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― 公式パンフレット ―

元町公園で、
「世界」
に出会う

Every August. For 30,000 People. Worlds Meet in Japan.

A Greeting From the Organisers

次の１０年も皆さまとともに
Next year we are ten years old!

Ian Frank

Co-President
WMDF Festival
Director

ご来場いただき誠にありがとうございます。芸術祭を楽しむことに忙
しい皆さまに、主催者からここでちょっとした質問を。
１０周年記念の芸術祭で何か見たいものはありますか？

Naoto Soga
Co-President
WMDF Artistic
Director

Takuma
Fukuda
Secretariat

Motoaki
Kitamura
Inspector

We know that WMDF audiences are always busy chasing every
bit of enjoyment at our event, so we just have one quick question:
“What would you like to see for our tenth anniversary?”

そうなんです。早くも来年は１０回目。より意義
深い内容にするために、いまからアイディアやご
要望を募ります。この議論に参加できるウェブサ
イトを作りますので、左の QR コードを利用してご
覧ください。
会場では、アーティストグッズや T シャツを売っている芸術祭ショッ
プでご要望を承ります。紙と鉛筆、そして御意見箱のようなものを用意
します。ぜひ主催者宛にメッセージを送ってください。とくに要望ではな
く、アーティストへ送るファンレターでも構いません！
皆さまからの要望もさることながら、
あなたは次の芸術祭で「何を」
してみたいですか？

Yes, next year we are ten. We’d really like
your ideas and wishes for making a great
celebration. There is a web page where you
can take part in the discussion. Any language is OK. Access the QR code shown
here, or go to http://wmdf.org/en/ten.html
Or, you can use our new audience feedback system in the
WMDF Shop. There you will find paper, pens and pencils, plus
a postbox that you can use to send messages to the WMDF
organisers. This system also lets you send “fan letters” directly
to any of this year’s WMDF groups!
As well as your requests, we’d also like to ask:

元町公園で行われている芸術祭、もぐフェス、そしてペリー広場の
わくフェスを主催している一般社団法人ワールズ・ミート・ジャパンは、
公益を目的とした非営利事業を行っています。地域や海外の方々とと
もに、社会教育やまちづくりの活動を推進しています。ご来場の皆さ
まには直接間接を問わず、活動に対するなんらかのご協力をいつもお
願いしています。例えば、芸術祭スタッフとして時間を割いてくださるの
は大変ありがたいことです。あとは、いままでの約１０倍にあたる千人
の海外アーティストを迎えるため、フェリーを港に停泊させ、寝台列車
を借り切って、そこをホテルにする、なんていう想像もつかない協力と
か…。

WMDF and the co-located MoguFes and WakuFes are brought
to you by the non-profit “Worlds Meet Japan”. Any proceeds of
our events go towards transformational social and educational
projects. We would love to have offers of support, big or small.
Every couple of hours of volunteer staff work is really valuable
to us. And if you happen to have a spare ferry and a berth in
Hakodate harbour to accommodate two hundred artists next
August...

私たちは
「ロングナウ・ビッグヒア」
をテーマのひとつに掲げています。
来年さらにその先へと想像をふくらませながら、今回の芸術祭を思う存
分楽しんでいただけたらと思います。

One of our main themes is “Long Now”. We really hope you will
have a great time this year while also looking forward to what
can be achieved in the next.

“What would you like to do for our tenth anniversary?”

一般社団法人ワールズ・ミート・ジャパン
Worlds Meet Japan
General Incorporated Association (GIA)

〈第００９回〉はこだて国際民俗芸術祭 同時開催 もぐもぐフェスティバル２０１６
主催：一般社団法人ワールズ・ミート・ジャパン 〒041-0833 函館市陣川町 52-1 wmdf@wmdf.org http://wmdf.org WMDF 特別公演実行委員会 共催：公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団
後援：函館市、函館市教育委員会 企画：ひのき屋 制作：株式会社ヒトココチ WMDF, MoguFes & WakuFes are brought to you by“Worlds Meet Japan”.
（有）
（株）池見石油店、
（有）
（有）
（医）慈友会望ケ丘医院、
（学）函館大谷学園、
（福）函館共愛会共愛会病院、サントリー酒類（株）
協賛：
ウィズ、
ウッド工房、五稜郭タワー（株）、
サインプランニングシステム、
（有）
協力：
グレアトーン、函館バス（株）、ペルノ・リカール・ジャパン（株）、キリンビール（株）、北海道キリンビバレッジ（株）、北海道コカ・コーラボトリング（株）、大水達也
（株）函館酪農公社（株）
青函フェリー、ホテルパコ函館、スパ &カーサ函館、
リアルグロウ、SPORTS 北海道、ハピネット mama

大水達也
一般社団法人ワールズ・ミート・ジャパンは公益を目的とした非営利事業を行う団体です。国際・地域的な社会教育およびまちづくりの活動を推進しています。
本紙は印刷時まで正確な情報の掲載に努めておりますが、その内容は予告なく変更または訂正される場合がございます。ご了承ください。変更や訂正はホームページ（http://wmdf.org）に掲載いたします。

We are officially registered with the Japanese government as a non-profit. Any proceeds of our events go towards transformational social and educational projects locally and internationally.
Any proceeds of our events go towards transformational social and educational projects locally and internationally. All details correct at time of printing. wmdf.org/en

お問い合わせ：

芸術祭事務局（土日祝休） TEL.

0138-52-3815
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アーティスト
プロフィール
Artist Profiles
凡例 Key

セネガル、東京

アメリカ

ハンガリー

Senegal & Tokyo

USA

Hungary

アフロ・ベゲ
Afro Begue

ジェンベ・マスターのセネガル
人オマール・ゲンデファル率い
るアフロビートバンド。
「アフロ・
ベゲ」の「ベゲ」はウォロフ語で
「楽しむ」
。2014 年にファースト
アルバム『ベゲ』を発表。2016
年に「ジェンベの神様」ママディ・
ケイタ氏来日パーティーで演奏。
4 月、
『セネ・ジャポン・フェスティ
バル』に出演。上田正樹氏、フ
レール・ギッセ氏との共演も果
たす。7 月、バスケットボール女
子日本代表国際強化試合 2016
において、セネガル国歌斉唱を
オマールがつとめ、アフロ・ベゲ
も両国代表として演奏。セネガ
ル・日本の架け橋として、新しい
スタイルのアフリカンミュージッ
クを発信し続ける。
A Senegalese-Japanese afro beat
band started by frontman Omar
Gaindefall. “Begue” means “enjoy”
in Wolof, the most widely spoken
language in Senegal. Their original
sound mixes Omar’s traditional
Senegalese “Griot” style with
modern genres such as reggae, jazz
and pop. In 2015, their highly acclaimed performance at the African
Festival Yokohama was attended
by African ambassadors in Japan,
and they have also performed at the
welcome party for Mamady Keita, one of the world’s most wellknown and respected djembefolas.
In 2016, Omar organised the first
SENE-JAPON Festival in Senegal,
in aid of Senegalese children. Having gone on many tours throughout
Japan, Afro Begue continue to
discover and perform new styles of
African music.
http://afro-begue.com

ブライアン・ホルス
Brian HULSE

チンバリバンド
Cimbaliband

マルチタレントであるブライア
ン・ホルスは、日本のエンター
テ インメント界 に お けるプ ロ
デューサーであり、パフォーマー
として 活 躍して い ま す。1986
年、アメリカ・インディアナ州の
小さな 農 村で、わず か 17 歳 に
して、コミカルなジャグリングの
プロとしてそのキャリアをスター
トさせました。そ れ からはアメ
リカ全土、更には世界各地でパ
フォーマンスを行うようになりま
した。ブライアンは熱心な芸術
祭の支援者であり、そのパフォー
マンスのほか、彼がもつイベント
制作に関する豊富な経験を惜し
みなく提供してくれています。今
年は芸術祭に加えて、北海道新
幹線開業記念イベント「はこだて
グルメガーデン」に出演を予定し
ています。

チンバリバンドはユーロソニッ
クを演奏するハンガリー人初の
ワールドミュージックグループと
してよく知られています。このマ
ルチカルチャーなバンドは、超絶
的な技巧、ユーモアのある音楽、
そしてバルカン周辺の歴史的な
雰囲気で、観客に衝撃的な経験
を与えます。様々な文化や音楽
の違いに耳を傾ければ、それは
時間や空間を越えた旅として感
じることができるでしょう。この 6
人組は EU の理念である「多様性
における統合」を生で伝えるべ
く、例えばスペインにある EU 機
関の開設セレモニーなどで演奏
をしました。昨年、彼らの CD ア
ルバム『モルドバ』は、ヨーロッ
パのワールドミュージックチャー
トで 8 位にランクインしました。

Originally from the farm community of Knightstown, Indiana in
the United States, Brian began his
professional performing career as a
comedy juggler in 1986 at the age
of seventeen. Since then, he has
performed throughout the United
States and around the world. Brian
has become a stalwart supporter of
WMDF, sharing both his awesome
performances and his in-depth production knowledge. We are really
grateful for both. For 2016, Brian
will be helping publicise WMDF,
with performances at the “Hakodate Gourmet Garden” event by
Hakodate Station that the City Hall
is staging to mark the arrival of the
Shinkansen in Hokkaido.

Cimbaliband is best known worldwide as the first Hungarian world
music group to perform in Eurosonic. This multicultural band
gives their audience a shocking experience with virtuoso instrumental
solos, humor through music and a
historical look around the Balkans.
Those with an open ear to different cultures and their music can
experience a journey through time
and space. This 6 piece group is a
living messenger of the motto of
the EU: ‘United in diversity’, and
they were chosen to perform at the
opening ceremony of the Spanish
EU governance. Last year, their album Moldva debuted at 8th in the
World Music Charts Europe.
http://www.cimbaliband.hu
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イスラエル

「コンパス」イスラエルフラメンコ舞踊団
“COMPAS” The Israeli Flamenco Dance Company
Israel

コンパスは、1995 年にフラメン
コダンサー・振付師であるミハ
ル・ナタンによって設立されまし
た。このグループは独特で、音
楽、演劇、美術、現代から古典
まで様々なスタイルのダンスと
いった、多様な芸術分野のアー
ティストが集められました。彼ら
の幅広いレパートリーは、大人か
ら子どもまで全ての年代の幅広
い観客に適しています。
「ダビデ
とバト・シェバ」
、
「ドン・キホー
テ」
、
「白雪姫」といった聖書の物
語や民話などを舞踊のテーマに
しています。
COMPAS was founded in 1995 by
the flamenco dancer and choreographer Michal Natan. The company is unique for bringing together
artists from various fields of art
including music, theater, fine arts,
and a variety of dance styles ranging from contemporary to classical.
Their broad repertoire is suitable
for a vast range of audiences from
adults to children of all ages, with
themes such as the biblical drama
of King David & Bat Sheba, Don
Quixote, Pavo Real, and Snow
White and the Seven Dwarfs. A
rich, spectacular, rewarding experience that you will treasure for a
“long now” awaits.
http://flamenco.co.il

中国

ロシア

ドイツ

ウクライナ、東京

スロバキア

ケニア、セネガル

China

Russia

Germany

Ukraine & Tokyo

Slovakia

Kenya & Senegal

ジャン・サン・バンド
Djang San + Band

伝統舞踊団「ドルジバ」
Druzhba

ヘルマン・ヘッセ・バンド・カルフ
Hermann Hesse Band Calw

ジャン・サンは 2000 年 から中 「友情」を意味するドルジバは、 黒い森に抱かれたドイツの小さ
国で 音 楽 活 動 を 続 けてきまし
ロシアの首都モスクワの北に位
な町・カルフからやってきた伝
た。中国の古典楽器
「チョルアン」 置するアルハンゲリスクを拠点
統あるブラスバンドチームです。
「琵 琶」を現 代に甦らせる者で
に活動しています。バレンツ海
バンド名にあるヘルマン・ヘッ
あり、哲学者、詩人、作曲家、ギ
の最南部である白海のそばにあ
セは同じくカルフ出身のノーベ
ター奏者、DJ、ひとりオーケスト
るこの古代都市は、ロシアの主
ル文学賞受賞者で、
「ガラス玉
ラ、新しい音の探求者でもありま
要な商業港であり、ロシア海運
演戯」や「シッダールタ」などの
す。2011 年 に中 国 本 土と香 港
業の発 祥の地です。1964 年に
作品で知られています。最近に
で行われた「バトル・オブ・ザ・
設立され、すべての世代からな
なって、ヘルマン・ヘッセの名
バンド」で、100 組の参加者から
る 300 人を超えるメンバーを有
をバンドに冠する栄誉を与えら
勝ち残った実績があります。36
しています。レパートリーには、 れました。豊富なレパートリーを
歳 にして 36 枚 のアル バムをリ
物語形式のダンス、世界の人々
有しており、マーチやワルツと
リース。その後も年ごとにアルバ
のダンス、そして北部ロシアの伝
いった伝統的なブラスミュージッ
ムをリリースする予定です。ジャ
統をあらわす民俗舞踊がありま
クから、ロックンロールや ABBA、
ン・サン・バンドはその活動の
す。多くの受賞歴があり、フィン 「YMCA」などの近代的なスタン
延長にあるもので、彼が改良し
ランド、ノルウェー、スウェーデ
ダードミュージックまで、ドイツ
た中国古典楽器のエレクトリック
ン、イタリア、スペイン、クロア
のコスチュームを身につけてお
版、エレクトリック・チョルアン、 チア、フランス、リトアニア、台
届けします。なお、今回の芸術
エレクトリック・琵琶の 3 人組か
湾などのフェスティバルで公演
祭の参加に関してゲーテ・イン
らなります。
を行ってきました。
スティトゥートの支援を受けてい
ます。
Re-inventor of Chinese classical
The ensemble Druzhba (“friendinstruments the “zhongruan” and
ship”) hail from the capital of the
This traditional German Brass
the “pipa”, philosopher, poet, comRussian North, Arkhangelsk. This
Band comes from Calw in the
ancient city by the White Sea is a
poser, guitar hero, DJ, one man orBlack Forest of Germany. They releading merchant seaport, and the
chestra, music pioneer and explorer
cently received the honour of takbirthplace of Russian shipping. The
of new sounds, Djang San has been
ing the name of Calw’s famous son,
ensemble was founded in 1964 and
making music in China since the
the Nobel Prize laureate Hermann
has over 300 members of all ages.
year 2000. He won the “Battle of
Hesse (1877-1962), who is known
Their repertoire includes narrative
the Bands” in Mainland China and
for works such as “The Glass Bead
dances, dances of the world’s peoHong Kong in 2011 against 100
Game” and “Siddartha”. The band
entrants. At the age of 36 he has alples, and Russian folk dances that
has a huge repertoire that ranges
represent the heritage of the Rusready released 36 albums and plans
from traditional German brass
to go on releasing albums in the
sian North. The group is a multiple
music such as marches and waltzes
coming years. Djang San + Band
prize winner and has performed
to rock ‘n’ roll and modern standis an extension of Djang San: a trio
at many international festivals,
ards such as ABBA and YMCA,
based around his re-designed elecincluding Finland, Norway, Sweall delivered wearing traditional
tric versions of traditional Chinese
den, Italy, Spain, Croatia, France,
German costumes. WMDF’s first
instruments, the electric zhongruan
Lithuania, and Taiwan. The artistic
large group from Germany, we are
and the electric pipa.
director is Svetlana Korepanova.
grateful to the Goethe Institute for
their support. Musical director:
https://djangsan.bandcamp.com
http://druzhba29.ru
Peter Blazicek.
http://tinyurl.com/gmp3ncu

カテリーナ & 久松彩子
Kateryna & Hisamatsu Ayako

芸術祭の常連、カテリーナと今
年初出演となる久松彩子。二つ
の異なる伝 統 楽 器 が 国 境を越
えてコラボレーションする。カテ
リーナはウクライナ・プリピャー
チ生まれ。幼少期より故郷の民
族楽器であるバンドゥーラを演
奏する。10 歳のころに来日公演
に参加。ウクライナの音楽専門
学校を卒業後、活動の拠点を東
京に移し、精力的に演奏活動を
実施。久松彩子は琴奏者で、第
10 回長谷検校記念くまもと全国
邦楽コンクール優秀賞受賞など
数多くの受賞歴を有する。ソロ
活動のほか洋楽器、民族楽器、
シンセサイザーとの共演も多い。
芸術祭で二人が響かせる音色に
ご期待ください。
We bring you this special collaboration between WMDF veteran
and WMDF newbie, blending two
different traditions of stringed
instrument. Kateryna was born in
Pripyat, Ukrai, and has played the
Bandure, her native music instrument, since childhood. She first
came to Japan to perform at the
age of ten, and then returned after
graduating music school to make
her base in Tokyo. Hisamatsu Ayako is a koto player of distinction
having been awarded prizes in
national music contests. She often
collaborates with others including
different genres such as synthesiser, western and folk music instruments, so we are looking forward
to this new meeting of worlds at
WMDF.
http://www.kateryna-music.jp/
http://www.kotoayako.com

フォルクローレ・アンサンブル「マリーナ」
FSž Marína

フォルクローレ・レイルウェイメ
ン・アンサンブル「マリーナ」は、
スロバキアの中央部・ズヴォレ
ンという街を拠点に活動してい
ます。ズヴォレンには彼らのス
テージ、カルチャーハウス・オブ・
スロバク・レールウェイズがあ
ります。伝統的なフォークミュー
ジックのレパートリーが豊富で、
女性コーラスと大勢のダンサー
がその公演を支えています。グ
ループの主な目的は、古くから
伝わる独自の伝統と、精神的な
遺産といえるスロバキアの舞踊、
音楽、歌、衣装や楽器を保存し
つつ広めていくことです。今年は
結成 50 周年という記念すべき年
です。
「ロングナウ」という芸術祭
のテーマにあるとおり、公演を通
じていろいろな世界観をお楽し
みください。
The Folklore Railwaymen Ensemble MARÍNA are based in the
town of Zvolen in Slovakia (Middle
Europe) where it has its own stage
in The Culture House of the Slovak
Railways. The group have a wide
repertoire of traditional folk music,
backed up by a female chorus and
large dance group. The primary
goal of the ensemble is to preserve
and present the unique ancient
traditions and spiritual heritage of
Slovakia, including ancient dances,
music and songs, plus traditional
folk costumes and traditional music instruments. Celebrating their
50th anniversary this year, please
enjoy this taste of the “long now”
from across the world.
http://www.fsmarina.szm.com

