
シャトルバスのご案内
●加賀温泉駅行…無料(予約不要)所要時間20分
17:10 / 18:30 / 19:10 / 19:50 / 20:30 / 21:10 / 21:50
※乗車人数が多い場合は、バスを増便します。

●JR金沢駅行…片道1,000円
瑠璃光発21:30-金沢駅着22:30
定員40名 当日受付(空席がある場合のみ)
1Ｆ本部・インフォメーション

●瑠璃光⇔森の栖…無料(予約不要)所要時間5分
[瑠璃光発 森の栖行] 21:30 / 21:40  
[森の栖発 瑠璃光行] 23:00 / 24:00 / 25:00 / 26:00 / 26:10
※23:00発便のみ、JR加賀温泉駅まで運行します。(所要時間20分)

乗降所 1Fシャトルバス乗降所

18.7.0002

オリジナル浴衣帯セット（レンタル）1,500円
デザイン浴衣帯セット（レンタル）2,000円
草履（レンタル）300円 / 足袋ソックス100円
貸切露天風呂（5箇所）2,000円/50分
カラオケボックス1,500円/60分
足つぼクイックマッサージ1,800円/10分～
エステ6,000円/30分～

タオル300円 / バスタオル（レンタル）300円
タオルとバスタオル(レンタル)セット　 500円

❶play(加賀・山代) / ジューススタンド
❷居酒屋丸十(石川・小松) / ローストビーフ丼
❸チャンピオンカレー(石川・野々市) / チャンピオンカレー、ヒレカツカレー
❹パンドーネ(加賀・片山津) / 片山津バーガー
❺割烹加賀(加賀・山代) / のどぐろ茶漬け(温・冷)
❻サン食品カナモリ・明月楼・いずみや(加賀・山中温泉) / 能登牛串、うなむす、コロッケ
❼フレッシュフーズストアキタガワ(石川・穴水) / 焼き鳥、焼きトウモロコシ
❽ミスターサモサ(大阪) / キーマカレー
❾FRONT(京都) / イタリアン
10旨夢路本舗(滋賀) / もちもちポテト

14:00～16:00
※プリント時間3分程度

一刷り500円
当日受付1Ｆ本部・インフォメーション

17:00～18:00 1,000円
定員6名 １Ｆあいあい広場

17:00～18:20  無料
１Fクラブステージ

放課後ソーダ日和
-特別版- 上映会 18:20～18：50  無料

１Fクラブステージ

トークショー

能登牛飯温泉玉子添え 1,500円
鴨ロースト和風丼 1,300円
加賀棒茶アイス入りカキ氷 600円
棒茶とトマト2色パンナプリン 500円
丸かじりフルーツトマト 350円

能登ポーク冷しゃぶ 500円
上ホルモン 500円

炙りのど黒棒寿司(2貫)
600円

鮪漬け山掛け丼
1,300円

身体に優しい発酵食アイスパフェ
800円

11和酒Bar縁がわ（山中温泉）

加賀の冷やしラーメン
1,200円

加賀の醤油ラーメン
1,000円

加賀野菜  天麩羅そば(冷)
1,200円

15:50～16:20
 無料  １Fロビー

16:50～17:20
 無料  １Fロビー 無料

１Fあいあい広場
ろるらり

トークショー

12：15～13：15  無料
１F入場口前
定員10組(先着順)　

1F本部・インフォメーション　14：00～21:00

販売・レンタル・館内施設
受付１F本部・インフォメーション
14：00～21:00

加賀温泉郷フェス2019
アフターパーティーin森の栖
開場・開演22:00  終演25:00(予定)
入場料：当日2,500円
　　　　別途1ドリンク500円必要

会　場：山代温泉 森の栖
　　　　(石川県加賀市山代温泉14-27)

出演者：Avec Avec / in the blue shirts
         Tomggg / PARKGOLF / 春ねむり/ Yackle
瑠璃光・アフターパーティー会場間のシャトルバスがございます。
(右記ACCESS参照)
お車でお越しの方は駐車場をご用意しています（先着順・台数限定）
※未成年の方はご入場いただけません。

勝手にP.O.P歌謡祭
大カラオケ大会
in 加賀温泉

田口陵とココナツ・ホリデーズの
勝手に加賀フェスグッズ屋さん

ニク・ジャガーの
似顔絵占い

16:00～17:00
1,000円  定員15名
１Ｆあいあい広場
対象年齢：3歳以上
(小学生以下は保護者同伴で
ご参加ください） 

ヴィヴィアン佐藤と
北見えりの
モンスターヘッドドレス体験

加賀温泉ビアガーデン　１F入場口前　12:00～21:00加賀温泉食堂　１Fあいあい広場　14:00～21:00

月の庭食堂　B１F　14:00～21:00

18:50～19:00
無料
１Fクラブステージ

塩塚モエカ
(羊文学)
ミニライブ

ライブ
ペインティング

ドリンクコーナー
●クラブステージ、トロピカルステージ、月の庭食堂、プールステージ
　生ビール、ハイボール、チューハイ、カクテル、ソフトドリンク

●１F ロビー、大宴会場ステージ前、ビアガーデン
　上記メニュー +ワイン、梅酒　※1Fロビーのみ、ウイスキーやバーボン他数種類あり

しまおまほ
(漫画家・エッセイスト)
川辺ヒロシ
(TOKYO No.1 SOUL SET)

