております。

・ローソン、ミニストップ／ Loppi
・セブンイレブン／マルチコピー機（レジャーチケット）

・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）

主催 ：玉島湊酒まつり実行委員会   Tel : 080-4555-3500  
Web：www.tama-sake.jp　Mail : tama-sake@tama-sake.jp
7 月 15 日～ 8 月 31 日（祝祭日を除く平日午後 1 時～午後 5 時）、9 月 1 日～ 9 月 2 日（午前 10 時～午後 5 時）

ボランティアスタッフ募集中！

受付で前売引換券を試飲券（グラスまたはカップ付き）と引き換えます。
試飲券は2日間いつでも使えて、友達や家族とシェアOKです！

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）
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。

楽しみながら一緒にイベントを盛り上げてくださる運営ボランティアスタッフを募集し
ています。1日からの参加OKです。お気軽に実行委員会までご連絡ください。

商品番号

販売期間  2018 年 7 月 15 日（日）  ～ 2018 年 8 月 31 日（金）23：59

0249133

試飲券の使い方 会場・アクセス

注意事項・お願い

乾杯は  晴れの国  おかやまの酒で！

国道２号線

無料シャトル
バス発着場

● マルナカ

● 玉島支所

● 玉島テレビ
　放送

● 玉島警察署

玉島中央病院 ●

● 

● 

バス停

無料シャトル
バス発着場

玉島商業高等学
校野球場

至 金光

至 倉敷

国道429号線

リョービ
プラッツ

JR新倉敷駅

第1会場
「玉島清心町商店街」

※お車でのご来場はご遠慮ください。
　公共交通機関をご利用ください。

第2会場
「玉島通町商店街入り口公園・広場」