イギリス

パーカッションユナイツ
Percussion Unites

「トゥーザリ」コミュニティーアーツ
Toozalii Community Arts International Artists

札幌在中のケニア人・セネガル
人からなるアフリカンミュージッ
クグループ。西アフリカの太鼓で
あるジェンベ、ドゥンドゥン、タマ
や、東アフリカの太鼓ブンブンブ
ンを使った力強い音からなるア
フリカンリズムでアフリカ伝統音
楽を奏でる。札幌の地で、ジェン
ベを通して出会ったアフリカンが
パーカッションユナイツを結成。
2008 年にはファーストCD アル
バム『マンボ・サワサワ』
、2015
年には 2 枚目のアルバム『シタ
ニ・アキジャ』をリリース。札幌
を中心に函館、稚内など道内各
地、小中学校や高校、幼稚園・
保育園やイベントなどで演奏活
動をおこなう。

トゥーザリは、各地の主要な美術
展において少数のグループを対
象にしたソーシャル・インクルー
ジョン・ワークショップ（社会的
包容力を育てる体験的活動）を
実現かつ提供することを目的に、
多 様で異なる美 術 的 手 法を用
いています。今回は過去の芸術
祭、元町公園や市内のあちこち
で作成した絹の旗を展示します。
来 年 記 念すべき第 010 回 芸 術
祭に、彼らは新しいアイディアと
ともにやってくるはずです。今回
展示されている旗は「ワールズ・
アイ」というプロジェクトのもと、
イギリス国内の複数の場所で展
示され、10 万 人 を 超 える観 客
が目にしたものです。こうした成
果や他の作品などとあいまって、
トゥーザリは政治の中心地・ダ
ウニング街 10 番地でイギリス首
相を「観客」として魅了しました。

This African music group consists
of Kenyan and Senegalese expats
who currently live in Sapporo.
They play an African traditional music made up of powerful
rhythms using the West-African
style drums the djembe and dundun. They all met through their
drumming activities in Sapporo
and have performed extensively
throughout Hokkaido. They released their first CD “Mambo sawa
sawa” in 2008, and their second
“SHITANI AKIJA” in 2015.
http://tinyurl.com/jjzgf93

UK

Toozalii use many different art
forms to enable and to provide
social inclusion workshops for
minority groups within mainstream
arts events around the world. They
are busy hatching plans to return
to Japan with new ideas for our
tenth anniversary, so this year they
are represented by the silk flags
in Motomachi Park, created from
designs made in our own WMDF
workshops and other places in
Hakodate. These flags have been
exhibited as the “World’s Eye”
project at many locations around
the UK, with a total audience of
over 100,000. For their efforts on
this and on other community involvement works, Toozali gained
an audience with the UK Prime
Minister in No.10 Downing Street!
http://www.toozalii.co.uk
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コロンビア

東京

Colombia

Tokyo

ワルカ
Walka

ワルカはヨーロッパや北米にお
いて数多くの音楽活動を経たキ
チュア先住民のミュージシャンに
よって、2002 年に結成されまし
た。彼らはネイティブアメリカン
やアングロサクソン系のフォルク
ローレ音楽の要素を取り入れた
新しいジャンルの音楽を生み出
しています。現在、中南米や北
米にて、コロンビアの代表フォル
クローレのグループとして演奏
活動を行っております。
This band was formed in 2002 by a
group of seasoned Quechuan musicians with huge experience playing
music in Europe and the Americas. They produce a new kind of
music, incorporating the tastes of
Native American and Anglo-Saxon
folklore. Recently, they have performed as the representatives of
Colombia at events in Latin America and North America.
https://www.facebook.com/WALKA-16759391186/

兵庫、岐阜

東京

九州

Hyogo & Gifu

Tokyo

Kyushu

ボールド山田
Bald Yamada

ボギヨギ・アーナンダ・イクスプレス
BhogiYogi Ananda Express

どこから見ても本物の謎の銅像。
普段は浅草や上野など東京を拠
点にスタチューパフォーマーとし
て活躍中であるが全国各地に降
臨！ 謎の銅像がどんなパフォー
マンスを繰り広げるか乞うご期
待！ テーマパークカウントダウン
ショー、大道芸ワールドカップ・
イン・静岡、ディズニーアンバサ
ダーホテル・ランチショー等に
出演。今回芸術祭初出演となる
彼のパフォーマンスをお見逃し
なく。元町公園で謎めいた銅像
がどんな動きを繰り広げるか乞
うご期待。

2014 年に結成された、言霊と音
霊と舞いのユニット。北インド古
典ドゥルパド声楽家の Shree、日
本で唯一の北インドのサトヴィ
ク・ヴィーナー 演 奏 家 の 松 久
ひろゆき、旅の笛 吹きののり・
ヴェーヌーゴーパール、そして舞
の吟遊詩人のたいち利枝。それ
ぞれに力量も味もあるメンバー
による、祈りの言 霊、古 代ソル
フェジオ周波数の倍音宇宙、イ
ンド音楽をベースにした自由な
音楽、言霊音霊綾なす時空間に
たち顕われる即興の舞。

幼少より多くの芸術に触れて育
ち、小学時代から声優として国
内、海外の映画・アニメに出演。
後にジャグリングと出会い持ち
前の表現力を活かした独自のパ
フォーマンスで 2005 年ジャグリ
ング世界大会ジュニア部門で金
メダルを獲得。高校卒業と同時
にマッスルミュージカルの正式メ
ンバーとして北海道から沖縄ま
で数々の舞台に出演。現在はソ
ロパフォーマーとして全国各地
でハイテンションなショーを展開
中！

This unit of dance and spirits and
word and sound formed in 2014,
bringing together four members:
Dhrupad (North-Indian classical
singing) musician, Shree; the only
Japanese performer of North-Indian sattvic veena, Hiroyuki Matsuhisa; travel-piper Nori Venugopal;
and dancing minstrel Rie Tahiti.
Their free-style performances are
improvised based on each member’s unique skills, incorporating
elements of Indian music, ancient
solfeggio frequencies, and prayer.
Enjoy their performances that
emerge in the space formed by the
spirits of word and sound.

Bonbangoo has been performing
since childhood, and has appeared
in movies and in films in Japan and
overseas. In 2005, he won the gold
medal in the junior section of the
world juggling championships for
his original performances and his
expressive power. On graduating
from high school, he became an official member of Japan’s long-running “Muscle Musical”. Bonbangoo travelled from Hokkaido to
Okinawa with the Muscle Man
troupe, and now puts all his experience to good use as he takes his
exciting show across the country as
a solo performer. He has become a
WMDF regular since 005.

From whatever angle you look,
what you appear to see is a genuine, and mysterious, statue.
Bald Yamada usually plies his
performances in Tokyo, mainly in
Asakusa and Ueno, but he sometimes also travels around Japan.
He has performed at events such as
countdown parties at theme parks,
the Street Performers World Cup
in Shizuoka, and lunch-shows at
the Disney Ambassador Hotel. We
welcome him on his WMDF debut
this year: make sure to check out
what mysterious moves this statue
will bring to Motomachi Park.
http://stilts.jp/baldyamada.html

http://norishree.com/BhogiYogi_Ananda_
Express/BYAE.html

ボンバングー
Bonbangoo

http://www.bonbangoo.com

東京

名古屋

札幌

チャッピー
Chappy

コロナセッションズ
Corona Sessions

ガナ
Gonna

ピエロのぐっち
“Gucci” the Pierrot

日本全国、世界どこでも行きま
す！ 笑顔を届ける活動をしてい
ます。笑い力、についての講演
会も大好評です。2010 年、パッ
チ・アダムスが参加した「ワール
ド・クラウン・フェスティバル・
イン・ジャパン」でオープニング
を行う。2011 年、NPO 法人日本
ホスピタル・クラウン協会の認
定クラウンを取得。ウクライナや
ベラルーシで病院訪問を行う。
2011 年 にニューヨーク、2014
年にシカゴで行われたワールド・
クラウン・アソシエーションに参
加。2014 年、一般社団法人日本
ほめる達人協会「ほめ達！」検定
の 1 級を取得。各地の夏祭りや
敬老会などを積極的に訪問。地
元のテレビ番組などにも出演。

メキシカンルーツのナイスな 7
人組。とにかく明るく騒げる音楽
をモットーに、アコースティック
楽器のみを用いて活動中。これ
までにオリジナルアルバム 4 枚、
ライブアルバム 1 枚を発表。全
国各地のライブイベント、フェス
にも多数参加しており、各会場を
大いに盛り上げている。芸術祭
には昨年も参加。
「こんなに楽し
いイベントは滅多にない！」と今
年の参加を心待ちにしていたた
め、現在メンバーが興奮してい
る状態。

2003 年結成。名古屋にある工
場街のスタジオを拠点に、全国
で演奏活動を展開。和太鼓とア
フリカ生まれ中南米育ちのマリ
ンバをメインに、サンバ からク
ラシック、時にはアニメや演歌
まで、ジャン ル を 越 えて「ガナ
色」で演奏する。千席を越える
大ホールでのコンサートから、カ
フェや寺院など小スペースでの
ライブまで、楽器構成と演出で
シチュエーションに応じた演奏
を展開する。音圧を生かした和
太鼓の曲、グルービーなリズム
のオリジナル曲、クラシック系譜
の現代作曲家の作品までレパー
トリーを持ち、幅広い音楽ファン
の注目を集めている。多様な打
楽器群が響きあうサウンド、確か
なテクニックから紡ぎだされるア
ンサンブルは、他の打楽器集団
の追随を許さない。

ちびっこに人気の、元気で陽気
なコミカルピエロ。言葉を話さず
に、笛や身振り、マイムでお客
様とコミカルにコミュニケーショ
ンを繰り広げるスタイル。2000
年よりピエロ活動スタート。北海
道全域と青森県において、年間
約 150 のイベントに出演し、ス
テージショーや回遊パフォーマ
ンスを行う。中でも、回 遊 形 式
の、お客様を巻き込んだ即興的
なバルーンコメディパフォーマン
スを最も得意としている。レパー
トリー は 500 近くあり、そ のう
ち 9 割がオリジナルの作品であ
る。昨年の芸術祭では、エリアの
名前にちなんだ A からE の文字
をバルーンで作り、元町公園を
飾った。

Appearing at last year’s WMDF
as part of the trio “Africlown”,
this time Chappy is back for a
solo reprise. He goes anywhere
in the world to deliver smiles. In
2010, he was part of the opening
of the “World Clown Festival in
Japan” that featured Patch Adams.
In 2011, he received a license
from the nonprofit organization
“Japanese Hospital Clowns”, and
visited hospitals in the Ukraine and
Belarus. He also participated in the
“World Clown Association” events
held in New York in 2011 and in
Chicago in 2014. He often appears
on TV, and works at festivals and
places such as nursing homes in
many towns.

Tokyo

This cool septet has Mexican roots
and is focussed on acoustic instruments such as acoustic guitar, banjo, wood bass, percussion, piano,
and sax. Their motto is to always
play in a cheerful and lively way.
Corona Sessions have released
four studio albums and a live album. They have a reputation for
getting the crowd going, especially
at outdoor events, and they have
performed at many festivals around
Japan. WMDF welcomes them
back by popular demand from their
hit debut last year.
http://www.coronasessions.com

Nagoya

Started in 2003, GONNA take
Japanese drumming “Wadaiko”
around Japan from their studio
based in Nagoya’s industrial heartland. Their unique world style
combines the Japanese drums with
African marimba. Their performances attempt to move beyond
constraints, and they have staged
events ranging from two-hour
concerts in thousand-seater concert
halls to small live performances
at cafes and temples. GONNA’s
music resists categorisation into
one genre, and they have a wide
repertoire that spans traditional
Wadaiko pieces, sophisticated
original pieces, and contemporary
classical pieces. They believe that
music has the power to enrich lives
and to touch people’s hearts.
http://www.gonna.org

Sapporo

Very popular with kids, Gucci is a
comical, cheerful clown. Without
spoken words, his style unfolds in
a whimsical communication with
audience members including gestures, mime and sound effects such
as whistles. Starting in 2000, he
has performed at over 150 events a
year around Hokkaido and Aomori,
giving stage shows and roving
performances. Debuting at WMDF
three years ago, we are really happy to ask him back! He is especially good at improvised performances that please impromptu crowds.
He can make close to 500 different
balloon sculptures, of which over
90% are original. Last year he even
made balloon letters “A”, “B”, “C”,
“D”, and “E” to mark each stage
area of Motomachi Park.
http://tinyurl.com/norzghl
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東京

東京

函館

Tokyo

Tokyo

Hakodate

ギターパンダ
Guitar Panda

パンダのきぐるみに身を包み、
ギターを演奏、歌をうたう。日々、
ひとり、パンダとギターをかかえ
ロックンロールを演奏する旅に
出ています。
Dressed in a giant Panda costume,
this artist plays the guitar and
sings. Usually found alone and
on a journey out and about to find
places to play some rock and roll.
With several albums already released, we think Guitar Panda is a
phenomenon that you won’t want
to miss!
http://guitarpanda.net

ハッチハッチェルオーケストラ
Hatch Hatchell Orchestra

ここはナポリか熱海かビアガーデ
ンか？「デタラメインチキ紳士」
でおなじみのハッチハッチェル
が、ポンコツ仲間たちと作り上げ
る極楽ワールド楽団。ほろ苦くも
美しい、クダラナくも素晴らしい
人生に讃歌を！ コケッコッコー！
息を抜くぜ！ これぞ天国の大衆
音楽 !!
Is this Naples? Atami? A beer-garden? Hatch Hatchell, aka “Ridiculous-tricky gentleman”, brings his
heaven-like orchestra to WMDF
with his cadre of followers. They
bring an anthem to this, sometimes bitter sometimes beautiful,
nonsense but awesome world! Get
ready! Take a deep breath! Here
comes Heaven’s pop music!
http://officebarbecue.jp

東京

長野

Tokyo

Nagano

ひのき屋
Hinoki-ya

こまのたけちゃん
Japanese Spintop Performer “Takechan”

1998 年に函館で結成。お祭り的
な舞台演出で、大人と子どものこ
ころををわしづかみにするバン
ド。これまで国内外のさまざまな
フェスティバルで演奏。横笛の
息づかいや太鼓の振動、そして
ギターと鍵盤ハーモニカのメロ
ディーが融合する、情緒的・躍
動的な音楽が特徴です。ライブ
ステージで強さを発揮するバン
ドとして実績を重ねています。最
新アルバムは『コーヒー豆とこい
のぼり』
、監修本に『プラタナス
の樹』
（原子禅著、中西出版）い
ずれも好評発売中。

東京都在住。独楽（こま）
、けん
玉などさまざまな伝承遊びを組
み込んだパフォーマンス作品。
国内外で年間 200 ステージをこ
なす。子どもたちが集まる場所
を中心に演技を披露。子どもた
ちに「生きる力」を提供できる作
品作りを目指し活動中。TV 出演
は、NHK『熱 中 時 間・ 忙 中“趣
味”あり』
、同『花燃ゆ』
、同『鼠、
江戸を疾る 2』
、日本テレビ『ダ
ウンタウンのガキの使いやあら
へんで !!』
、同『行列のできる法
律相談所』
、同『世界の果てまで
イッテ Q！』
、テレビ朝日『仮面ラ
イダー電王』
、NHK E テレ『シャ
キーン！』など。

Hinoki-ya, formed in Hakodate
1998, specialise in Japanese music
with a world influence. Their performances feature Shinobue flute,
Taiko, guitar, and percussion. Hinoki-ya have participated at several
international festivals, energising
audiences with their rhythm and
energy. They put their festival experience to good use in producing
WMDF! Their most recent album
is “Coffee beans and Koinobori”
and they also recently oversaw the
production of a book: “Platanus no
Ki”.
www.hinokiya.com

Your chance to see traditional Japanese toys like “koma” (spinning
tops) and “kendama” (cup and
ball) used like few others could imagine. Takechan performs nationally and internationally, especially
at events where lots of children
gather. His ambition with his work
is giving children “the power to
live”. He has appeared in many
TV shows, including “Nettyu-Jikan”, “Hana Moyu” and “Nezumi
Edo wo Hashiru”, “Downtown no
Gaki no Tsukai ya Arahende!!”,
“Kamen-Rider Den-O”, “Gyoretsu no Dekiru Horitsu Sodanjo”,
“Sekai no Hatemade Itte-Q”, and
E-Tele’s “Shakiin”.
http://komanotakechan.wiki.fc2.
com/wiki/

仙台

苫小牧

Sendai

Tomakomai

健山
Kenzan

コッケイジャパン
Kokkei Japan

関東から中国地方の一部で話題
の跳んで ! 乗って !! 踊る !!? 皆の
ハートをキャッチ・アンド・リリー
ス、自分の心身ゴリゴリ削る超自
遊系終末アイドル【終末キモイン
ken ☆ zan】の終末ライブがつい
に函館上陸！ 凄い！ 可愛い！ 感
動！ に飽きてきた方は是非ご来
場ください！ 当ライブは、離席退
席自由です（笑）
。

2004 年、ベーシスト皆 川 峻 哉
とトランペッター菊地貴文は出
会った。2011 年 の 東日本 大 震
災をきっかけに、皆川を中心に
活 動してい た 仙 台 組と菊 地 を
中心に活動していた東京組が、
2012 年 に なり合 流。2016 年、
結 成 から5 年を迎え、5 周 年 記
念 CD アルバム『セレブレーショ
ン！』をリリース。5 月から全国ツ
アーも始まり、函館の地へ初上
陸！ 大勢の管楽器部隊に加え、
パワフルなリズムセクション、必
見です！ご期待ください！

