
３ 「日本ワインフェスティバル花巻大迫」いよいよ開催 

 

 宿場町おおはさま４００年記念事業として、同実行委員会が主催する日本ワインフェスティバル

の開催が、いよいよ来週末に迫ってきました。岩手県内のワイナリーをはじめ、東北・甲信越地方の

ワイナリーが誇る自慢のワインを、是非ご堪能ください。期間中はワインに加え、フードコーナーで

ワインに合うおつまみを味わえるほか、大型テント内にあるステージでは、ＪＡＺＺ ＬＩＶＥやソ

ムリエによるワイントークショーをお楽しみいただけます。是非、お越しください。 

  

１ 日 時  平成２９年６月３日(土) 午後１時から午後５時まで 

       平成２９年６月４日(日) 午前 10時から午後４時まで 

       ・６月３日(土)午後 1時よりオープニングセレモニーを行います。 

 

２ 場 所  花巻市大迫町中心部（仲町交差点から大迫交流活性化センター前の市道） 

・大迫交流活性化センター駐車場には大型テントを設置します。 

 

３ 内 容  ①東北・関東・甲信越地方から 30ワイナリーが出展。116アイテムを提供します。 

ワイングラス 1杯(100 ﾐﾘﾘｯﾄﾙ)を 300円から楽しむことができます。 

ワインチケット制で、1杯の料金はワインごとに異なります。 

１杯（約 100ml）あたりの価格帯 

・300円：51 ｱｲﾃﾑ ・400円：45 ｱｲﾃﾑ ・500円：11 ｱｲﾃﾑ 

・600円：6 ｱｲﾃﾑ ・700円、800円、900円：各 1 ｱｲﾃﾑ 

          詳細は別添出店アイテム一覧をご覧ください。なお、会場内ではワインのボトル

販売は行いません。 

 

       ②大型テント内のステージではソムリエ福井富士子氏と各ワイナリーの方とのワイ

ントークショーや“JiLL-Decoy DUO”(ジルデコデュオ)によるジャズライブなどを

行います。 

        日時 ソムリエワイントークショー 

６月３日（土） 14：30～ 15：35～ 

            ６月４日（日） 11：30～ 13：00～ 14：00～ 

           ジャズライブ 

６月３日（土） 15：00～ 16：00～ 

            ６月４日（日） 12：00～ 13：30～ 14：30～ 

            

４ チケット ワインの有料試飲はチケット制です。 

①前売券 ２，０００円（ワインチケット 2,000円分+ワイングラスチケット付） 

市役所観光課、各総合支所等各プレイガイドで販売（別添チラシ参照） 

※インターネットでの申し込みをご希望の方は、市役所ホームページの日本ワインフェスティ

バルのページから申し込みください。インターネットによる申し込みは６月２日まで。 

②当日券 (1) ２，０００円（ワインチケット 1,800円分+ワイングラスチケット 200円） 

(2) ワインチケット(バラ券)：100円単位で販売 

(3) プラスチック製オリジナルワイングラス：200円で販売 

    



※当日チケットをお求めの方は、会場内２か所に設置してあるインフォメーションでお求めく

ださい。 

 

５ フードコーナー 

フードコーナーではワインに合うおつまみなども楽しめます。 

フードは現金でお買い求め願います。（ワインチケットは使えません。） 

出店と主なメニューは次のとおりです。 

・宮城「利久」 牛たん焼き、牛たんベーコン串、牛たん唐揚げ他 

・「㈱岩手畜産流通センター」 ソーセージ、フランクフルト 

・「㈱エーデルワイン・サポート」 ステーキ、ムール貝のワイン蒸し、 

カマンベールフライ串、オードブル、野菜スープ 他 

・「大迫チーズ生産組合」 チーズ、ピッツァ 

・「花巻黒ぶだう牛研究会」 花巻黒ぶだう牛の串焼き 

・「㈱新亀家」 オードブル、玉子焼 

・「孝和園」 豚バラあぶり焼き、合鴨のスモーク 

・「㈲石黒農場」 ほろほろ鳥からあげ、コロッケ 

・「ミルク工房 ボン・ディア」 のむヨーグルト、ジュース、お茶 

・「お食事処 山水」 そば、炊き込みご飯、かき氷 

・「㈲小野」 ラーメン 

・「大迫あねっこの会」 串だんご、漬物、おにぎり 

・「大迫菓子センター」 ワインゼリー、串だんご、和菓子、ワインようかん 

・「㈲早池峰だんご」 もち、だんご 

 

