＜報道関係 各位＞
2015 年 9 月 25 日
株式会社 横浜赤レンガ

＜ご取材のご案内＞
陽気なドイツ楽団とともに
陽気なドイツ楽団とともに約
ともに約 1000 人が大合唱で
人が大合唱でプロースト
大合唱でプロースト(
プロースト(乾杯)
乾杯)！
今年は「ビール女子
今年は「ビール女子」専用
ビール女子」専用ウッドデッキ席も
」専用ウッドデッキ席も登場
ウッドデッキ席も登場！
登場！

『横浜オクトーバーフェスト 2015
2015』
オープニングセレモニー／10 月 2 日(金)17：30～18：00 (報道受付 17：00～)

＜昨年の写真：ドイツ楽団の音楽に合わせ盛り上がるメインテント内の様子＞

横浜赤レンガ倉庫では、10 月 2 日（金）から 10 月 18 日（日）までの計 17 日間、『横浜オクトーバー
フェスト 2015』を横浜赤レンガ倉庫イベント広場で開催します。イベント初日の 10 月 2 日（金）は 17 時
30 分より、本場ドイツ・ミュンヘンの雰囲気に包まれたメインテント内でビア樽を
ビア樽を開栓
ビア樽を開栓し、ドイツ楽団の演奏に
開栓し、ドイツ楽団の演奏に
合わせてステージと
合わせてステージと会場のお客
ステージと会場のお客様
会場のお客様が一体となって乾杯
が一体となって乾杯するオープニングセレモニーを行います。
乾杯
横浜オクトーバーフェストは、開催地「横浜赤レンガ倉庫」がドイツの建築様式を一部に取り入れた歴史的建造
物であることから、本場のような雰囲気の中でビールが飲めるオクトーバーフェストとしてご好評いただいており
ます。2003 年から開催しておりますが、近年ではクラフトビールやフレーバービールなどの人気を受けて女性の
お客様が増加し、昨年は会期中で 13 万 9 千人もの方にお越しいただきました。
今年はドイツのオクトーバーフェスト公式醸造所である「ミュンヘン 6 大醸造所」のうち、5 つの醸造所の
ビールが登場し、過去最多となる 100 種類以上のビールを取り揃えます。中でも目玉は樽生として今年日本初
樽生として今年日本初
上陸となるドイツビール「アウグスティナーラガービアヘル」
上陸となるドイツビール「アウグスティナーラガービアヘル」が数量限定で登場。フードは、ソーセージやザワー
るドイツビール「アウグスティナーラガービアヘル」
クラウトといったミュンヘンのオクトーバーフェストでも親しまれている定番メニューに加え、きのこを使った
料理など、秋の味覚を満喫できる多種多様なラインアップをご用意します。
過去最大規模となる 3150 席の会場のうち、メインテントは本場のオクトーバーフェストにならい、ドイツで
定番のプレッツェルやレープクーヘンの装飾で飾られます。また、今年初めての取り組みとして 10 月 2 日（金）
、
7 日（水）、14 日（水）には、ウッドデッキスペースを女性専用席とし、「ビール女子」たちが
「ビール女子」たちがジョッキ片手に
たちがジョッキ片手に
気兼ねなくビールを
気兼ねなくビールをお楽しみいただける
ビールをお楽しみいただけるエリア
お楽しみいただけるエリアとなります。さらに、買い物帰りなど荷物を気にせず参加されたい
エリア
方の ため に手 荷物 一時 預 かり サー ビス を導 入（ 土 日祝 のみ ・有 料）。 すべ ての お客 様に とっ てよ り 快適な
オクトーバーフェストを目指します。
陽気な音楽と大勢のお客様で賑わう実りの秋の風物詩・
『横浜オクトーバーフェスト 2015』を、ぜひこの機会
にご取材くださいますよう、お願い申し上げます。
＜本件に関する一般の方のお問い合わせ先＞
＜本件に関する一般の方のお問い合わせ先＞
横浜赤レンガ倉庫２号館 電話 045-227-2002㈹