He jumps! He rides! He dances!
Working mainly in the Kanto and
Chubu regions, this is the first time
Kenzan’s energetic performances
have come to Hakodate. Combining acrobatics with a comedic
touch, he brings both smiles and
excitement. His main theme is to
derive power from the support of
his audience, so please feel free to
shout a few “Ganbare!”
http://www.h2.dion.ne.jp/~tyarenzi/

After a first meeting in 2004 between bassist Toshiya Minagawa
and trumpeter Toshihumi Kikuchi,
it was in the aftermath of the 2011
Tohoku earthquake that their two
bands, Minagawa’s Tokyo-based
group and Kikuchi’s Sendai-based
group merged. From this May,
they began a national-tour and
will come to Hakodate for their
first time. They have a big, big
wind-instrument sound, and we
think you will enjoy their powerful
rhythm. In 2016, they released a
CD “Celebration” to mark their
5th anniversary since their union:
we are looking forward to partying
together.
http://kokkeijapan.sakura.ne.jp

岐阜

駒澤大学附属苫小牧高等学校吹奏楽局
Komazawa Tomakomai Symphony and Marching Band

くす田くす博
Kusuda Kusuhiro

駒澤大学附属苫小牧高等学校吹
奏楽局は、
「素直さ・謙虚さ・向
上心」を部訓とし、人間形成と社
会貢献を軸に活動しています。2
月に行われる年間の活動の集大
成・定期演奏会では、苫小牧地
区の高校で唯一 1 日 2 公演を行
い、2 回とも満員のお客様にご来
場いただいています。社会に出
た時に恥ずかしくないよう、学力
や礼儀作法などもしっかり身に
つけて卒業します。活動は辛く、
厳しい場面も多いですが、
「何の
ための活動か」ということを常に
考えながら行動し、日々頑張って
います。

今年もお邪魔いたします。全国
でも珍しい、科学を使った大道
芸。トークもがんがんいかせても
らいます。笑って、感心して、ド
キドキして。めったに会えない皆
さんだから、心からよろこんでも
らいたい！ 46 歳、大学進学を控
えた双子のおやじが、大道芸一
本で家庭を支える。ウソじゃな
いですよ。本当ですよ。
「くす田
くす博のサイエンスアクロバット
ショーは、かなり面白い。
」そう
本人が言っています。

This band is composed of high
school students from Komazawa
Tomakomai in Hokkaido. They
have performed to full houses at
events all over Japan. The band’s
philosophies are being pure at
heart, humble and ambitious. With
over 80 performers, this will be
one of the biggest single groups
ever at WMDF. Through their
tough practice regime, they aim
for both growth of body and mind
and also to enjoy every moment of
their actual performances. With us
for just the opening day on Aug 5,
join us to kick off this year’s event
with a one-off spectacular.
http://www.komazawa-uth.ed.jp/
activities/471/

Gifu

Don’t be fooled by his appearance.
What seems to be a stereotypical
Japanese salary man, complete
with silver-rimmed glasses and
double-breasted suit, is actually
a one-man explosion of the best
party tricks you are likely to see.
His performances are a rare blend
of science and entertainment, plus
a large dose of amusing patter.
The changes in Japanese society
have been hard on salary men,
so although the world may have
appeared to move on, please heed
his call for a little love for those
stalwart office workers, especially
in this time of recession.
http://blogs.yahoo.co.jp/kusudakusuhiro1970
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東京

大阪

函館

Tokyo

Osaka

Hakodate

バルーンパフォーマー★ミハル★
Balloon Performer ★ MIHARU ★

みにまむす
Minimamus

全ての方に「笑顔の魔法」を。保
ヒデオ（バンジョー）
、マルムシ
育士経験、役者経験を生かした、 （バイオリン）
、リョウ（トランペッ
表現豊かなパフォーマンスを得
ト）
、グッチ（おしゃべりガラクタ
意としている。
「バルーン界の歌
パーカッション）からなるいつで
姫」とも呼ばれ、童謡や歌謡曲
もどこでも誰とでも、老若男女お
を歌いながら作品を制作してい
構いなしに賑やかす愉快な 4 人
くバルーンパフォーマンスは、各
組。昨年は初めてはこだて国際
地で好 評を得ている。2013 年
民俗芸術祭に参加。芸術祭を堪
には「QBAC（クオラテックス・バ
能し函館の街で 1 日 5 食を遂行。
ルーン・アート・コンベンション）
」 函館の全てを遊び尽くしたと思
において、バルーンパフォーマ
われたが、帰宅してみると函館
ンスコンテストで 優 勝。
「JBAN
山からの夜景や五稜郭、やきと
（ ジ ャ パ ン・ バ ル ー ン・ ア ー
り弁当などまだまだ体験してい
ティスツ・ネットワーク）コンベ
ないことが、函館にあることが判
ンション 」にお いて、2013 年、 明。こうしちゃおれん！ とばかり
2014 年、2015 年とラージスカ
に、今年もはこだて国際民俗芸
ラプチャー部門にてチーム優勝。 術祭に再上陸するので、皆さん
チームメンバーとして 3 連覇の
よろしくネ！
快挙を成し遂げた。現在、最も
This group of four jolly guys will
注目を集めている女性バルーン
make anyone laugh and have fun
パフォーマーの一人である。
regardless of age or background.
This singing balloon-performer
The members are Hideo (fourbrings “the magic of the smile” to
stringed banjo), Marumushi (viall generations. She draws inspiraolin), Ryo (pocket trumpet) and
tion for her expressive performancGucci (junk percussion). Last
es from experiences as a nursery
year’s WMDF was their first, but
school teacher and as an actress.
despite eating five meals a day in
Her combination of balloon art
Hakodate, they still have a long
with folk songs has led to her also
wishlist of things to do here, inbeing called the “singing diva of
cluding eating yakitori bento and
the balloon world”. As well as
also tourism, such as seeing the
her performances, she is famous
view from Mt. Hakodate and visitfor original balloon art creations.
ing Goryokaku. Artists get to ride
She was crowned champion of the
the boats in Goryokaku moat for
“cute balloon art” event “QBAC”
free this year (thanks Noda boat!)
in 2013, and at the “JBAN convenso we think they will have a great
tion” her team won the championtime.
ship in the large-sculpture division
http://www.minimamus.com
for three years in a row from 2013
to 2015. Both as a team member
and as a solo performer, she is one
of the most talked about female
balloon artists in Japan.
http://balloon-miharu.com

東京

横浜

京都

東京

札幌

Tokyo

Yokohama

Kyoto

Tokyo

Sapporo

水口 議
Mizuguchi Hakaru

タカパーチ
Takapartch

水口議は、1981 年開催の『コン
テンポラリー・グラス〜オースト
ラリア、カナダ、アメリカ、そして
日本』と呼ばれた、日本初となる
ガラス細工をテーマにした展示
会に選ばれた 1 人です。1983 年
に、
「ザ・グラススタジオイン函
館」を設立、元町周辺のベイエリ
アや赤レンガ倉庫群での一連の
観光体験に不可欠な場所となっ
ています。今回の芸術祭では、
約 60 個のガラス作品を制作提
供。芸術祭スタッフとの共同企
画により、光とのコラボレーショ
ンで元町会場内の木を華やかに
装飾します。

トランペット、ピアノ、ギターそ
の他を演奏する音楽家。大道芸
から舞台公演、ライブハウス、イ
ベント、町内のお祭りなど幅広く
活動している。作曲家でもあり他
のジャンル（パントマイム、人形
劇、演劇、舞踏）などの公演に
作品を提供している。ステージ
でのコラボレーションも豊富でそ
の場に応じた即興演奏には定評
がある。1990 年から始めた人間
ジュークボックスは子ども達に人
気があり、全国のイベントに出演
している。

In 1970s Japan, skyscrapers started
emerging in Shinjuku and working in glass caught the interest
of a modernising nation. Hakaru
Mizuguchi was one of the artists
selected in 1981 for one of Japan’s
first glasswork exhibitions, called
“Contemporary Glass – Australia, Canada, U.S.A. & Japan”. In
1983, he went on to found “The
Glass Studio in Hakodate”, which
has become an integral part of the
tourist experience among the redbrick warehouses by the bay in
Motomachi. He specialises in freeblown glassworks that express a
personal warmth not achievable
with machines. His decorations of
the WMDF Tree have become a
regular WMDF feature since 005.
More worlds that meet.
http://www.e-tobeyaki.jp/gs_hakodate/

Takapartch is a musician and composer who plays many instruments
including the trumpet, the piano,
and the guitar. He has a long and
diverse history, including street
performing, live-house and stage
events and festivals. Using his skill
as a composer, he also produces
works of pantomime, puppetry,
drama, and dance. He is always
keen to work with others and we
have seen many of his improvisatory collaborations at WMDF. It was
in 1990 that he started his “Human
Juke Box”. Keep an eye out for an
unusual installation in Motomachi
Park. Insert a coin and make your
choice from the huge list of possible songs including soundtracks,
folk songs, classical pieces, jazz
and also Takapartch originals. Each
show is different, but one constant
that you can always expect is humour.
http://tinyurl.com/la3d5dv

てまわしオルガンキノ
Temawashi Organ Kino

ザッハトルテ
Zahatorte

手回しオルガンは、函館の音と
京都から発信する、新しくも懐か
してもよく知られる教会のパイプ
しいインストゥルメンタル（唄の
オルガンと同じように、幾つもの
ない）
・バンド。アコーディオン、
笛からなるオルガンです。ハンド
チェロ、ギターという、世界的に
ルをクルクル回すと、ブナの木と
も珍しい絶妙な組み合わせから、
ヒバの木のやさしい音色がポッ
ミュゼット、アイリッシュ、ジプ
ポッ。音楽とともに、時には紙芝
シースウィング、ボサノヴァ、ロッ
居のお話が始まったり、コビトが
ク、クラシック等々、広くヨーロッ
踊りだしたりと、楽しいカラクリ
パの古き良き大衆音楽の雰囲気
もいろいろ。てまわしオルガンキ
を取り入れた、彩り豊かなオリジ
ノは、函館生まれのオルガンで、 ナル曲を演奏している。2004 年
2012 年ハコダテ・トリエンナー
フランスのアコーディオンフェス
レで初披露。2014 年二子玉川
ティバル『ル・グラン・スフレ』
ビエンナーレなどのアートシー
に招聘。
『サマーソニック2008』
、
ン、2015 年 はこだて国 際 民 俗 『 エ ーピー バンクフェス』等 の
芸術祭などの音楽シーン、2013
ロックフェスティバルに出演。松
年仙川人形演劇祭など人形演劇
任谷正隆プロデュース『ザ・料
シーン、2014 年ヨコハマ大道芸
理ショー』の音楽、アフラックの
などの大道芸シーンと、様々な
テレビ CM で「アヒルのワルツ」
分野で音と物語を奏で、風景を 「持病の歌」のインストバージョ
つくっています。
ン、NHK E テレ『 お か あさんと
いっしょ』のヒット曲「ドコノコノ
キノコ」の作編曲・演奏。同番組
Street organs are a traditional inクリスマススペシャルに出演する
strument of Europe that have their
history in the eighteenth century
など、各方面で精力的に活動し
as tiny hand-cranked table organs
ている。
designed to teach song birds to
sing melodies. The street organ
This acoustic trio was formed in
coming to WMDF has a unique
2002 in Kyoto by Toharu Tomaru
extra feature: it can also tell stories
(accordion), Uekko (guitar) and
by displaying pictures. It was made
Yosuke (cello). Their more than
recently by Motoki Tanime, a Japa100 live yearly performances innese craftsman living in Hakodate.
corporate visual tricks and much
It is worth witnessing this unusual
humour, and have something for
spectacle, which also incorprates
all genres of music-lover and all
elements of mime and balloon
ages. They are veterans of WMDF
play.
005 and 007, and we are extremely
pleased to welcome them back.
http://www.temawashi.org
http://www.zahatorte.com

ザーキー岡
Zarkey Oka

2012 年、
『TUBE 被 災 地 復 興 応
援ライブ』ツアーでバルーン配り
をしたのをきっかけにバルーン
に目覚める。その後たったの 1
年で東京都公認パフォーマーに。
さらに 1 年後に大道芸ワールド
カップに出場する。半裸（ターザ
ン）で動物作品しか作らない。そ
して動物の生態や豆知識をレク
チャーするという奇妙なパフォー
マンスで、年齢問わず多くの人
を笑いと失笑の渦に巻き込んで
いく…。
In 2012, while working as part of
the disaster relief tour organised
by the well-known group TUBE,
Zarkey realised that balloons were
his vocation. After that, he gained
a performance license in Tokyo in
just a year, and performed at the
Street Performers World Cup in
Shizuoka. His theme is always animals, and his unusual style, from
his half-naked Tarzan-like attire
to his teaching about biology and
animal-related special knowledge,
transports anyone into his funny
and hilarious world.
https://www.facebook.com/satoshi.lost

みづほ×マサート
Mizuho*Masart

鼓動、脈動、声、音、言葉…。無
償で与えられているそれらの「音
源」に耳を澄まし、音楽の真新
しい可能性を奏でる、
「アース・
ミュージック」ユニット。6 大陸
60 カ国を 6 年旅した歌うコピー
ライター・はらみづほの歌声と
言霊、ニューヨークの多彩な民
族音楽に育まれたグルーヴクリ
ま さ と
エイター・木村優 斗のドラムス
＆パーカッション。その場に訪れ
る風、音、気配、集う人々の息、
声、リズム…を響き合わせ、みん
なでつくる
「一期一会の音楽」を、
ともに味わい、楽しみましょう！
This unit plays “Earth Music”
using elemental and common instruments available to all, such as
the human voice, percussion tools
(including the body), and even the
sounds of silence. Mizuho sings
with the energy of the words and
the vibrations of places she encountered while travelling through
60 countries on 6 continents over
6 years. When combined with the
ethnic and global rhythms that
Masart brings from his 16 years’ of
New York City experience playing
world music with countless musicians from across the globe, what
results is a genuine “Big Here” experience of the music of the whole
Earth.
http://www.milmil.cc/user/tabibito/

エリア紹介

A Week Full of Stars

元町公園

Motomachi Park

アトラスエリア

ギリシャ神話に登場する神

ブンダエリア
アラビア語で「最高の幸運」

元町公園会場を象徴する芸術祭最大のアトラ
スステージ。初回の芸術祭（2008）はここから
出発しました。背後にかがやく素晴らしい眺め、
函館ベイエリアの歴史をご覧ください。
This stage in the Atlas area was the
starting point of WMDF as an international event. We wanted to showcase the
amazing backdrop of the vista and the
history of the Hakodate Bay Area. The
seating area in front of the stage was
designed specifically for concerts by
designer Kenichi Kimura. We are proud
to bring life to this plan. WMDF embodies its “Big Here” theme by naming our
stages after stars. This flagship main
stage is the Atlas Stage, which signifies
the Greek legend of “supporting the
world” and the concept of “enduring”.

ブンダステージは第００３回芸術祭（2010）から
登場。客席スペースはとても開放的で、思わず
踊りたくなるような雰囲気が特徴です。ステージ
前で行われる大道芸など、ファンと出演者が互
いに刺激しあうような空気を醸し出しています。
In contrast to the Atlas Stage, the audience space in the Bunda area is open
and encourages people to dance, dance,
dance. This was the second stage area
developed by WMDF, and provides a
contrasting atmosphere for fans and
performers. Both appreciate the different feel of the stage, which is also often
used by roving performers such as jugglers and clowns. The naming “Bunda”
comes from the Arabic signifying one of
the three “luck of luck” stars.

チャラエリア

ギリシャ語で「喜び」

ベビーテントあります
元町公園会場内に、授乳やオムツ替えなど
に使える「ベビーテント」を1か所用意しまし
た。譲りあってご利用ください。

Baby Tent

It is our pleasure to accommodate
mothers (and fathers) of young children with this tent. There are separate
nappy changing and breastfeeding
sections, with mats.

第００７回芸術祭（2014）から登場。チャラス
テージは小規模かつアットホームなステージを
目指しています。大道芸のほか、芸術祭で知り
合ったアーティスト同士が急遽ここで演奏する
といった使い方を想定しています。
This “at-home” stage is the result of requests from groups and from local performers. Often, large groups that perform
on the WMDF main or second stage ask
us if there are chances for their members
to perform solo, or as smaller groups of
just a few people. Until now, the answer
was “no”, but the Chara stage changes
this. It is flexibly-programmed, so come
on the day to find out who is appearing.
Local performers also welcome! “Chara”
is named not after the Japanese singer,
but after the celestial star, which is Greek
for “joy”. We hope this stage will please
many people.
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元町公園

Motomachi Park

デネブエリア

４つ目のエリアとして第００４回芸術祭（2011）
で誕生。会場装飾やベンチ、樽のテーブルなど
を配置。芸術祭通のエリアと噂されていて、函
館の魅力的な夜景と会場の全体像を俯瞰でき
ます。

夏の第三角をなす３つの星のうちのひとつ

Climbing high above the main Atlas
Stage to enjoy the full backdrop of Hakodate’s bay and mountains has long been
a favourite tactic for WMDF regulars.
We added decorations, benches, barrel
tables and MoguFes booths. The name
“Deneb” is from the Arabic for “tail” or
“follower”.

わくわくフェスティバル
わくわくフェスティバルは、子どもと子どもの心をもった
大人たちが、身体を思いっきり動かすイベントです。
北海道教育大学函館校の総合型地域スポーツクラ
ブ・SPORTS 北海道の協力のもと、ペリー広場で
行われます。

わくわくフェス
ティバルの受付

公会堂前

Waku Waku Festival
Reception

Koukaido Old Public Hall Entrance

ユードラエリア

Every
Hour

ギリシャ語で「気前のよさ、寛大さ」

（仏語改
『ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン』
定第３版）で２つ星の評価を受けたユニークな歴
史的建造物、旧函館区公会堂の前で行われ
るユードラステージ。第００５回芸術祭（2012）
から開催。建物の前の小さな平場、観客のす
ぐ目の前で、うす暗い照明のもと公演や大道芸
が行われます。

This stage features the unique backdrop
of the “Koukaido” historic building that
was recently awarded double stars by
the Michelin Green Guide Japan. There is
no actual physical stage, so the performers use an intimate space in front of the
building, close to the audience. The site
is darker than usual, and the lit backdrop
gives a unique experience for all. The
star name for this stage is “Eudora”, from
the Greek for “generosity”, our hope.