14:50～15:30
 無料  １Fロビー
寺嶋由芙
ぱいぱいでか美

しまおまほ
(漫画家・エッセイスト)
石井啓一
(陶芸家)

事前予約制、
空きがある場
合のみ当日受
付をします。

枝優花(放課後ソーダ日和監督)
ヴィヴィアン佐藤(非建築家)
直井卓俊(SPOTTED PRODUCTIONS代表)
萬谷浩幸(加賀温泉郷フェス実行委員長)

アメリカ、スウェーデン、南アフリカなどから来日した音楽、ヴィ
ジュアルアート、写真など様々なジャンルのアーティストが山
代温泉に滞在し、制作、パフォーマンスする国際的なアーティ
ストレジデンシー。今年は加賀温泉郷フェスとコラボし、会場内
にて様々なパフォーマンスを展開します。

 １Fあいあい広場　事前予約制、空きがある場合のみ当日受付します。

加賀の人気店が今年も出店！酒匠が厳選す
る加賀の銘酒をお楽しみいただけます。
月の庭食堂前 B1F 14:00～21:00

温泉玉子 150円
鮪漬け山掛け 800円

teto ceramics
「夏仕様」
石井啓一陶展 in
べんがらや
7月18日(木)～
7月30日(火)
ギャラリー&ビストロ 
べんがらや
会場内にて一部物販あり。
７月21日(日)はべんがらや
に作家在廊。

枝優花 ヴィヴィアン佐藤 直井卓俊 しまおまほぱいぱいでか美寺嶋由芙 川辺ヒロシ 石井啓一

1F  14:00～21:00  入場無料

販売場所　玄関前チケット売場、１F本部・インフォメーション

大浴場

３F スカイガーデンプール　14:00～18:00
     ナイトプール　　　　　 18:00～21:00　
タオル300円 / バスタオル（レンタル） 300円
タオルとバスタオル(レンタル)セット500円
浮き輪（レンタル）500円
※プールをご利用の場合は必ず水着をご持参ください。
※プールステージ内に更衣室がございますが、
　混雑時は譲り合ってご利用ください。

プール 入場無料

VIP券

Tシャツ（CIDER inc. 田口陵Ver.）　3,000円
S / M / L / XL　YELLOW / WHITE

Tシャツ（ステレオテニスVer.）　3,000円
S / M / L / XL　WHITE

タオル
1,000円

加賀フェスのフライヤー
を担当している CIDER 
inc. 田口陵によるデザ
インTシャツ。

【FUSIONアーティスト】
Ameer Carter ／ Andres Alvarez ／ Besmira Rraci ／ Bria 
Whitney ／ Chuck Wilt ／ Elyse Walker ／ Hiten Bawa／ Kaira 
Villanueva ／ Kayla Vasquez ／ Kiara Widodo ／ Kyle Filley ／
Mange Helberg ／Mark De Clive Lowe ／Melanie Charles ／
Natalie Foucauld ／ Patrick Smith ／ Sho Ishikura ／ Skylar 
Davis ／ Yazmine Graham

ノスタルジックな80年
代をアップデートし、現
代に落としこむイラスト
やデザインを制作する
アーティスト・グラフィッ
クデザイナー・イラスト
レーターであるステレオ
テニスによるデザインT
シャツ。

EVENTEVENTEVENT

CONTENTSCONTENTSCONTENTS FUSION 2019FUSION 2019FUSION 2019

OFFICIAL GOODSOFFICIAL GOODSOFFICIAL GOODS

FOODFOODFOOD

WORKSHOPWORKSHOPWORKSHOP

1F 入場口前  11：30～21：00

17:40～18:20　無料　2F水仙
FUSION - Melanie Charles, Mark De Clive Lowe,
Sho Ishikura and Le-Poodle Live

クローク

45ℓサイズ　1,000円 / 1日
90ℓサイズ　2,000円 / 1日
いずれも出し入れ自由

★VIP特典★
各ステージ会場専用エリアでのご観覧や専用休憩ラウンジのご利用など、様々な特典
をご用意しています。また、クロークや貸切露天風呂、浴衣・タオルセットは無料でご利
用いただけます。

【数量限定】入場券をお持ちの方は9,000円の追加でVIP券当日変更可能です。

※お預けになったお荷物は必ずお引き取りください。お引き取り
いただけないお荷物は処分させていただきます。
※手荷物はクローク袋に入るもののみお預かりできます。
※貴重品等はお預かりできませんので、ご自身で管理をお願い
いたします。

ゆのくに天祥

加賀温泉郷フェス
会場：瑠璃光

アフターパーティー
会場：森の栖

雄山閣
葉渡莉

リブマックス
リゾート加賀山代

SWING

AFTER PARTYAFTER PARTYAFTER PARTY ACCESSACCESSACCESS

徒歩
10分