６ シャトルバスの運行 

      (1) 盛岡・花巻・北上方面からの有料シャトルバスを運行します。 

 ・別添チラシの時刻表を参照願います。 

 ・6月 4日（日）は復路のみ１便を追加します。各方面とも 13：00会場発 

で、往路停車地を経由します。 

  盛岡駅西口バスターミナル      14：20着 

  花巻駅前バス停           13：50着 

  ホテルニューベール北上アレックス前 14：10着 

(2) 大迫町内には臨時駐車場があります。会場周辺にお越しいただきます 

と、係員が誘導案内いたします。 

会場から離れた駐車場から、次の時間でシャトルバスを無料運行します。 

６月３日(土) 午後 12時 30分から午後５時 30分まで 

６月４日(日) 午前９時 30分から午後４時 30分まで 

ただし、ハンドルキーパーを確保してご利用ください。 

      (3) 会場とワインシャトー大迫を直結する専用バスも無料で運行します。 

６月３日(土) 会場発   14：00、15：00  

シャトー発 14：50、15：50 

６月４日(日) 会場発   12：00、13：00、14：00 

 シャトー発 14：50、15：50 

 



※ワインシャトー大迫は、㈱エーデルワインの無料試飲や直売コーナー、 

有料テイスティングルームもご利用になれます。 

ワインシャトー大迫では、ワインフェスティバルのワインチケットは 

使用できません。 

 

７ 「神楽の日」の同日開催 

6月 4日(日)は、大迫交流活性化センターで「神楽の日」公演を行います。 

出演は八木巻神楽で、入場料は 1,000円ですが、ワインチケット購入者は 

800円で入場可能です。 

開場は午前 10時、公演時間は午前 11時から午後 3時頃まで（正午から午後 1時ま

で休憩）となります。 

 

＜担当 大迫総合支所 地域振興課 ４８－２１１１ 内線１６５＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



項目Ｎｏ３　資料

1 エーデルワイン 五月長根葡萄園 白 400

（花巻市大迫町大迫） 蔵出しにごりナイアガラ 白 300

星の果樹園ナイアガラ スパークリング 300

早池峰神楽ワイン 赤 300

ドメーヌ・エーデルツヴァイゲルトレーベ2013 赤 600

2 高橋葡萄園 リースリングリオン2016 白 400

（花巻市大迫町亀ヶ森） ミュラートゥルガウ2016 白 400

ツヴァイゲルトレーベ2016 赤 400

フロイデ2016 白 500

キャンベルロゼ2016 ロゼ 400

3 亀ケ森醸造所 初号コラボワイン（コルク） スパークリング 300

（花巻市大迫町亀ヶ森） 初号ワインスチューベン（コルク） 赤 300

初号シードルミックス スパークリング 300

4 くずまきワイン 蒼 赤 400

（岩手郡葛巻町） 星 白 300

風 白 400

フォーレ・赤 赤 300

ほたるスパークリング白 白 500

5 自園自醸ワイン紫波 グランヴァン紫波2011 赤 600

（紫波郡紫波町） グランヴァン紫波2013 白 500

シャルドネ樽熟成2014 白 400

ヴァンド紫波 赤 300

にごりワイン遅摘み 赤 300

6 THE　RIAS　WINE
 キャンベルアーリー　ロゼドライ2016 ロゼ 300

（陸前高田市） ナイヤガラ2016 白 300

ロゼ2016 ロゼ 300

ポムタカタ スパークリング 300

マール2016 白 400

7 涼海の丘ワイナリー 紫雫　マリンルージュ・ロゼ ロゼ 400

（九戸郡野田村） 紫雫　マリンルージュ・赤 赤 500

8 ワイナリーこのはな 鴇小公子2015無濾過 赤 500

（秋田県鹿角市） 鴇山ソービニオン2016無濾過 赤 400

鴇ワイングランドロゼ無濾過生詰 ロゼ 400

鴇ワイングランド赤 赤 400

鴇ナイアガラ 白 400

■「日本ワインフェスティバル花巻大迫
おおはさま

」出展
しゅってん

アイテム一覧

№ ワイナリー名 出品アイテム名 種類 チケット
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9 ふくしま農家の夢ワイン 一慶 赤 400