Events List
August
８月

荒天の場合イベントは中止いたします（順延なし）
Adverse weather may cause cancellations

■Pass Required パス必要

■No Pass Required パス不要

Koukaido

Motomachi Park

Atlas, Bunda and Chara Stages
Mogu Mogu Festival

元町公園

アトラス・ブンダ・チャラステージ
もぐもぐフェスティバル

Fri 5［金］
Sat 6［土］
Sun 7［日］
Mon 8［月］

Tue 9［火］
Wed 10［水］
Thu 11［木］

Open

16:00

Close
21:30

14:00

Old Public Hall
Entrance
Eudora Stage

公会堂前

ユードラステージ

19:30 以降

（日によって異なります）

16:00

Outreach

ペリー広場 市内近郊

わくわくフェス
ティバル

アウトリーチ
イベント

14:00
We support other events across the
town with artist performances. We
also visit schools & Old People’s
Homes. Interested? Details are
online.
芸術祭では、函館における他のイベントと
協力しています。また、期間中は教育・福
祉施設等において巡回公演を行います。

21:30
21:30

Waku Waku
Festival

Around
Town

18:00

21:30

14:00

Perry
Hiroba

21:30

公式ツイートは https://twitter.com/wmdforg ハッシュタグ #wmdf

チームワーク・チャレンジ
Teamwork Challenge

参加者全員でSPORTS北海道の定番
ゲームに挑戦! ひとりではできないことも、
み
んなで力を合わせれば乗り越えられるはず！
Working together with others is our
biggest challenge.
①
②
③
④

14:00～
15:00～
16:00～
17:00～

Welcome to the Waku Waku Festival. We have
teamed with Sports Hokkaido to bring you a
“Worlds Meet” experience of physical activities.
Walking on Japanese bamboo stilts is not just for
the young, but also for the young-at-heart! We have
christened this area “Flare”.

まずはわくわくフェスティバルの受付に The genki students from Sports
立ち寄って、
それぞれのあそび場につ Hokkaido will welcome you with
a smile and give you information.
いて理解を深めましょう。

Drop- むかしあそびひろば
Old Time Entertainment
In 昔なつかしい日本のあそびにタイムスリッ
プしてみよう。竹馬、
けん玉、
めんこ、風車
やぶんぶんごまなど盛りだくさん！自分で
作ったものはプレゼント！
One theme of WMDF is “Long
Now”. Experience old Japan with
these traditions, such as Japanese
“origami” paper folding.

Drop- スポーツカントリー
Sports Country
In ストラックアウト、ドッチビーにバランス

写真はイメージです。実際の活動内容と異なる場合があります。

ボールボウリングなどいろいろな道具を
使ったゲームに挑戦してみよう。君はい
くつできるかな？
You can try many activities,
including dodge beachball,
balance ball, skipping, and hula
hooping. Depending on numbers,
there may also be a chance to try
some sports-based games.

ペリー広場
Perry Hiroba

フレアエリア
短い間に強い光を放つ現象

第 007 回芸術祭（2014）から新設されたフレア
エリアはペリー広場にあります。子どもと子ども
の心をもった大人たちが思いっきり身体を動か
せるイベント「わくわくフェスティバル」の会場。
あなた自身がこのエリアで強く光り輝いて、エネ
ルギーを発散してください。
There is a type of “flare” star that vary
their brightness, shining more noticeably
for several minutes (our nearest neighbour, Proxima Centauri, is a flare star).
This area is home to workshops, roving
performances and to the physical activity Waku Waku Festival. Why not try your
own “flare”, and shine for a few minutes
here?

フレアエリアでは、芸術祭アーティストによる
公演や体験があります。
• 会場を飾るトゥーザリの旗があります
• くす田くす博の大道芸
• ザーキー岡の大道芸
• ボンバングーの「ジャグリングに挑戦」
• ヘルマン・ヘッセ・バンド・カルフの演奏
WMDF artists in Flare area.
• Flags by Toozalii Community artists
• Performance by Kusuda Kusuhiro
• Performance by Zarky Oka
• Bonbangoo’s workshop
• Hermann Hesse Band Calw
Meet yet more new worlds in the Flare
area!
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もぐフェス店舗一覧

6

出店

静岡

Shizuoka

MoguFes Shop List

回目
3(007~)

ブラジル料理

HARASHOKU
ハラショク

10

函館

Hakodate

出店

COLD
RUSH
コールドラッシュ

ハ ラ ショ ク

かき氷専門店です！昨年大好評だった新食感のふわふわかき
氷、今年も引き続き販売します！

本場ブラジルの味を劇場型キッチンで出来立てを提供いたし
ます！

2016

シュハスコ

本格ブラジル料理。炭火で豪快に焼き、肉の旨みを活かす、岩塩だけで味つけ。

シカスコ

ふわふわかき氷

コットンキャンディ

スノーアイス

シュハスコドック、リングイッサ生ソーセージ

フラッペ、ロングポテト、カリカリチーズスティック

ふわふわかき氷に多数のトッピングを用意いたしました。

道産のエゾシカの炭火焼のジビエ料理。

フード

アイコンの説明

Food & Drink

雑貨

リラクゼーション・コスメ

Goods

3

函館

Hakodate

Experience

回目
5(005~)

Event Food J Company

全国のイベントで出店中！イベントフードのプロとして今年
も大行列をつくります。

CHARA
Stage

チャラステージ

北海道産の豚を使用した特大スペアリブ！豪快にかぶりついて！

kebab(ケバブ)とは＝焼肉という意味です。串に刺した大きな肉の塊を専用グリル
で焼きながら、削ぎ落とし、野菜と一緒にパンにはさんだものです。

タイ風鶏のからあげ。

トルコアイス

ムーピン、
トムヤムクン、サングリア、ワイン（赤・白）
カクテル（カンパリ・タイのカクテル・カイピリーニャ）

日本ではトルコアイスとして有名なドンドルマ。なんといってもお餅のようになが～くのびること！

岩見沢
Iwamizawa

4

出店

回目
6(004~)

本格インド料理
ボンベイ ブルー

函館

Hakodate

BOMBAY BLUE

ロゴ

しゃりパティシエ

Bar 木下酒店

全国のイベント・お祭り等に出店

大翔

Shari Patissier

全国のイベン
・お祭り等に出店
函館市梁川町ト
21-15

8

出店

回目
2(008~)

おつまみアレコレ！

ヤンニョムチキン

キーマカレーいなり

プルコギ串

寿司アラカルト、アラカルト・ボックス、帆立のおこげ、
助六寿司、手巻き寿司、地酒各種、焼酎ボトルキープ

サムギョプサル、
マッコリサイダー

酢飯とキーマカレーの絶妙なハーモニーは新しい美味しさ！

0138-59-5437

http://hakodate-kouzushi.com/

会場内にはドリンクを販売する主催者運営
のBARがあります！

アトラスエリア ～ ソフトドリンク・国産ビールなど
ブンダエリア ～ ソフトドリンク・国産ビール・

数量限定!!売切御免!!世界のビールなど

グルカ

カルビを秘伝だれに漬け込んだ絶品プルコギ串。

絶対

市民スポンサーパス
￥3,000

会場内の
主催者運営の
BARやSHOPで
割引などの
特典が受け
られます！

ハマチャンのタコヤキ
あごだしを使用した風味豊かな本格派たこ焼き！北斗市産ト
マトを使用した新ソース「北斗ソース」登場！！今回は「ポンデ
ケージョ」
も新登場！！
ポンデケージョ

9

函館

Hakodate

ポンデケージョをスティック状にして揚げました！さわやかなチーズ
の香りが広がるもちもちパンです！

たこ焼き（北斗ソース）

ネパールやインドで若者に大人気！ひよこ豆や膨らませたお米などにスパ
イスを加えて混ぜた、一度に食感も味もいろいろ楽しめるおつまみ。

・
（ソース）
たこ焼き（ハーブカレーソース）

函館市美原5丁目1-17

！
お得！

出店

回目
2(008~)

ネパールの蒸し餃子、モーモ！皮はモチモチでスパイシーな味付け。
食べたらハマっちゃいます！

全国のイベント・お祭り等に出店

出店

2

0138-46-5222

※008は「ライディーン」として出店

回目
(008~)※

北斗市産トマトを使用した
「北斗ソース」
登場！！パンチの効いたソースにあごだしのたこ焼きが
マッチします！！
市内各地で移動販売車での販売、
道内のイベント・お祭り等に出店

14

大阪
Osaka

初
出店

ビッグディッパー

函館 GALA
ハコダテガーラ

Big Dipper

今、話題のローストビーフ丼！もぐフェス初登場！肉好きも納
得のボリュームとやわらかジューシーで思わず笑顔に！！

函館五稜郭GALAとして満を持して出店。上ノ国ポークを産直で提供。
フルーツポークバーガーは必食です。
上ノ国フルーツポークステーキ
上ノ国（有）
ささなみさんから産地直送のフルーツポークを150gロース肉ステーキ
にして提供。
フルーツポークジューシーサンド
鉄板でバンズとオリジナルソースをかけた自家製ハンバーグを焼き上げ北斗市近郊
でとれたトマト、レタスをはさみ込み、提供。自家製ピクルスをアクセントに。
ポークBOX（フレッシュ野菜ジュース・サラダ・フルーツポークジューシーサンドのセット）、

リンゴ酒シードル樽生、
ノンアルコール自家製レモネード

函館市本町31-36

チーズ魂

全国でチーズ＆ライブイベントを企画

Hamachan’s Takoyaki

チャナチャット

持ってて

函館
Rumoi

ロゴ

道南に４店舗を構える「カレーハウス
グルカ」
！お店ではチーズナンとカレーの組み合わせが大人気
ですが、イベント初出店の今回は特別メニューをお楽しみく
ださい♪
モーモ（ネパール餃子）５個入

カリッと揚げた鶏肉に韓国直送 秘伝だれに絡めた自信アリの商品です。

いらっ
しゃい
ませ〜
！

WMDF BAR

出店

Gurkha

本場韓国の調味料を使い、心を込めて調理
します。本物の味をお試しください。

13

初

カレーハウス

Yamato

お店でも好評のお酒がよくすすむ和と洋の融合したおつまみを、日替わ
り内容でパレット容器で提供します。

函館

Hakodate

創業52年の幸寿司がプロデュースする和と洋の融合で味わえ
るお寿司の美味しさを是非会場で。

函館市湯川町1-27-2

世界のワイン 世界のワインを日替りで提供、道南産ブドウ使用のワイ
ンもお出しします。創業19年目のワインバーの厳選ワインです。
世界のチーズ チーズを塊で持ち歩き日本全国をわたり歩くチーズ界の
寅さん（？！）去年に引き続き大阪より参上！
ヘッドクラウン 毎年人気上昇中のフラワークラウンを、生花、アーティシャルフラ
ワーでお作りします。お祭りなので大人の女
Makie Flower
性達も思わずつけたくなっちゃいますよ！
函館市日吉町3丁目17-25

シュリンプマリネイドに付け込んだ牛肉の大串焼き。

大阪

Makie Flower
：4 回目（006～）

006は「Marche de KUROJIRU」として出店
007は「まきりん」として出店

ご来場のお客様を飾るMakie Flowerのヘッドクラウンは芸
術祭の定番。木下酒店とチーズ魂は世界中のワイン＆チーズ
を厳選！

Stage

チャラステージ

プレート（ライス+ガーリックシュリンプ）、削りいちご、
タピオカジュース

Osaka

出店

※木下酒店

：4 回目（006～）

Makie Flower & Kinoshita Sake-ten & Cheese-Damashii
CHARA

ガーリックビーフ

5

初

www.dish.ne.jp/concord21
Bar KAT'Z

函館市本町2-7

006は「Marche de KUROJIRU」として出店
007は「まきりん」として出店

MakieFlower 木下酒店 チーズ魂

例年お客様に大好評！ガーリックの香りが食欲をそそる、並んでも食べ
たいハワイのエビ料理！

0126-20-2331

0138-56-5331

出店

4

回目
(006~)※

ガーリックシュリンプ

道南産の野菜（ブロッコリー・玉ねぎ・トマト）
とニセコ産のジャガイモを
使用し、25種類のスパイスで調理した本格インドカレー。
ナン（4種類）、サモサ、ラムシシケバブ、タンドリーチキン、ラッシー

函館

函館

Hakodate

毎年大人気のガーリックシュリンプのお店です。昨年、好評だ
ったガーリックビーフも引き続き販売します！お楽しみに！

道産子野菜カレー

Hakodate

12

AKAMARU
アカマル

道産チキンと玉ねぎ、トマトを使用し、インドから取り寄せた25種類の
スパイスで調理した本場のインドカレー。

2

Cocktail & Shot bar 坐忘

函館市梁川町18-20

出店

エゾチキンカレー

岩見沢市緑が丘2丁目29-5

函館市本町シノン館1F

全国のイベント・お祭り等に出店

回目
5(005~)

道産食材をふんだんに使用し、プロのインド人シェフによる
本格インド料理を提供。会場で焼きたてアツアツのナンも一
緒に提供いたします。

Cocktail Bar CONCORD21

ラップケバブ、ケバブ丼、もっちりポテトフライ、チキンセット、ビーフセット、ホッペガワン

全国のイベント・お祭り等に出店

1

自家栽培のキューバ原産のミント（イエルドブエナ）を使用し、本場キュー
バの味を堪能していただきます。
Granita di Cocomelo スイカのフローズン
ノン・アルコール、専用のフローズンマシーンで作るイタリア風のシャーベット・ドリンクです。
ウイスキー各種、カクテル各種、ワイン、ハモンセラ－ノ

ケバブサンド・おつまみケバブ

ガイトート

※Cocktail Bar CONCORD21：9 回目（001～）
Cocktail & Shot bar 坐忘：7 回目（003～）
Bar KAT'Z：4 回目（006～）

出店

9

回目
(001~)※

Cocktail Bar CONCORD21 コンコルド21
Cocktail & Shot Bar 坐忘 Zabou
Bar KAT’Z カッツ
本場キューバの味、リアルキューバンモヒートをはじめとす
る本物の味。野外で愉しむワールドドリンクスの数々をお楽
しみください。
Mojito モヒート

スマイルケバブ☺名前の通り、皆様が美味し
いものを食べて笑顔になれるように、日本とトルコの懸け橋にな
れればと思い活動しております！今年は新メニューも用意し、よ
りトルコの魅力を感じてください！

炭焼きスペアリブ

函館

Hakodate

Smile
Kebab
スマイル ケバブ

J カンパニー

Event Food J Company

11

出店

埼玉

Saitama

イ ベ ン ト フ ー ド

イベントフード J カンパニー

全国のイベント・お祭り等に出店

全国のイベント・お祭り等に出店

7

出店

回目
3(007~)

台湾のミルクかき氷です。

原宿で大人気食感、色つき味つきの綿菓子♪

体験・企画

Relaxation & Cosmetics

※4 回目（005・007～）

4

回目
(005~)※

0138-52-6767

brand-g-ltd.com

おつまみローストビーフ
ローストビーフ丼

伝統的なイギリス料理。肉の旨みをギュット凝縮させたみんな大好きな
一品！絶対オススメ！

奇麗に肉の花が咲いたローストビーフ丼をぜひご賞味ください！

おつまみアメリカンステーキ、ステーキ丼
全国のイベント・お祭り等に出店

18

19
Hakodate

北斗市七重浜2丁目1-30

ポケットバーガー

道南産の美味しい豚肉を使用したパテをこだわりの生地で包み揚げます。
「香り」や「旨み」
が閉じ込められ絶妙なハーモニーを醸し出す一品です。
ポケットあんころモッチーズ、ワイン（赤・白）、焼酎、ハイボール
函館市本町9-8 第2セイコービル5F

Hakodate

Jonny の手羽先

dynamite-cafeplus.jimdo.com

ジェルネイル 世界的に人気メニューのジェルネイルをイベント特別プライスでご提供。HAND、
キッズネイル

夏休み中には、キッズもネイルを楽しむ今、１コインで気軽にお楽しみい
ただけます。お好きなアートもプラスできます。

ボディージュエリー、カラーリング

21

※004は「ナマステ×ジャンボ」として出店

函館

Hakodate

base
CAFE & BAR
ベース

出店

アフリカ産 オーガニック コーヒー
フェアトレード認証ラベルのオーガニックコーヒー豆「ウガンダ・ブギシュAA」を使用。良好な酸
味とコクが特徴の香り高いコーヒーです。

ピアス & イヤリング（ワークショップ）

メープル & バターパン
函館市千代台町17-3
0138-87-0129

夏に大活躍のブレスレットを作ります。子供から大人まで楽しめるワークショップです。

サトウ

函館

Hakodate

Sato

出店

木工作品（藤吉大志）、雑貨販売（curi caro-1）、道南産ドライフラワーや麻ヒモなど自然素材を使った編み込み（LIVICATE）、
羊毛フェルトで作る地球玉サンキャッチャーなどの雑貨販売、
オーガニックエキナセアシロップ（coneru）

Hakodate Mono-Craft Market

・レザークラフトWS（Leather & Bar Ken）
・ジェルネイル（爪屋Nail Cube）
・レザークラフトWS（ローハイド）
（のぞみーる）
（澤谷建設）
・キラキラ似顔絵（いすず制作室）
・グラスリッツェンWS
・ウッドクラフトWS
（
１cord）
（
puresisu）
・パラシュートcordWS
・サンキャッチャーWS
・シルバーアクセサリーWS（muku handmade）
（K & K）
・雑貨（pente）
・タイルクラフトWS
・メヘンディー（simply）
・アート作品（WHITEROSE）
s room）
・パステルアートWS（LUCE）
・コサージュWS（nemu’
・アクセサリー（PETAL）
・ニット小物（yuuyu）
・アート作品（Art & Country）・ボディーペイント（wildrose）・アクセサリーWS（The color of sounds）

28

Sato特製シチュー ～カリカリパンと柔らかパン添え～

植物とのセット売りで、大きさに合わせて作るのでサイズ感も違和感なく仕上がっています。

ミシンを使い、会場でトートバッグ等作製（実演）
函館市柏木町28-23

出店

回目
2(008~)

夢横町

24

公園会
町 8/

567

Sapporo・Yoichi

Only!