横浜オクトーバーフェスト ２０１5
２０１5
＜オープニングセレモニー
オープニングセレモニー 概要＞
概要＞
■日

時： 10 月 2 日（金）17：30～18：00

■場

所： イベント広場 オクトーバーフェストテント内
（〒231-0001 横浜市中区新港一丁目一番）

報道受付

海側

容： -主催者からの開催ご挨拶
株式会社横浜赤レンガ 代表取締役社長 久米本 憲一
-来賓ご挨拶
横浜市文化観光局長

２号館

(レッドゲート)

道路側

■内

※報道受付：17：00～ 2 号館側 レッドゲート

会場
１号館

中山 こずゑ様

-ステージ上で乾杯していただくお客さま 2 名を主催者・来賓より指名
-ビア樽の開栓
株式会社横浜赤レンガ 代表取締役社長 久米本 憲一
-ドイツ楽団「WOHO&KALENDAR BAND(ヴォーホー&カレンダーバンド)｣による
「乾杯の歌」演奏
-先着 3000 名様にミュンヘンカラー（青と白のチェック柄）を施したフラッグをプレゼント

＜横浜オクトーバーフェスト 2015 概要＞
概要＞
■期

間： 10 月 2 日（金）～ 10 月 18 日（日）17 日間（荒天・強風の場合、休業することがあります）

■時

間： 平日
土日祝

■場

12：00～21：30

※１０月 2 日のみ 17：00～21:30 まで

11：00～21：30

※飲食の販売終了時間は 21：00

所： 横浜赤レンガ倉庫イベント広場

■入場料： 300 円

常設座席数

1950 席

フリーエリア

1200 席

※飲食代は別途

※中学生以下無料。デポジット（ジョッキ預かり金）が別途必要。未成年者は保護者の同伴が必要

■ステージ： ドイツ楽団「WOHO&KALENDAR BAND｣が、音楽や踊りで本場さながらの雰囲気を再現します
※出演スケジュールは横浜オクトーバーフェスト特設サイトをご覧ください。
http://www.yokohama-akarenga.jp/oktoberfest2015/

■特

徴： ・ミュンヘン醸造所のビールから、日本の人気クラフトビールまで、100 種以上のラインアップ
・今回が日本初上陸の「アウグスティナーラガービアヘル」（毎日 100 名様限定）
※一日の提供量が限られているため、撮影・試飲ご希望の方は事前に事務局までお申し出ください

・女性専用席の設置（10 月 2 日（金）
、7 日（水）、14 日（水）：ウッドデッキ）
・手荷物一時預かりサービスの導入（土日祝：一日 500 円）
■主

催： 横浜赤レンガ倉庫（株式会社横浜赤レンガ・公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）

■後

援： ドイツ連邦共和国大使館、ドイツ観光局、横浜市文化観光局
日本初上陸！
アウグスティナー
ラガービアヘル
460ml ￥2,800オクトーバーフェスト公式
醸造所アウグスティナーが
初登場！豊かな泡立ち・
アロマの香り、バランスの
とれた苦みが特徴です。

横浜オクトーバーフェスト
初登場！
ヴァイエンシュテファン
トラディション

横浜オクトーバーフェスト
横浜オクトーバーフェスト
初登場！
ハッカー・プショール
ミュンヘナードゥンケル

500ml ￥1,9001000 年 の 伝 統 を 受 け 継 ぐ
ダークラガーが数量限定で横浜
オクトーバーフェスト初上陸！
赤褐色・マイルドな苦み・香り
高いアロマが特徴の味わい
です。

400ml ￥1,600ローストした麦芽と独自の
マッシュ製法によって、生み
出される美しい黒ビール。
ほろ苦さの中にもしっかり
とモルトが効き、香ばしい
フルボディのダークラガー
です。
※写真はイメージです。金額は税込です。