（福島県二本松市） 一仁 赤 400

ケルナー 白 400

10 いわきワイナリー DELAWARE2016 白 400

（福島県いわき市） FUJI NO YUME2016 赤 400

KOSHU 白 400

MUSCUT BAILEY A 赤 400

11 高畠ワイナリー 嘉スパークリング　シャルドネ スパークリング 300

（山形県東置賜郡高畠町） 高畠ゾディアック　シャルドネ2015 白 600

高畠バリック　プレミアムロゼ2015 ロゼ 400

高畠バリック　たかっきカベルネ2014 赤 500

高畠　氷結搾り　デラウェア2016 白 400

12 有限会社朝日町ワイン スパークリング　ナイアガラ スパークリング 300

（山形県西村山郡朝日町） 山形ナイアガラ　辛口 白 300

マスターセレクション　アッサンブラージュルージュ 赤 300

マスターセレクション　遅摘みマスカットベリーA種 赤 300

マスターセレクション　遅摘みマスカットベリーAロゼ ロゼ 300

13 庄内たがわ農業協同組合月山ワイン山ぶどう研究所 ソレイユ・ルバン　ヤマソービニオン 赤 300

（山形県鶴岡市） ソレイユ・ルバン　甲州シュールリー 白 300

ソレイユ・ルバン　ロザートフリッザンテ
スパークリン
グ 300

14 (株)アグリコア越後ワイナリー ドメーヌ越後　メルロー2013 赤 600

（新潟県南魚沼市） 越後ワイン　ケルナー2015 白 400

越後セーベル　スパークリング スパークリング 300

15 胎内高原ワイナリー アッサンブラージュ・ルージュ 赤 400

（新潟県胎内市） アッサンブラージュ・ブラン 白 300

アッサンブラージュ・ロゼ ロゼ 300

16 はすみふぁーむ&ワイナリー はすむふぁーむシャルドネ2016 白 500

（長野県東御市） 千曲川ワインバレーメルロ2015 赤 600

ナイアガラドライ 白 300

コンコードドライ 赤 300

17 株式会社シャトー勝沼 スパークリング甲州 スパークリング 300

（山梨県甲州市） プレミアム甲州 白 400

Ｇ１山梨　甲州 白 400

Ｇ１山梨　マスカットペーリーＡ 赤 400

菱山ブラック・クイーン 赤 400

18 大和葡萄酒株式会社(HAGGY WINE) 蕾　ＴＳＵＢＯＭＩ 白 300

（山梨県甲州市） ハギースパーク古代甲州 スパークリング 400



項目Ｎｏ３　資料

19 東晨洋酒株式会社 甲州街道栗原宿産ケルナー　 白 300

（山梨県山梨市） 甲州街道栗原宿産ベーリーＡ 赤 300

マスカットベーリーＡ 赤 400

ラガーワイン　オールフォーワン 白 400

ラガーワイン　スクラム 赤 400

20 シャトージュン株式会社 シャトージュン　甲州 白 300

（山梨県甲州市） シャトージュン　甲州樽熟成 白 400

ジュン　スパークリング スパークリング 300

セレクト　ロゼ ロゼ 300

シャトージュン　カベルネソービニヨン 赤 600

21 五味葡萄酒株式会社 ペントピア甲州2016 白 400

（山梨県甲州市） ペントピア甲州グリ2016 白 400

ペントピア甲州樽醗酵2016 白 500

ベーリーＡ2016 赤 400

シラー2016 赤 500

22 麻屋葡萄酒株式会社 峡東メルロ＆ベーリーＡ 赤 300

（山梨県甲府市） 勝沼甲州シュールリー 白 300

生き生き山梨　赤 赤 300

生き生き山梨　白 白 300

麻屋ももいろスパークリング スパークリング 300

23 株式会社ルミエール ルミエール　スパークリング　甲州 スパークリング 400

（山梨県笛吹市） ルミエール　スパークリング　ロゼ スパークリング 400

シャトールミエール　赤 赤 700

プレステージクラス　オランジェ　 白 400

ＧＡＢＵ（ガブ） 赤 300

24 鶴屋醸造株式会社 ツヴァイゲルトレーベ 赤 300

（山梨県山梨市） メルロー 赤 300

甲州 白 300

25 三養醸造株式会社（山梨県山梨市） 窪平2015　赤ワイン 赤 400

26 山梨醗酵工業株式会社 テキセンワインアジロンダック 赤 300

（山梨県山梨市） テキセンワイン甲州シュールリー仕込 白 300

27 甲斐ワイナリー株式会社 キュベかざま甲州辛口 白 400

（山梨県甲州市） かざま甲州ＳurLie 白 300

かざまメルロー 赤 300

28 塩山洋酒醸造株式会社 重川　甲州　2016 白 300

（山梨県甲州市） Japanese blend 2015 赤 300

29 東京ワイナリー 東京ワイナリー×長野県高山村シャルドネ 白 400

（東京都練馬区） 東京ワイン 赤 400

涙 赤 800
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30 ココ・ファーム・ワイナリー 2015こころぜ ロゼ 300

（栃木県足利市） 2014風のルージュ 赤 400

スパークリング 赤 500

2015プティ・マンサン 白 500

2012北ののぼ スパークリング 900
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