出店

回目
7(003~)

highlifeneedlework.wixsite.com/highlife-needle-work
公園会
町 8/

札幌の電車通りで小さな輸入雑貨店をしてい
ます。今回が昨年に引き続き、２回目の出店です。
好評のヒマラヤ岩塩やリメイクジーンズBAG
などを販売します。
ヒマラヤ岩塩ピンクソルト

お風呂に入れると温泉気分でポッカポカ。天然ミネラルたっぷりでリラックス効果バッチリ。

リメイクジーンズBAG

リメイクのジーンズを使ってBAG、リュック、ポーチ等にリメイクしています。

プラスチックバンドのカゴBAG、ネパールのムックリ・ムルチュンガ
011-552-1716

yumeyoko.com

足部反射区療法を用いて、反射区刺激で対応する各器官の働きが活性化されたり、ホルモ
ンバランスが整ったり、足の血行だけではなく、全身の血行を促進します。
耳ツボジュエリー、小顔美容矯正、アクセスバーズ（脳の断捨離）、アロマハンドマッサージ

COCOLO : 函館市末広町14-3

29

8 91011

函館

Hakodate

Only!

0138-26-2333

www.cocolo-soba.com/

初
出店

CHILLNOWA

みんたると世界の健康七福神
Mintaru & the World Health of the Seven Gods of Fortune

Yumeyokocho

札幌市中央区南19条15丁目1-5

札幌・余市

080-5729-2439

場

札幌

Sapporo

場

22

レイキヒーリングは、日本古来のエネルギー療法・手当て法と呼ばれるもので、ハワイで広
まり、今ではハリウッドスターやマドンナ等も取り入れて話題を呼んでいるヒーリングです。

台湾式足揉み

植物とプラントハンガー

kumanekosato.com

※COCOLO：3回目（007～）

毎月COCOLOで開催中の癒しのイベント「YU・RU・RI」が
もぐフェスにも登場！夏の疲れをいやしながら、芸術祭・
もぐフェスを思う存分楽しんでください。
レイキヒーリング

世界各地の植物と、それに合わせて作られた、一点物の鉢カバー。サイズもいくつか揃えられます。

元

080-6060-7193

出店

3

回目
(007~)※

YU
・RU・RI
ユルリ

植物と鉢カバーのセット

Sato店舗でも人気のヨーロッパ中欧の煮込み料理、赤ワインで仕上げた“Satoオリジナル”の細切りチキンのク
リームシチューカリカリパンと柔らかパン添えは【出店限定】大量生産できない手作りなので毎年完売しています。
北あかりを使ったジャガイモの冷たいスープ ～ヴィシソワーズ～
道南産の北あかりの甘みを生かし丁寧に裏ごしして北海道産の生クリームと
牛乳を使ったスープ、全て道産食材を使ったSatoの
“コース料理”
でも
お出しする今の季節にピッタリな【季節限定】の冷たい滑らかなスープ
Sato名物デザートカスタードプディックのブリュレ、ピクルス、ワイン

函館

Hakodate

Only!

世界各地の植物と、それに合わせて作られた一点物の
鉢カバーやプラントハンガーの出品や、目の前でミシン
を踏むパフォーマンス！

Stage

チャラステージ

※函館モノクラフトマーケットとしての出店は2 回目（008～）
Leather & Bar Ken：3 回目（007～）
＊007は「まきりん」として出店
muku handmade：4 回目（006～）
＊006・007は「Lander Ground Tribes」として出店

モノづくりのクラフトマン達が贈る体験型マーケット。20を越える
お店が日替わりで登場。作って買って芸術祭の思いで作りに！！

ハイライフ ニードル ワーク

CHARA

出店

3

回目
(007~)※

道南を中心に体験型マーケットを定期的に開催する他、
イベント・お祭り等に出店

公園会
町 8/

567

函館

函館モノクラフトマーケット

～おいしいカガク、育ってますよ～

Highlife Needle Work

欧風料理が主体の実力派洋食店。
【伝統的技術と思い】で料理を
提供。料理は勿論ソースやスープ迄全て手作りのお店。

函館市山の手2丁目9-22

初

大沼ガロハーブガーデンの蜂の巣から蜜蝋をつくり出し、森町波多野エクスバレーガーデンの花々をとじ込めました。
キャンドル・サシェWS（710CANDLE）キャンドルとロウで出来たサシェをおつくりいただけます。
地球玉ストラップ作りWS（yoomoo felt works tama）※8/5～7のみ

Hakodate

道南を中心にWSやイベント等に出店

24

出店

キャンドル・サシェ（710CANDLE）

27

好きな色のビーズをケースに入れ、グリセリンオイルを注いで自分だけ
のオリジナルオイル万華鏡を作ります。夜には暗闇で光る蓄光ビーズも
たくさん用意してますよ。

ピアス & イヤリング（販売）、ネックレス（販売）、ブレスレット（販売）、
アンクレット（販売）、ポーチ（販売）、クラッチバッグ（販売）、
ソーラールームライト（販売）
道南を中心にWSやイベント等に出店
www.facebook.com/nature.handmade928

自然に寄り添うくらしの提案。木工、羊毛フェルト、キャンドル、
ハーブシロップの販売やワークショップを行います。

Only!

蓄光ビーズ入りオイル万華鏡（ワークショップ）

ブレスレット（ワークショップ）

www.basebase.org/

公園会
町 8/

8 91011

Kagaku no Hatake
函館から、楽しいカガクを発信します。
今日もいろんなカガクが、すくすくと
育っています。みんなで楽しみませんか？

お好きなビーズとチャームを選んで、世界に一つだけのオリジナルアクセサリーを作ることができます。

回目
4(006~)

熊猫社中洋食キッチン

出店

※710 CANDLE：3 回目（006・007）

道南を中心に体験型マーケットを定期的に開催する他、
イベント・お祭り等に出店

場

函館

Hakodate

初

科学のはたけ

函館を中心にアクセサリーのワークショップや販売をしています。大人気のエスニ
ックアイテムをたくさん出品します。昨年大人気だったワークショップもやります。

18

アルテピリトゥ：www.facebook.com/Artepiritu.Atelier/

函館

出店

3

回目
(006~)※

HAMON
WORKS
ハモン ワークス

まずタグアとは南米エクアドル・ペルー・コロンビアに自生する熱帯植物の象牙椰子で、その実を
加工すると象牙に似ている事から名前の由来になりました。日本では、あまり紹介されてい
ませんが素敵なアクセサリーです。
マクラメアクセサリー、その他の精霊人形

Hakodate

七飯
Nanae

タグアアクセサリー

23

ハンドメイドアクセサリー

オーガニックコーヒーをはじめとしたホッと落ち着けるフード＆ドリンクを提供。毎
年当店一番人気「メープルバターパン」も登場！

アフリカ産 オーガニック カフェオレ、アフリカ産 ワイン（赤/白）、

26

Only!

小人の精霊ドゥエンデは持ち主の願い事を手伝う物語を持っています。個性が一体ごと違う彼等
の持ち主になりませんか？

ネイチャー

市内coup au coeurさんの道産小麦を使ったもっちりパン「リュスティック」
を使用。道内・小林牧場「ブルーチーズ」と、はちみつとの相性が抜群の一品。

567

Duende人形（ドゥエンデ）

naturE

ハニー & ブルーチーズパン

出店

公園会
町 8/

世界には沢山のおとぎ話、民間伝承、伝説があります。アトリ
エ・アルテピリトゥは作品を通し、一雫の魔法を届けて行きます。

www.beauty-y.jp/simdy-sweel/

※007は「HAWAII SPARK 函館 &
naturE」として出店

回目
3(007~)

初

八密（ハチミツ）カード
函館市梁川町8-17 2F トータルヒーリングスペース カルナ 内

http://s.ameblo.jp/1010lotus/

元

出店

6

回目
(004~)※

090-6447-1315

場

函館

FOOT供にツヤツヤ＆キラキラになります。各国のネイルアートもプラスできます。

0138-43-6334

ハワイのビジョン心理学創始者チャック・スペザーノ博士が開
発したエンライトメント
（悟り）カード。今、困っていることの
本当の原因や、それを癒してくれるものなどがわかります。

アトリエ アルテピリトゥ

ジョニーの手羽先 創業からの継ぎ足し秘伝のタレは絶品です。
バッファローウィング ピリッ！！と効いた辛みの中にウマサが光る☆
ボブの唐揚げ、
ジョニーくんのあたまみたいな・
・
・ぐるぐるポテト、
とりチリソース、
ジンギスカンからあげ

函館市富岡町3丁目5-8

ビジョン心理学ロード

Atelier Artepiritu

人気のキッズネイルからボディジュエリーをプロのネイリストが特別価格でご提供。
特にジェルネイルは、とってもお得！オススメです！

Hakodate

函館

Hakodate

骨を1本抜いた手羽先唐揚発祥のお店。タレには南茅部産がごめ昆布醤油を使用し
ており手羽先との相性がバツグンです。

0138-54-3330

そして選んだ色がうつしている自分の本当の思い
（潜在意識）に気
づけます！

フットリフレクソロジー

23

出店

回目
4(006~)

各種カラーセラピー 視覚情報は自律神経に作用し、潜在意識に働きかけます。色を見て楽しみ、

芸術祭のみでのエアーブラシによるボディーアート。うでやデコルテのワンポイントにどうぞ！！

シンディ スウィール フォー ネイル

函館市本通2丁目6-22

Couleur

クルール

あなたが気になるカラーや心理学カードを選んでみませんか？何故気になるのか、
あなた自身で気づける楽しいセラピーです(^O^)

ボディアート

函館市美原4-8-9-102

公園会
※004・005は
町 8/
「カルナ &クルール」として出店

6 71011
Only!

※

指先から、ひじまでオイルでじっくりもみほぐし、最後に肩もみでコリをほぐします。

Simdy Sweel for NAIL

Jonny's Chicken Wings

17

ロータス

場

函館

0138-31-5528

出店

6回目
(004~)

カラーセラピーサロン

ハンド＋ショルダーマッサージ

なっている伝統グルメを北海道の食材で再現！

函館

Hakodate

Only!

Relaxation Salon Lotus

“パンツェロット”
などと呼ばれ、人気と
ポケットピザ イタリア南部地方発祥の「包み揚げピザ」

20

出店

25

本場バリ島で取得したバリニーズマッサージと芸術祭のみの特別企画のボディー
アートをおこないます。

0138-49-6010

回目
3(007~)

出店

公園会
町 8/

8 91011

Dynamite Cafe Plus
大人の社交場を意識したゆとりある空間・アジアンテイストな内装の店内で2次会等、
各種イベントも行える100名収容のカフェバー。フェス期間中は本格包み揚げのポケ
ットピザなどを販売！

いかのガーリックピラフ

Hakodate

Hakodate

※

初

元

東南アジア風 ゲソ揚げガーリック（詰め放題！）
サクサクの食感とスパイシーな味・香り。ドリンクのおつまみ
に最適！
スパイシーポテト & クリスピーチキン（詰め放題！）
ナチュラルカットのおいしいじゃが芋をさらに美味しいフレ
ーバーで提供！

函館

元

Nunokawa

函館

22

& MOJAN」として出店

ダイナマイトカフェプラス

ぬの川

スパイシーガーリックテイストの道南産ゲソ揚げとポテトフライを詰め放題で提供。
芸術的に詰めてお楽しみください。

16

※008は「ダイナマイトカフェプラス

元

出店

3回目
(007~)

元

函館

元

Hokuto

居酒屋

19

出店

回目
4(006~)

場

北斗

場

15

チルノワ

アジアやアフリカ・南米のフェアトレードのかわいい雑貨と、台湾や中国のマッサー
ジを通して、世界とつながろう！！

紙製のエコな照明器具や、HEMP素材のTEEやソックス。世界中を旅する自転車
（バ
イクパッキング）
。チルノワの世界観を楽しんでください！！

フェアトレード雑貨

（スターライツ）
紙製の星型ライトです。環境にやさしいという点からもトレンディーなプロダクツとして世界中
で認知されています。部屋のインテリアやイベント会場、お店の装飾として大人気です。
自転車（旅する自転車）
自転車にBAGを取り付けて、日本中や世界中を旅する流行のバイク
パッキング。ここでは、自転車2～3台を展示（販売も可）致します。

アジアやアフリカ等の国々の、立場の弱い人々の自立を応援する、フェアトレード。つまり、お買い物で国際協力。
物の先に世界が見える、そんな、あったかい手作りの物をぜひ手に取ってみてください。

足部反射区療法 足もみ
足を診る事により、生活の改善点に気が付くカウセリング
足もみ。

首・肩・経絡マッサージ、身体調律・ボディーフローイング
札幌市北区北14条西3丁目2-19

011-756-3600

mintaru.com/2011/

starlightz

TEE（HEMP素材）、SOCKS（HEMP混合）、
CUPSCO.（ステンレス製カップ）
函館市松風町10-5

0138-83-5044

www.chillnowa.com/

20

21

シクロ

Butadon Porco・キャンプファイブ

チキンフォー
あっさりスープに米粉麺を使ったベトナム料理の定番フォーをCAMP5
風にアレンジしました！！

ベトナム少数民族雑貨

一枚一枚丁寧に織られる､民族織りの雑貨多数！！アニマル携帯立てから、普段使
いに便利なショルダーバッグまで、手の込んだ民族商品が多数取り揃っております。

アジアンサンダル、ビーズ編みペットボトルホルダー入れ、
少数民族ウエア/スカート、民族・フラワーヘアキャップ
札幌市白石区本郷通12丁目南3-10
011-846-8477 www.xich-lo.net/

カクテル各種、フルーツMIXジュース、ワイン、酎ハイ
函館市松風町10-6-2F
0138-83-5046

Sapporo

※

ジャンベ

インドネシアのバリジャンベ、小さいながらも音も良く楽しめます。

鳥を呼ぶフエ

鳥が鳴いているのかと間違えるほどの鳥フエです。
バリの雑貨、タイの雑貨、ネパールの雑貨、衣類、服飾雑貨、
シンギングボール、ティンシャ、楽器、ウォーボンネット、
パレオ、フウリン
全国のイベント・お祭り等に出店

サルサバーガー

ハンバーガーに自家製サルサソースをトッピングした夏に食べたいHOT
なバーガー！！

チーズバーガー、ホットドッグ
函館市松風町3-11
0138-22-2772

www.hotbox.jp

函館

函館

ホットコーヒー

当店オリジナルのハコダテマウンテンをはじめとして、日替わりで原産
国の違う珈琲をお出しいたします。

キッチン
ノスケヤ

函館

定番のイタリアンホットサンドパニーニ！今回は2種類ご用意しております。そして
昨年大好評だった
「クリームチーズ入りレーズンバター」を販売！！ワインのお供に
ぴったりです。
イタリアンホットサンドパニーニ

「生ハム・トマトモッツァレラ（定番）」と「3種のチーズハチミツ」の２種類
からお選びください！
クリームチーズ入りレーズンバター、
イタリア産オーガニックワイン

0138-87-2211

8 910
Only!

手絞り染めタイダイ衣料 オリジナル手絞り染衣料が盛り沢山。手絞り染めなので、各々デザイ
ンが異なります。特に人気なのが、一見スカートのように見えますが、実はインナーが、パンツに
なって、履き心地最高！ぜひ、お試しください。
帽子

タイ、ネパールの自然素材（麻、シルク、綿）を使った当店オリジナル帽子
から現地少数民族等の面白い帽子まで扱っています。

ヘアアクセサリー、ビンディ、サンダル、ショール、布、バック、
おもちゃ・楽器（ホーン）、ピアス、小枝のまきまきワークショップ
神奈川県座間市四ッ谷261-2
046-256-3301

札幌

※Rose's house：4 回目（006～）、shabby.F：2 回目（008～）、Seven's FLOWER：2 回目（008～）

出店

4

回目
(006~)※

フィル

0138-45-4302

CHARA
Stage

チャラステージ

カラフルでレトロなアジアのキッチン雑貨やステーショナリ－がいっぱい。
フラワーティアラ(Seven's FLOWER)
ヨーロッパフラワーをモチーフにしたお花のティアラ。
夏を楽しんだ後はリースとしてお部屋にかざって！
ドッグタグ刻印(Rose's house)、ビンテージ布雑貨(shabby.F)
【前半】Seven's FLOWER、
TIGA EKOR KELINCI【後半】Rose's house、shabby.F
Rose’s house

札幌市白石区栄通13-4-19

43

出店

函館

Hakodate

初
出店

Mary & Co.

公園会
町 8/

567
Only!

マリー アンド コー

Tシャツ・
トートバック

Kamell×Coco-Liliのコラボユニット“Lea”(レア)のTシャツを販売します。ハワイの言葉で「幸せ」を意味
するレア！みなさんに幸せが訪れるように、思いを込めてデザインしたTシャツとトートバックです。サ
イズも豊富に揃えています。親子コーデ・双子コーデが楽しめます。トートバック1000円～ Tシャツ3000円～

インテリアボード

Hawaii又は夏をイメージした、オリジナルのイラストやタイポグラフィが描かれた壁掛けできるパ
ネル(フレーム)です。お部屋をビーチスタイルに変身！男女問わず人気の商品です。

アクセサリー、バス・コスメ、キャンドル、インテリア雑貨、食品、ポストカード
Coco-Lili

www.facebook.com/cocoliliartcreation/

札幌より選りすぐり雑貨店が集ま
ります。ヨーロッパフラワー、アジアン、アメリカ、ドイツのセレクト雑貨で
遊びゴコロ楽しんで！
アジアンルームグッズ(TIGA EKOR KELINCI)

www.napuahawaii.com

回目
2(008~)

函館市港町1-2-1ポールスターショッピッングセンターB

Only!

公園会
町 8/

札幌セレクト～phile～

ビーチハウスをイメージした店内に、キュートなウェア～ アクセサリー、雑貨がいっ
ぱい。ハワイのエナジーを感じてね！

Kamell

67

世界各国で作られたニコニコ雑貨や手絞り染め衣料が満載のお店。
8/6・7はフレアエリアに、8/8～10はデネブエリアに集合だ！

Sapporo

Kamell×Coco-Lili
カメル × ココリリ

nosukeya

ー広場
8/

MOUNTAIN
HIPPIES
マウンテン ヒッピーズ

45

函館市昭和4丁目6-14

出店

0138-23-0655

ハワイアンやビーチティストのアクセサリーや雑貨（ピアス、イヤリング、
ヘアゴム、ブレス、アンクレットなど）SPARK オリジナルTシャツ、小物
ハワイアンコナコーヒー、
トロピカルハワイアンシロップ、
ハワイアンエコバック、
コナ100%インスタントコーヒー、
ビーチティストアクセサリー、ハワイアンピアス、
スパークオリジナルTシャツ、
スパークオリジナル雑貨

Hakodate

函館市湯川町2丁目4-10

函館市松風町3-11

パンケーキMIX 毎年大好評のパンケーキミックス。簡単に水だけで作れるのがポイントです。
ハワイアンティストのアクセサリー

39

出店

回目
5(005~)

Kanagawa

初

マンドゥ、マッコリ

ナプアセレクトの直輸入雑貨やパンケーキMIX、コナコーヒー、SPARKの Tシャツ、
Laule'aアクセサリーの販売をいたします。

0138-22-5500

神奈川

アガシの店で人気NO.1チーズトッポギ。甘辛いたれがヤミツキになりますヨ！
韓国のり巻 キンパ、
プルコギキンパ
アガシ特製キンパ！数量限定で新作プルコギキンパ販売！

場

函館

チーズトッポギ

Na pua Hawai

アイスカフェオレ

Hakodate

松風町のぎおん通りで営業をして、
5年目になる韓国居酒屋。イベント
では普段の営業でもテイクアウトでも好評のメニューをご用意し
てお待ちしています。

出店

芳ばしい香りとキリッとした苦味。暑い日の喉を潤してください。

帽子が小さくなってもポーチとしてお使いいただけます。カバン
やベルトに付けてみてください。

クルミボタン シリーズ、オリジナル封筒
道内を中心にイベント・お祭り等に出店
http://lereve-w.com/

Korean Kitchen Agashi no Mise

回目
3(007~)

冷し珈琲

帽子型ミニチュアハットポーチ

アガシの店

ナプア・ハワイ

ピースピース

派手なものからクラシックなものまでご用意しております。

44

コリアンキッチン

0138-84-8528

Only!

帽子

www.otarubonki.jp

出店

回目
3(007~)

ワン・カップ・スープカリー
当店オリジナルのスープカレーに串刺しにした具材を入れて、ワンカップで提供します。具材は、
骨なしチキンとシーフードのどちらかを選択していただきます。
（野菜は同じ）
ワン・カップ・スープカリー・グリーン
上記メニューのスープをグリーンカレーにした商品です。
ラッシー（プレーン、ストロベリー、マンゴー等）、チャイ（プレーン、タピオカ入り）

select coffee shop peacepiece

34

全国のイベント・お祭り等に出店

ダシを活かしたスープとオリジナルのスパイスで味わい深
いスープが特徴の函館市亀田港町にあるカレー専門店。初
出店の今回はフェス仕様に特別アレンジした商品で参加します！

567

帽子は全てハンドメイドの1点物です。
帽子の形をしたポーチ等もあります。
お気に入りを見つけに来てください。

小樽しらゆき餃子、富貴の焼売

Hakodate

公園会
町 8/

Le
Reve
ル レーブ

ニラと厳選したお肉を餃子の皮で包んだ新しいおいしさ。野菜をたっぷり
使用した商品なのでヘルシー感覚で召し上がれます。

出店

函館市亀田港町38-10

出店

肉にらまんじゅう

函館

0137-63-2113

回目
2(008~)

タコを鱈のすり身で包んで揚げました。食感豊かな海鮮から揚げです。すり
身の柔らかい食感とタコの歯ごたえを感じられる逸品です。タコ焼き風味
の味付けで、マヨネーズやソースをかけて召しあがっても美味しく戴けます。

42

初

釧路
Kushiro

Otarubonki

芸術祭・もぐフェスのために特別コラボ出店！普段はそれぞれ個人で活動中。

Hakodate

暑い夏の日には冷し珈琲、アイスカフェオレ。
ちょっと肌寒い夜にはホットコーヒーをご用意して皆様をお待ちし
ております。

44

出店

回目
2(008~)

たこザンギ

38

出店

回目
6(004~)

二海郡八雲町末広町64-2

0138-83-1177

小樽飯櫃

ナイン

北斗市おぐに和牛と豪州牛の牛100%パティと老舗ベーカリー神戸こむ
ぎ館特注のバンズを備長炭で焼きあげる本格派ハンバーガー！！

小樽
Otaru

出店

soupcurry NINE

ハンバーガー

函館市末広町18-12

北斗市東浜1丁目12-65

あなたの生年月日から、顕在意識、潜在意識の本質となるキーワードをイラストつきで説明します。
あなたの気づきや生きるヒントになれば嬉しいです。20～30分程度。
カラー筆文字セラピー(メッセージカード付き)
今、私は人生のどの辺りにいるの？何かわからないけどモヤモヤする。前に進むための背中を押してもら
いたい。今の自分を確認したい。そんなあなたに色からのメッセージがヒントを与えてくれます。15分。
玄米おにぎりと重ね煮のセット、ミックスナッツのコーヒーはちみつ漬け、ハイビスカスティー、
ポストカード、カードリーディング、禅タロットカードセッション、麻のオイルでハンドマッサージ

Hakodate

おぐに和牛と豪州牛をブレンドした、
牛100％の手ごねパティを備長炭で焼きあげる本格炭火焼き
バーガー！！

函館

イベント限定！夏野菜をたっぷり使ったチキンカリー！

カットパイン、ココナッツラッシー、マンゴーラッシー、スパムおにぎり

マヤ暦セッション

ホット ボックス

Hakodate

チキンスープカリー

小樽からの味覚！小樽飯櫃の海鮮新総菜！独自のハンドメイ
ド製法により、美味しさを際立たせた商品ばかりです。

BURGER SHOP HOT BOX

33

八雲産けんこう豚 ロコモコ丼
八雲産けんこう豚の挽肉を使用し、米、ジャガイモ、大根などの野菜も八雲産を使用しています。
八雲産けんこう豚 ブロシェット
八雲産けんこう豚の挽肉を使用し、つくね風に仕上げています。ソースは、世界中の波乗りたちが
集まるハワイのノースショアをイメージして作りました！

人気のチキンカリーにココナッツを入れ、ハワイ風にアレンジ！夏野菜とともに気分は南国！

場

Hakodate

Yumeya

見て、食べて、感じて、体験するカフェです。幸せ気分を味わいに来
てください☆ 癒し系の女性スタッフでお待ちしています♪

37

出店

回目
2(008~)

Only!

場
会

函館

orangutan.sakuraweb.com/wp/

出店

ココナッツ・チキンスープカリー

Nijiiro Hinayuma Cafe

海外の面白い雑貨と楽器を多数揃えております。
楽器は実演販売いたしますので是非遊びに来て
ください。

夢屋

公園会
町 8/

8 91011

普段は八雲でラーメン店を営んでおりますが、このイベントのために、腕によりをか
けて、通常営業では食べられない特別メニューを２品ご用意いたしました！

41

初

Yakumo

ギャラップ

初

スープカリーを提供しているお店です。長時間煮込んだス
ープカレーをイベントに合わせ南国・ハワイ風にアレンジ
してみました！

虹色ひなゆまカフェ

ORANGUTAN
オランウータン

32

札幌

八雲

場

Fukui

36

※007は「バリ島のおみやげ」として出店

出店

3回目
(007~)

出店

Gallup

すいインパクトたっぷりのベトナムデザイン。他にはないビーズ・スパンコールのベルトは、手間
暇かかったオススメサンダルです。

43

初

スープカリー

ベトナムサンダル アジアのサンダルとは一味違う､オリジナルウッドサンダル。軽くて、履きや

もっちり濃厚杏仁豆腐！！（数量限定）

福井

Xich-lo

今年もサンダルの季節がやってきました！毎年、大好評のベトナムサンダルは、か
わいさだけではなく、外反母趾対応型。幅広い年齢層にお薦めです。

杏仁豆腐

31

Hokuto

ベトナムサンダル・バッグのお店

昼は豚丼専門店、夜はスポーツカフェ＆バー。店内は街の
中にある山小屋をイメージしたお店です。もぐフェスではチキンフォーやカクテル
を販売します！

北斗

元

Sapporo

※

豚丼ポルコ・CAMP5

40

出店

回目
5(005~)

元

札幌

元

35

※003は「TEAM 朝市」として出店
004-006は「函館朝市豚丼 ポルコ」として出店

ペリ

Hakodate

出店

6回目
(003~)

元

函館

場

30

日本の古家具、古道具、古民具や和服
などと海外のアンティーク品等を販
売し多くの方に古物の魅力をお伝えできればと思います。
古民具

インテリアとしても最適ですが、まだまだ実際に使えるものもたく
さんあるので、ぜひ普段の生活の中にとり入れて欲しいと思います。

陶器類

丸谷焼や有田焼等の日本を代表する磁器ブランドや安価な物までとりそろ
えています。和食器は意外と洋風な料理や皿とも相性バッチリです。

ビンテージ家電、ビスクドール・人形、ティーカップや皿類
函館市本町30-22
0138-83-2328 www.facebook.com/mary.and.co.2014

011-826-6671

rose-house.sumomo.ne.jp/

CHARA

22

23

Stage

チャラステージ

51

出店

回目
2(008~)

函館

Hakodate

出店

回目
5(005~)

オーガニックとフェアトレードを
通じて、持続可能なライフスタイルの提案を行っています。

コーヒーパフェ

アイスコーヒー

Hakodate

52

出店

回目
2(008~)

富山

Toyama

出店

回目
4(006~)

0138-53-2047

元町公園会場

インフォメーションセンター となりの
Information Center

www.nharvestorganic.com/index.html

公園会
町 8/
5～10
Only!

55

Hakodate

★STREET HASSLE★

Cocktail & Food BAR SURF
サーフ

出店

WMDF SHOP

67

フェスに特化したオリジナル雑貨が色々有ります。

Only!

緑のワーゲンバスの移動販売車クレープ屋です。道産乳使用で
人気はチョコバナナ生クリーム、京町クレープやデリカクレープ。
フレアエリアで思いっきり体を動かしたら甘～いクレープをどうぞ！

RESIN SUN CATCHER

見た目も味も良くエコでジューシーなフルーツそのままの味！
ハモンセラーノ（原木生ハム）
本場スペインで12ヶ月～24ヶ月熟成されてできあがる原木の生ハムを豪
快に目の前でお切りします。

富山市西田地方町1-6-11

0138-56-7873

モデル

● ブラック
やっぱり ！
定番の黒

クレープ

光を受け、キラキラ輝くサン・キャッチャーは窓辺に飾るのにうってつけ。
インド綿の花柄パンツ/スカート、コットン&へンプ・ヘアバンド/ぼうし、
プリントTシャツ/タンクトップ/ぼうし、WAX CODE で作ったブレスレット/アンクレット、
オリジナル・ガーランド3サイズ、リサイクル・シルク糸、チークの古材で作ったトレイ/フォトフレーム

人気No.1のチョコバナナ生クリームをはじめ、和風の京町クレープや軽
食のデリカクレープなど全29種類あります。

● デニム

● ピーコック

facebook/hakodate

近郊の食材を多く取り入れた料理を提供する洋食の
店です。ジャンルにとらわれない技法で調理します。イベントではお店とは一味違う
ナナパパ風にアレンジした料理をお楽しみください。
冷製ガーリックシュリンプ ゆでた海老と数種の野菜をオリジナルのガーリックソースでマリネ
した夏にピッタリの一皿！

子供服・布小物

インド綿を使用した着心地の良い子供服、ハンドメイドのこだわりの布
合わせの布小物、ヘアゴムやポーチ、バックなど。

インテリア雑貨、ぬいぐるみ

道南を中心にイベント・お祭り等に出店

出店

公園会
町 8/

8 91011
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神奈川
Kanagawa

Only!

303
サンマルサン

初
出店

ー広場
8/

67

Only!

blog.goo.ne.jp/55chamus

Only!

メキシコテイスト溢れるお店、ブリトー、フローズンマ
ルガリータ、コーヒーなどが楽しめます。

世界各国で作られたニコニコ雑貨や手絞り染め衣料が満載のお店。
8/6・7はフレアエリアに、8/8～10はデネブエリアに集合だ！

香港焼きそば

ブリトー

手絞り染めタイダイ衣料 オリジナル手絞り染衣料が盛り沢山。手絞り染めなので、各々デザイ
ンが異なります。特に人気なのが、一見スカートのように見えますが、実はインナーが、パンツに
なって、履き心地最高！ぜひ、お試しください。

海老じゃが春巻

カクテル

エビ・メークイン・チーズの入ったスティック春巻
厚沢部産 中華ポップコーン、中華風特製 かき氷、中国 果実酒、紹興酒

陶器

帽子

フローズンマルガリータ、テキーラベースのフローズンカクテル。

タイ、ネパールの自然素材
（麻、シルク、綿）を使った当店オリジナル帽子
から現地少数民族等の面白い帽子まで扱っています。

炭化焼締の器（コーヒーカップ、ドリッパーなど）

ヘアアクセサリー、ビンディ、サンダル、ショール、布、バック、
おもちゃ・楽器（ホーン）、ピアス、小枝のまきまきワークショップ
神奈川県座間市四ッ谷261-2
046-256-3301

コーヒー

札幌

Sapporo

初
出店

monsieur_i
ムッシュアイ

芸術祭・もぐフェスのために特別出店！

www.chuka-rihaku.com

monsieur_i

英仏国のアンティーク家具。本物指向の方はもちろん、模様替えや店舗什器に、同じ
物は二つとないオンリーワンの品に出会えます。
テーブル
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函館

Hakodate

出店

3

回目
(007~)※

公園会
町
8/

11

場

50

0138-42-7778

元

函館市宮前町30-2 セイコービル1F

※007は「ESTMODE」として出店
008は「チンクエテッレ」として出店

Only!

nohara
ノハラ
ハンドメイドアクセサリー『nohara』です、美容師の作るヘア
ースタイルに合わせた少し変わったアクセサリーをお楽しみ
ください。

職人によって産み落とされ、長い時間を経て、今もなお生き続ける家具は、独特の味わいや風格が
あります。

ソファー

チェスターフィールドソファー。イギリスで200年以上の歴史ある革製家具。使えば使う
だけ体になじみ、年月を経るごとに良い味わいになっていく一生もののソファー。

椅子、食器類、照明器具、
ドア、鏡、額、バスロールサイン、ガラスボトル、ランプ、
ヴォレー、鉄柵、グレインサック
道内のイベント・お祭り等に出店

おし
ゃれ 【フロント】
さん
ぜひ に
^^
【バック】

♪
夏色っ

ハンドメイドアクセサリー

全てハンドメイドで仕上げたオリジナルアクセサリーです、１点物のオ
リジナル感を楽しんでください。

hara-kazutomo.themedia.jp/

●
●
●
●
●
●

はこだて国際

【バック】

民俗芸術祭

【バック】
【フロント】

元気が出る
ビタミン
カラー♪

【フロント】

フェスに 【フロント】
もってこい
のカラー
！

オフィシャル マフ
ラータ

オル

8 910

MOUNTAIN
HIPPIES
マウンテン ヒッピーズ

フレッシュなサルサを使った豚肉のブリトー。

● パープル

公園会
町 8/

お店では提供していないソース焼きそばをもぐフェス
限定で提供します。李太白オリジナルなのでぜひご賞味ください。
道南近郊の野菜を使ったオイスターソース風味のソース焼きそば。

【フロント】

● イエロー

場

李太白

ペリ

マフィン 大きなアメリカンマフィン！！小腹がすいたら、お土産にどうぞ召し上がれ！
アメリカーノ（ホット・アイス）、キャラメルラテ（ホット・アイス）、
ストロベリーラテ、モカチーノ（ホット・アイス）、イタリアンソーダ、
（キャラメル・ストロベリー）
フレーバーミルク（ホット・アイス）

場
会

Rihaku

初

場

中華料理

函館

Hakodate

【バック】

パンチのあるエスプレッソで作るカフェラテは茶結人気No.1。
爽やかなイタリアンソーダもこの時期おすすめのドリンクです。

市内近郊のイベント・お祭り等に出店

53

出店

● ホットピンク

み頂けます。

バリ島から仕入れたアクセサリーやエスニックなハンドメイドのピアスやイヤリング。

0138-43-7788

回目
4(006~)

Only!

Chamusu

アクセサリー

日替りデザート、
スパーリングワイン、
ワイン

函館

67

【バック】
【フロント】

カフェラテ(ホット・アイス) ガツンとパンチのあるエスプレッソで作るラテは本格派の味をお楽し

じっくり焼いたベーコンにスパイシーな黒胡椒味にパルミジャーノチー
ズをからめたクルトンがマッチ。

Hakodate

回目
3(007~)

Bu-Bu Cafe 茶結

複数の作家の色々なジャンルのハンドメイド作品があります。
お気に入りが見つかるはずです！

ベーコンの黒胡椒焼きとカリカリチーズクルトン

49

函館

Hakodate

Only!

comogomo
コモゴモ

ナナパパ

函館市富岡町3丁目9-1-2F

56

ー広場
8/

元

Restaurant nana-papa

出店

567

ペリ

Hakodate

初

元

函館

元

Hakodate

53

回目
3(007~)

出店

場
会

函館

場

48

公園会
町 8/

今年の
イチオ
シ
カラー！
！

グリーン

道南を中心にイベント・お祭り等に出店/函館市中島町14-9

090-2092-1380

【バック】

出店

００９回

ル Tシャツ
オフィシャ数
量限定！早い者勝ち！
第

芸術祭

民俗
〈第００９回〉はこだて国際

オリジナルの新商品です。ネパール、タイでオーダーしたり、仕入れた部品を
自分達で組み立てています。Lサイズの物は小物入れやペン立てにも使えます。

カジュッタ（グレープフルーツカクテル・ジュース）

どうぞ！

（オリジナルグッズ・アーティストCD）へ

ー広場
8/

ハコダテサウルス バルゴン

FELT BALLOON ORNAMENT

函館市本町17-13 第1LC館 地下B

初

【Bar-wagon】

ストリート ハッスル

見た目もカワイイ味もスッキリ美味しいカジュッタ＆本場ヨ
ーロッパより取り寄せたおつまみをご堪能ください！！

函館

場
会

函館

函館市湯浜町16-20

facebook.com/sountracoffee

場

47

会場内には出演アーティストのCDや
芸術祭オリジナルグッズを
販売する主催者運営のSHOPがあります！

有機 ミックススパイス
香りが違います。
有機 紅茶
ハイグレードです。
有機ドライフルーツ、有機 ハーブティ

ガテマラ産の厳選されたスペシャルティコーヒー豆を牛乳の中に丸一日浸
して作ったコーヒープリンをふんだんに使用したパフェです。コーヒーの
豊潤な香りとまろやかな味わい、そして夏の野外でのパフェは爽やかさも
楽しめます。

ア
ー
テ
ィ
ストの
サイン
会も
こちらで
行います
〜♪

N Harvest

牛乳の中にスペシャルティコーヒー豆を丸一日浸したコーヒープリン
を使用したコーヒーパフェは、豊潤な香りとまろやかなコク深い味わい
を楽しめます。

芸術祭・もぐフェスのために特別出店！

WMDF SHOP

エヌ・ハ－ベスト

ANYWHERE COFFEE
SOUNTRA
サントラ

ペリ

函館

Hakodate

元

46

みんなで買ってス
テージ前に集合ー
っ！

ット
オフィシャル マイ箸セ 懸け箸」
「世界の
橋！
もぐもぐフェステ

ィバル

け
化で 世界の架
と
お箸文
本
日

フェス会場で使えばエ
コで
日本と世界の架け橋！

都合により店舗・メニュー・商品の一部が変更になる場合があります。
こちらに掲載されている写真（店舗・メニュー・商品など）は昨年の模様やイメージです。
メニュー・商品が品切れの際は、ご了承ください。
もぐフェス金券をご利用の際は、つり銭のお返しはできませんのでご了承ください。
ゴミは会場内の備え付けのゴミ箱へ分別して捨ててください。
飲酒は20歳になってから。飲酒運転は絶対におやめください。

持ってて
絶対

市民スポンサーパス
￥3,000

！
お得！

会場内の主催者運営の
BARやSHOPで
割引などの特典が受け
られます！

25

函館大谷短期大学附属認定こども園

函館大谷短期大学
函館大谷短期大学附属大野幼稚園

函館大谷高等学校
函館大谷短期大学附属松前認定こども園

函館大谷短期大学附属港保育園

26

27

幕末、日米和親条約によって日本最初の開港場となった函館に、
徳川幕府が建造した蝦夷地統治と防衛・外交の拠点です。明治
維新の動乱を経て、現在は、歴史を伝える文化遺産として、また
日々多くの人々が訪れる緑あふれる市民の公園としても親しま
れています。
北の大地に刻まれた巨大な星形。
五稜郭と函館の歴史の移り変わりを展望台で実感してみませんか。
エレベータースタッフが、展望台にて五稜郭や箱館戦争につ
いてご案内する約30分の歴史ガイドツアーです。毎日９時～
17時の毎時00分に実施中です。詳しくはお問合せください☆
※1回20名様まで。（当日以外のご予約も可能です）
※実施時間以外をご希望の場合は事前にお問い合わせ下さい。

函館市五稜郭町43-9 TEL 0138-51-4785

公式イメージ
キャラクター
ＧＯ太くん

ＧＯ太くん公式ブログ
随時更新中です☆

最新情報は、
五稜郭タワー公式サイトから。

gotakun.wordpress.com

www.goryokaku-tower.co.jp

髪に
人に
地球に…
I’s-hair
WEST 末広町
NUBOU 美原3丁目

since1943
PRISM 柏木町
CREAM 梁川町

28
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M•T
SEA
FOODS
Company

（株）
M・T SEA FOODS

〒041-0802 函館市石川町 123-22

Tel. 0138-85-6054
Fax. 0138-85-5974

009

䖃ᩚᙧእ⛉㻌

大水達也
地域とともに。

ならてぃぶ函館
函館ジェネラリスト・カレッジ
E-mail sasaki.satoru@gmail.com

函館大学
函館短期大学
函館看護専門学校

函館大学付属有斗高等学校
函館大学付属柏稜高等学校
函館短期大学付属幼稚園

函館歯科衛生士専門学校
函館自動車学校
函館短大付設調理製菓専門学校

http://www.hokusen.jp

30
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“安心と安全を創造する”

ご来場の皆様にお知らせとお願い

㈲道南セキュリティーサービス
〒041-0812

Important Information for WMDF-goers

函館市昭和 3 丁目 5 番 11 号

TEL. ( 0138 ) 41-0800 FAX. ( 0138 ) 41-0866

次の事項を遵守してください
• 違法駐車撲滅！ 公共の交通機関をご利用ください。
• お酒は楽しく適量で。未成年、運転される方への
酒類提供はいたしません。
• 喫煙場所以外の喫煙は固くお断りいたします。
• 小型無人機（ドローン）による飛行撮影はご遠慮く
ださい。

鼓童
ら せ ん

ワン・アース・ツアー「螺旋」

次の事項にご協力ください
• 安全管理上、来場者が多数の場合入場を制限
することがあります。
• ゴミは決められた場所に捨てましょう。ゴミの持ち
込みは、固くお断りいたします。
• 会場の景観を損ねないようにしましょう。芝生や樹
木等の自然、建物およびその付帯する設備等を、
壊したり汚したりしないでください。
• 三脚を用いての撮影、実演中のアーティストへ
向けてのフラッシュ撮影および１分間以上にわた
る長時間の映像撮影は固くお断りいたします。

演出：坂東玉三郎

１０月４日（火）18：３０ 函館市民会館大ホール

問い合わせ：はこだて音楽鑑賞協会 TEL : 0138 - 32 - 1773
月会費 2,000 円 入会金 1,000 円

函館の宿泊は
安心・安全 !!

函館ホテル旅館協同組合
〒040-0036 函館市東雲町 15-15

TEL 22-2942 FAX 26-5208
【協賛】Sponsors
• （学）
函館大谷学園
• （医）
慈友会 望ヶ丘医院
• （株）
池見石油店
• （有）
ウィズ
• 柏木商友会
• 五稜郭タワー（株）
• （有）
サインプランニングシステム
• （福）
函館共愛会共愛会病院
• ひとみ保育所
• サントリー酒類
（株）
• I’
s hair
• （株）
エヌ・ハーベスト
• M・T SEA FOODS
• 桔梗保育園
• 三育保育園
• （医）
高橋病院
• 道南勤医協函館稜北病院
• 七飯ほんちょう保育園
• ならてぃぶ函館／函館ジェネラリストカレッジ
• （学）
野又学園
• 函館高砂保育園
• レストラン バスク／バルレストラン ラ・コンチャ
• （株）
ほくせん
• 松陰保育園
• えんどう桔梗マタニティクリニック
• TRATTORIA Piatti
• atelier HANDS hokkaido
• 益井東洋治療院
• キョーツー（株）

• （医）
こが整形外科クリニック
• （株）
シンプルウェイ
• （有）
道南セキュリティーサービス
• 日通ガスサポート
（株）
• はこだて音楽鑑賞協会
• 函館ビヤホール
• 函館ホテル旅館協同組合
• 湯元花の湯
• ななえ山本歯科
• （有）
北海道函館 moomoo-TAXI
• （株）
イチマス
• （株）
サトーエージェンシー
• （株）JTB 北海道
• （株）
タザキトーヨー住器
• 鍋谷歯科医院
• （株）
ハートフル
• 函館海鮮居酒屋魚まさ
• 浜チャンポン 長万部三八飯店
• ホテルパコ函館
• スパ & カーサ函館
• （医）
雄心会函館新都市病院
• （株）
アジアンクラス
• （株）
田村氷室
• Cocktail Bar CONCORD21
• （有）
赤坂総合室内
• （有）
ありた鍼灸
• （有）
岩沢葬祭
• 植松法律事務所
• （有）
大塚自工
• おおわき整形外科・外科医院

• （株）
小倉工務店
• （有）
オフイス・K
• （株）
梶原昆布店
• （株）
亀田葬儀社
• （医）
亀田病院
• カワシロ保険サービス
• （株）
川股設備工業
• （株）
環境科学研究所
• 北ガスフレアスト函館北
（株）
• 気ままなパン屋窯蔵
• 行政書士北村資暁事務所
• （株）KSドリームファクトリーダスキン下道
• （株）
建築企画山内事務所
• （株）
近藤商会
• （株）
笹尾自動車商会
• 佐藤公郎建築設計事務所
• （株）
三栄ヤマムラ
• しらかば薬局
• 青函電気
（株）
• センチュリー 21（株）
リード不動産
• 相馬
（株）
• そば処陣屋
• （医）大庚会
• たかはし畳店
• （株）
ダスキン北任
• 月館測量設計
（株）
• デイサービスふれあい
• （医）
同仁会佐々木病院
• 野田貸ボート店
• 函館環境衛生
（株）

• 函館酸素
（株）
• はこだてすずめ
• 函館元町ホテル
• プリントファクトリー
• （株）
プロテック
• 北海道熊さん
（株）
函館営業所
• maido RAMEN NOODLE SOUP
• （有）
丸山燃料店
• （株）
モリチクリーニング
• （株）
リージャスト
• Auto shop さくら
• ホテル湯の川
• （有）
花彦
• 市民スポンサーパスをお求めの皆様
【協力】Service Sponsors
• （有）
グレアトーン
• 函館バス
（株）
• 北海道コカ・コーラボトリング
（株）
• ペルノ・リカール・ジャパン
（株）
• キリンビール
（株）
• 北海道キリンビバレッジ
（株）
• 大水達也
• 青函フェリー
• ホテルパコ函館／スパ & カーサ函館
• （株）
函館酪農公社
• （株）
リアルグロウ
• SPORTS 北海道
• ハピネット mama

Festival Etiquette
We are looking forward to welcoming many
people to our event. To promote a happy and successful Festival we hope that WMDF-goers will
keep in mind:
• We encourage walking, cycling, or the use of
public transport wherever possible.
• Please, if you drink, don’t drive.
• We ask you to consider the lines of sight of
those around you when taking spaces in the
crowd, when using parasols/ sunshades/ umbrellas, or when carrying children on shoulders. The D in WMDF stands for Dance, so
expect that people will sometimes be on their
feet. The best place to remain seated is always
around the rear and sides of the audience area.
• WMDF is in principle a smoke-free event.
However, there will be some clearly marked
smoking areas. If you smoke in these areas,
please respect the crowd around you, and dispose of cigarette butts properly.
• WMDF is staffed by a team of friendly volunteers who are there to help, but please remember that they cannot know every detail of the
event and may need to check things occasionally or refer to someone else.
Conditions of Purchase/Entry
We are grateful to everyone who supports our
event, especially those who are mindful of the
conditions:
• In 2011, we introduced our “Open Japan” policy to help show the world that the country was

• 会場では、報道カメラマンおよび主催者が委託し
たカメラマン等が撮影を行っています。当該撮影
により発生する権利は、原則として主催者または
当該カメラマンもしくはその所属先に帰属するもの
とします。
• 主催者が撮影した写真や映像等は、次回以降
の広報宣伝に用いられる場合があります。当該映
像等には、お客様が撮影されている可能性があ
ることをご了承ください。なお、プライバシーに関す
るご相談は、芸術祭事務局（0138-52-3815）まで
お寄せください。
• 主催者は、すべての会場につき、その所有者より
借り受け、期間中はイベントを安全に運営し、終
了後はただちに現状に回復して返還する義務を
負います。したがいまして、法令に違反する行為、
事故が予見される行為、その他安全上に問題の
ある行為等を行うお客様には、退去していただく
場合があります。
• 主催者の許可なく、大道芸、チラシ等の配布行
為はご遠慮ください。

• 自然災害、人災、および疾病等の事故が予見さ
れる場合には、主催者の判断により、イベントを中
断または中止する場合があります。万一の際は、
主催者の指示に従ってください。
• 元町公園ステージが荒天中止の場合を含めて、
引換券・スポパス等の払い戻しはいたしかねます。

recovering from the Great Tohoku Earthquake.
We are continuing this policy of encouraging
audience members to photograph and video
outdoor stage events, and to post online to
show to the world. If you like, you can use
the hash tag #wmdf. Please be considerate of
others when taking pictures and observe the
following common sense rules: make sure that
no pathways around the stages are obstructed,
do not use tripods, as they will affect the view
of others, and no flash photography directed
at the stage, as it distracts artists and can be
dangerous. For videos, we ask audience members to display common sense: we think that
around one minute is a fair length to record,
and our staff will ask people obviously making
recordings longer than this to stop. In general,
WMDF reserves on behalf of the artists the
exclusive copyright for all photographs and
recordings made at any venue, and the above
permission to record and use images of stage
events excludes any usage that leads to profit-making.
• For any performance with a no photography
policy (still/video) this will be clearly announced and signposted. Anyone seen recording at such performance without permission
may have equipment confiscated.
• No person shall interfere with plants, water
fixtures, or any other installation at any of the
venues.
• No unauthorized busking or performing, flyering or pamphleting, or promotion or distri-

bution of goods or brands other than those of
WMDF sponsors.
• There will be no refunds given for lost tickets.
• WMDF events (including “colour” such as
audience participation) will be archived by
accredited camera crews and photographers.
Please be aware that images obtained in this
way may be used by the WMDF for publicity
purposes (both online and in mainstream media). Attendance at any WMDF event indicates
acceptance of the “fair use” of your personal
image in this way. The entry point for any query about the use of images is email to wmdf@
wmdf.org

落とし物、迷子
• お手回り品の管理には、十分にお気を付けくださ
い。落とし物をしたと思われる方は、インフォセン
ターへお名前、連絡先および品名等をお知らせく
ださい。
• すべての落とし物は、遅 滞なく函 館 西 警 察 署
（0138-42-0110）へ届け出ます。
• 迷子につきましては、防犯上の理由により、お子
様の名前を呼んでの会場アナウンスは控えさせて
いただきます。お心当たりの方は、速やかに近くの
芸術祭スタッフまたはインフォセンターにお申し出く
ださい。なお、はぐれた場合の集合場所を、あらか
じめ決めておくことをおすすめいたします。

Lost & Found
In the “Big Here”, things get lost. Our advice is:
• Please look after your valuables, but if you do
lose something, check if it has been handed in
at the main reception area of your event. Items
unclaimed will be held at the Festival Office
in the Machi-Tsukuri Center until 31 Aug (call
0138-23-8560) and then sent to the West Police Station (nishi keisatsu-sho) (call 0138-420110).
• Sometimes groups may be separated. We recommend you organize to meet with children
at the main reception area of your event if you
do lose each other. If a lost child arrives at the
main reception area, our staff will alert festival
security.
We wish you all a big, long WMDF.
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高所作業車体験コーナー

High Lift “Bucket Truck” Experience Corner

フレア
大道芸パフォーマンススペース

Pass Center

W.C.

元町公園会場は、メインゲートまたは
サブゲートからお入りください。

For all ticketing transactions please go to the
Pass Center at the Main gate.

ごみごみプロジェクト
Gomi Project

立入禁止区域
Off Limits

W.C.

4

5

Main gate

引換券とスポパスの交換は、
メインゲート裏のパスセンターで行います。

トイレ

立入禁止区域

メインゲート

Please enter from Main or Sub gate (requires pass).

57

Stage

アトラスステージ

（女性専用）

Waku Waku Festival Reception (Sports Hokkaido)
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チームワークチャレンジ
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車椅子優先スペース
Wheelchair Special Space

Sports Country

フレアエリア
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※ 21:30まで

もぐフェス本部
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BUNDA

B UND

Old Time Entertainment
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駐輪場
入口

Entrance

Bicycle Parking
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Exit
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函館市旧イギリス領事館
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W.C.
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客席（木樽・イス）

トイレ
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ブンダエリア

席（ベ
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むかしあそびひろば

スポーツカントリー
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デネブエリア

Gomi Project

Area

nohara

6 7 ハコダテサウルス バルゴン
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DENEB

ごみごみプロジェクト

チャラエリア
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Area

26

WMDF BAR

Only!
Only!
8/

Gomi Project

27

（ビール・ソフトドリンク）

※8/6（土）から 8/7（日）のみ開催。都合によりやむを得ず、場所を変更する可能性があります。

ペリー提督
来航記念碑

ごみごみプロジェクト

CHARA

35

Gomi Project

Only!

わくフェスの内容の詳細は、
パンフレットの P15 ～ で紹介しています。

わくわくフェスティバル Waku Waku Festival

（テーブル・イス）
Seating
(tables & chairs)

50

ごみごみプロジェクト

8/

567

8/
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Seating (counters)

8/

5～10

Off Limits

ペリー広場会場全体図 Perry Hiroba

客席

使
旧開拓
庁
函館支
書籍庫

エヌ・ハ－ベスト

FLARE Area

CHARA Area チャラエリア

8/

科学のはたけ

～おいしいカガク、育ってますよ～

52

客席（カウンター）

チャラステージ

立入禁止
区域

monsieur_i

Atelier Artepiritu

53

（旧北海道庁函館支庁庁舎）

SOUNTRA ANYWHERE COFFEE

Lotus

54

函館市元町観光案内所

Le Reve
MOUNTAIN HIPPIES

nana-papa

8 91011 Relaxation Salon

W.C.

Stage

Seven's FLOWER

夢横町

Area

トイレ

CHARA

EKOR KELINCI
Rose's house
札幌セレクト ～phile～ TIGA
shabby.F

Sato

Sub gate

Entrance
サブゲート

※ 平日 19:00まで
土・日・祝日 21:00まで

夢屋

李太白

8/

客席（階段）
Seating (stairs)

アガシの店

中華料理

Only!

喫煙スペース

Mary & Co.

レストラン

Only!

もぐフェスの出店店舗のメニューや商品の詳細は、
パンフレットの P16 ～ 紹介しています。
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「元町ベイエリア周遊号」元町公園前バス停より徒歩１分
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Exit only
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※都合によりやむを得ず、場所を変更する
可能性があります。
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元町公園会場全体図
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カレーハウス
Gurkha

函館
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函館
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Only!
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初
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函館

初
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出店
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Highlife Needle Work
ハイライフ ニードル ワーク

ハニー & ブルーチーズパン 植物と鉢カバーのセット、植物とプラントハンガー

Kanagawa

567

函館

出店

3

※007は「バリ島のおみやげ」として出店

出店

シンギングボール

Gallup

Otaru

BURGER SHOP HOT BOX
サルサバーガー
バーガー

フィル

Seven's FLOWER、TIGA EKOR KELINCI、
Rose's house、shabby.F

ドッグタグ刻印

出店

出店

アイスコーヒー

出店

567
Only!

子供服・布小物・ぬいぐるみ

初

函館

Hakodate

出店

公園会
町 8/

8 91011
Only!

303

サンマルサン

ブリトー、カクテル（フローズンマルガリータ、
テキーラベースのフローズンカクテル）
出店

3

回目
(007~)※

公園会
町
8/

11

陶器

※007は「ESTMODE」として出店
008は「チンクエテッレ」として出店

Only!

函館

Hakodate

カジュッタグレープフルーツ、ハモンセラーノ（原木生ハム）
出店

ナナパパ

出店

ー広場
8/

67

Only!

バルゴン

クレープ
Hakodate

出店

回目
3(007~)

ー広場
8/

67

Only!

Bu-Bu Cafe 茶結

nana-papa

冷製ガーリックシュリンプ

初

【Bar-wagon】

函館

回目
3(007~)

レストラン

ハンドメイドアクセサリー

ハコダテサウルス

サーフ

函館

たこザンギ、小樽しらゆき餃子、富貴の焼売

公園会
町 8/

出店

アクセサリー
リー

函館

回目
2(008~)

Hakodate

小樽飯櫃

初

comogomo
コモゴモ

Hakodate

Cocktail & Food BAR SURF

回目
2(008~)

函館

公園会
町 8/
5～10
Only!

SOUNTRA
ANYWHERE COFFEE nohara
サントラ
ノハラ

コーヒーパフェ
ェ
函館

Otarubonki

帽子

※Rose's house：4 回目（006～）
shabby.F：2 回目（008～）
Seven's FLOWER：2 回目（008～）

回目
2(008~)

Hakodate

ギャラップ

回目
4(006~)

Hakodate

Only!

出店

函館

ココナッツ・チキンスープカレー、スパムおにぎり
小樽

8 910

4

アジアンルームグッズ
ズ

出店

Toyama

★STREET HASSLE★
ストリート ハッスル
FELT BALLOON ORNAMENT、RESIN SUN CATCHER

公園会
町 8/

回目
(006~)※

Hakodate

初

スープカリー

出店

ハンバーガー、チーズバーガー

北斗
Hokuto

回目
2(008~)

ホットボックス

出店

回目
2(008~)

Kamell×Coco-Lili
カメル × ココリリ

回目
(007~)※

67

Only!

札幌セレクト～phile～

カクテル各種 Tシャツ・トートバック、インテリアボード、アクセサリー

杏仁豆腐

ー広場
8/

手絞り染めタイダイ衣料
衣料
札幌

Na Pua Hawaii

Hakodate

出店

N Harvest

有機ミックススパイス、有機紅茶、有機ドライフルーツ
ツ
富山

Only!

MOUNTAIN
HIPPIES
マウンテン ヒッピーズ
Sapporo

自転車（旅する自転車） パンケーキMIX、ハワイアンテイストのアクセサリー
※003は「TEAM 朝市」として出店
004-006は「函館朝市豚丼 ポルコ」として出店

初

回目
5(005~)

エヌ・ハ－ベスト

元

元

出店

6

回目
(003~)※

ワン・カップ・スープカリー・グリーン

出店

回目
3(007~)

ナプア・ハワイ

ジャンベ、鳥を呼ぶフエ
函館

神奈川

出店

ワン・カップ・スープカリー

函館

ORANGUTAN
オランウータン
Hakodate

Only!

公園会
町 8/

Le
Reve
ル レーブ

初

ナイン

Hakodate

Butadon Poruko・キャンプファイブ

Fukui

Kagaku no Hatake

Hakodate

耳
耳ツボジュエリー

出店

チキンフォー
福井

Only!

科学のはたけ ～おいしいカガク、育ってますよ～

※004は「ナマステ×ジャンボ」として出店

台湾式足揉み

初

豚丼ポルコ・CAMP5

8 91011

函館

Hakodate

ボディアート Starlightz（スターライツ）

Duende人形（ドゥエンデ）、タグアアクセサリー
クセサリー

詰め放題！

回目
(004~)※

567

2

回目
(008~)

Kushiro

出店

soupcurry NINE

CHILLNOWA
チルノワ

公園会
町 8/

出店

3

回目
(007~)※

レイキヒーリング
函館

Atelier
Artepiritu
アトリエ アルテピリトゥ

ゲソ揚げガーリック、スパイシーポテト
ト

Jonny’s Chicken Wings
ジョニーの手羽先、
バッファローウィング

Hakodate

初

出店

出店

函館

Hakodate

Only!

Yumeya
八雲産けんこう豚 ロコモコ丼、八雲産けんこう豚 ブロシェット

釧路

Nijiiro Hinayuma Cafe

※COCOLO：3 回目（007～）

出店

ユルリ

Hakodate

Only!

初

公園会
町 8/

8 91011

場
会

初

公園会
町 8/

8 91011

場

函館

出店

ロータス

函館

Sapporo

Hakodate Mono-Craft Market

函館

リメイクジーンズBAG

初

札幌

虹色ひなゆまカフェ

YU・RU・RI

ハンド＋ショルダーマッサージ
Hakodate

Jonnyの手羽先

Smile Kebab
スマイル ケバブ

Hakodate

ローストビーフ丼、ステーキ丼

3

回目
(007~)※

夢屋

出店

帽子型ミニチュアハットポーチ
レザークラフト、ウッドクラフト、シルバーアクセサリー、タイルクラフト 玄米おにぎりと重ね煮のセット、マヤ暦セッション、カラー筆文字セラピー 帽子、

Hakodate

Only!

Relaxation Salon Lotus

ぬの川

Nunokawa

東南アジア風

シクロ

※Leather & Bar KEN：3 回目（007～）
007は「まきりん」として出店

出店

初

八雲

Xich-lo

アンティーク家具（テーブル、ソファー、椅子、食器類）

古民具、
陶器類、
ビンテージ家電
Yakumo

出店

monsieur_i
ムッシュアイ

場
会

出店

回目
5(005~)

567

場

埼玉

Saitama

函館

Hakodate

出店

詰め放題！

回目
2(008~)

公園会
町 8/

ト
たこ焼き（北斗ソース）・（ハーブカレーソース） ヒマラヤ岩塩ピンクソルト

回目
4(006~)

居酒屋

コットンキャンディ

クリームチーズ入りレーズンバター

出店

初

札幌

Sapporo

Only!

マリー アンド コー

場

北斗
森

出店

函館

567

Mary & Co.

回目
5(005~)

ベトナムサンダル・バッグのお店

公園会
町 8/

出店

李太白

香港焼きそば、海老じゃが春巻、中華風特製かき氷

場

出店

回目
3(007~)

札幌

Sapporo

HAMON
WORKS
ハモン ワークス
Hakodate

場

静岡

Shizuoka

イタリアンホットサンド パニーニ

※710CANDLE：3 回目（006・007）

出店

3

回目
(006~)※

函館モノクラフトマーケット

Yumeyokocho

出店

Big Dipper
おつまみローストビーフ
フ

ビジョン心理学ロード

ノスケヤ

初

函館

Hakodate

nosukeya

Rihaku

場

Yamato

3

ピアス & イヤリング（ワークショップ・販売）
Sapporo

ビッグディッパー

ヤンニョムチキン、プルコギ串、サムギョプサル

出店

回目
5(005~)

キッチン

回目
4(006~)

中華料理

場

大翔

Osaka

※007は「HAWAII SPARK 函館 &
naturE」として出店

ハンドメイドアクセサリー

回目
(007~)※

夢横町

初

大阪

Hakodate

出店

naturE
ネイチャー
札幌

回目
2(008~)

ョ
削りいちご、タピオカ ポンデケージョ

出店

回目
2(008~)

函館

場

Osaka

出店

Hamachan’ss Takoyaki

函館

Hakodate

クルール

場
会

Hakodate

ガーリックシュリンプ
大阪

Makie Flower
：4 回目（006～）

006は「Marche de KUROJIRU」として出店
007は「まきりん」として出店

ハマチャンのタコヤキ

AKAMARU
アカマル

Nanae

シンディ スウィール フォー ネイル

Makie Flower & Kinoshita Sake-ten & Cheese-Damashii
世界のワイン
世界のチーズ
ヘッドクラウン

函館

回目
5(005~)

4

七飯

※004・005は
「カルナ & クルール」として出店

Only!

ポケットバーガー、ポケットあんころモッチーズ 各種カラーセラピー
ー

出店

回目
4(006~)

公園会
町 8/

6 71011

冷し珈琲、アイスカフェオレ

ジェルネイル、キッズネイル、ボディージュエリー、国旗ネイル キャンドル・サシェ、オーガニックエキナセアシロップ、木工作品 ベトナムサンダル、ベトナム少数民族雑貨、ビーズ雑貨
※木下酒店

006は「Marche de KUROJIRU」として出店
007は「まきりん」として出店

Makie Flower 木下酒店 チーズ魂

出店

6

回目
(004~)※

Couleur

Simdy Sweel for NAIL

：4 回目（006～）

回目
(006~)※

函館

Hakodate

場

函館

Hakodate

ガイトート、トムヤムクン

出店

出店

函館

Hakodate

日替りホットコーヒー

カラーセラピーサロン

Dynamite Cafe Plus

ポケットピザ
ザ

フェアトレード雑貨、足部反射区療法 足もみ、首・肩・経絡マッサージ

出店

函館

Hakodate

アガシの店

Korean Kitchen Agashi no Mise
チーズトッポギ、韓国のり巻キンパ・プルコギキンパ

元

Event Food J Company

炭焼きスペアリブ

Hakodate

※007は「ダイナマイトカフェプラス」として出店
008は「ダイナマイトカフェプラス&MOJAN」として出店

回目
3(007~)

コリアンキッチン

場

3

イベントフード J カンパニー

ふわふわかき氷

※Cocktail Bar CONCORD21：9 回目（001～）
Cocktail & Shot bar 坐忘：7 回目（003～）
Bar KAT'Z：4 回目（006～）

Cocktail Bar CONCORD21 コンコルド21
Cocktail & Shot Bar 坐忘 Zabou
Bar KAT’Z カッツ
Mojito モヒート
Granita di Cocomelo スイカのフローズン

函館

回目
(007~)

出店

3

回目
(007~)※

ダイナマイトカフェプラス

フラッペ

出店

9

回目
(001~)※

～ヴィシソワーズ～

出店

函館

Hakodate

ピースピース

場

Hakodate

出店

函館

Hakodate

北あかりを使ったジャガイモの冷たいスープ

、

出店

回目
6(004~)

select coffee shop peacepiece

元

Shari Patissier

おつまみアレコレ！、寿司アラカルト、キーマカレーいなり
函館

スノーアイス
イス
函館

しゃりパティシエ

※4 回目（005・007～）

出店

4

回目
(005~)※

COLD
RUSH
コールドラッシュ
Hakodate

出店

～カリカリパンと柔らかパン添え～

函館

Hakodate

Only!

Mintaru & the World Health of the Seven Gods of Fortune

元

初

Sato特製シチュー

ノンアルコール自家製レモネード

公園会
町 8/

8 91011

場

函館

サトウ

出店

回目
7(003~)

ペリ

エゾチキンカレー、
ナン、
サモサ
Hakodate

上ノ国フルーツポークステーキ
キ

函館

Sapporo・Yoichi

みんたると世界の健康七福神

ペリ

ボンベイ ブルー

ハコダテガーラ

Hakodate

BOMBAY BLUE

札幌・余市

Sato

追加 ック！!
要チェ

元

出店

回目
6(004~)

出店

回目
4(006~)

熊猫社中 洋食キッチン

メニュー ージなどの
ホームペ
情報を

F エリア
フレア■

場

Iwamizawa

函館

Hakodate

thu

場

岩見沢

本格インド料理

出店

回目
2(008~)

函館 GALA

wed

tue

元

Relaxation & Cosmetics

函館

Hakodate

mon

いる
紹介してはほんの一部！

Open14:00 / Close 21:30

～7

元

リラクゼーション・コスメ

土 日木

ペリー広場会場 Open 14:00 / Close 19:30

木

Perry Hiroba Aug. 6

元

Experience

～11

ペリ

体験・企画

Goods

sun

水

元

雑貨

Food & Drink

sat

fri

火

月

元

フード

日

函館市元町

場

アイコンの説明

土

元

SHOP LIST 出店予定店舗

金

元

August

Motomachi Park Aug. 5

B ・チャラ■
C ・デネブ■
A ・ブンダ■
D エリア
アトラス■

元

月

!

元町公園会場 Open 16:00 / Close 21:30 ※
函館市元町

元

8

同時
開催

ベーコンの黒胡椒焼きと
カリカリチーズクルトン

Chamusu

カフェラテ、キャラメルラテ

マフィン

● 都合により店舗・メニュー・商品の一部が変更になる場合があります。 ● メニュー・商品が品切れの際は、ご了承ください。 ● ゴミは会場内の備え付けのゴミ箱へ分別して捨ててください。 ● 飲酒は20歳になってから。飲酒運転は絶対におやめください。

Pass Required for Motomachi Park
元町公園会場の

(Whole Week Pass or One Day Pass)

入場はパスが必要です

No purchase required for JH students and below

ただし中学生以下は不要 （専用のパスをお渡しします）

７日間有効 得 パス／各種特典付き

Whole Week Sponsor Pass

市民スポンサーパス ¥3,000 前売あり／９９９枚限定
One Day Pass

ワンデイパス

Weekday

平日 ¥ 1,000

Sat,Sun & Holiday 土日祝 ¥2,000

１日限り有効／特典なし／前売なし
当日元町公園会場のみ販売

Goods & Gourmet From Around the World: 60+ Booths
Plus money-saving coupons

もぐフェスは

当日現金のほかお得な金券が使えます
Coupons valid at all Mogu Mogu Festival booths. (Booths also accept cash)

MoguFes Coupons

もぐフェス金券

¥1,000

５枚綴１１
, ００円相当（１００円お 得 ）

前売あり／期間中もぐフェス店舗で利用可

スポパス「引換券」販売所：函館市民会館、函館市芸術ホール、カフェ・ドリップドロップ（まちづくりセンター1F）、松柏堂プレイガイド、全国のローソンチケット
〈Ｌコード１２３０５〉
ほか各販売所。 もぐフェス金券販売所：カフェ・ドリップドロップほか。

もぐもぐフェスティバル２０１６ Bilingual web site!
同時開催〈第００９回〉はこだて国際民俗芸術祭

The “Long Now Concerts” in Hakodate, Japan

お問い合わせ: 芸術祭事務局

TEL.0138-

52-3815

（土日祝休）

主催：一般社団法人ワールズ・ミート・ジャパン 〒041-0833 函館市陣川町52-1 wmdf@wmdf.org http://wmdf.org WMDF 特別公演実行委員会 共催：公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団
後援：函館市、函館市教育委員会 企画：ひのき屋 制作：株式会社ヒトココチ WMDF, MoguFes & WakuFes are brought to you by “Worlds Meet Japan”.
協賛：
（有）
ウィズ、
（株）
池見石油店、
（有）
ウッド工房、五稜郭タワー（株）
、
（有）サインプランニングシステム、
（医）慈友会望ケ丘医院、
（学）函館大谷学園、
（福）函館共愛会共愛会病院、サントリー酒類（株）
協力：
（有）
グレアトーン、函館バス
（株）、ペルノ・リカール・ジャパン
（株）
、キリンビール（株）
、北海道キリンビバレッジ
（株）、北海道コカ・コーラボトリング
（株）、大水達也
道新地域げんき大賞受賞
ワールズ・ミート・ジャパン
青函フェリー、ホテルパコ函館、スパ & カーサ函館、
（株）函館酪農公社、
（株）
リアルグロウ、SPORTS 北海道、ハピネットmama
Genki Grand Prize Winner

大水達也
We are officially registered with the Japanese government as a non-profit. Any proceeds of our events go towards transformational social and educational projects locally and internationally.

一般社団法人ワールズ・ミート・ジャパンは公益を目的とした非営利事業を行う団体です。国際・地域的な社会教育およびまちづくりの活動を推進しています。

