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『FIGHTERS SUMMER VILLAGE』開催 !

-

（金）

（日）

開催日時

7 / 7（金） 15：00 〜 7回裏終了まで
7 / 8（土） 12：00 〜 7回裏終了まで
7 / 9（日） 10：00 〜 7回裏終了まで

札幌ドーム場外
開催場所
「オープンテラス」

MARKET AREA

WORK SHOP

Jamais Vu Cuir（雑貨）

MARKET 参加店（飲食）
Canvas Cakes（焼菓子）

オーダーメイドケーキが人気のちいさなス
イーツアトリエ。

7/7（金）から9（日）の3日間は、マーケット、ワークショップ、音楽ライブなどが一度に楽しめる、
新たな週末フェス『FIGHTERS SUMMER VILLAGE』を開催。
マーケットエリアには北海道内の人気のパンや焼菓子、スイーツ、雑貨店が集結。
ファイターズとともに週末フェスを楽しみましょう！

patisserie Lapin（焼菓子） 桜楓堂（パン）
西区西野にある小さなお菓子店。極力シンプルに味
を組み立てた、丁寧に作り上げた焼き菓子をご用意。

北海道産食材とパンの融合をコンセプトに季節、
香り、食感を感じるパン作りを心掛けています。

Miyanomori Bread 117（パン） TORATTORIA CUGIRA（ピザ）
札幌市の宮の森にある小さな天然酵母のパン
屋さん。おいしい焼きたてパンをどうぞ。

キーホルダーづくりワークショップ

7（金） 8（土） 9（日）

七宝焼作家のさとうゆうき（雑貨）
7（金） 8（土） 9（日）
七宝焼づくり・キッズ向けワークショップ

小西木材（雑貨）

7（金） 8（土） 9（日）

木製小物づくりワークショップ

ナポリ伝統の揚げピッツァなど、目でも舌で
も楽しめるイタリア料理店 。

都合により出店がなくなりました。
ご了承ください
参加費 ￥500
・ロリポップクッキー ¥ 350
・ボールマフィン ¥ 500 他

・ゆきしょこら ¥ 200
・メープルナッツ ¥ 250

7（金） 8（土） 9（日）

・豚パン ¥ 350
・クリームパン ¥ 300

他

7（金） 8（土）

他

8（土） 9（日）

・イングリッシュマフィン ¥ 200
・ぎっしりレーズン ¥ 300 他

7（金）

9（日）

・揚げピッツア（マルゲリータ）¥ 500
・揚げピッツア（クアトロフォルマッジ）¥ 700

7（金） 8（土） 9（日）

M - みゅう -（焼菓子）

VERY FANCY（グラノーラ）

Café pan gi

北新ケータリング

Styria

・ほうじ茶シフォン ¥ 300
・キャラメルナッツタルト ¥ 400

・VF グラノーラソフト ¥ 500
・VF玄米グラノーラ ¥500(80g)/ ¥1,000（200g） 他

・生ハムのボカディージョ ¥ 600
・ベーコンレタスのボカディージョ ¥ 600

・ガパオライス ¥ 600
・パッタイ ¥ 600

・ナンドック ¥ 500
・フルーツナンドック ¥ 500

道産の食材を使用するなど材料を厳選し、少しでも体
に優しいお菓子を目指して一つ一つ手作りしています。

8（土） 9（日）

他

代官山、渋谷等にも店舗を構える人気のパンケーキ店。当イベント
では人気のオリジナルグラノーラを使った特別メニューをご用意。

7（金） 8（土） 9（日）

7（金） 8（土） 9（日）

菜直売所
野
道
海
北
！
送
直
産地
7 8 9
（金）

（土）

スペイン風サンドウィッチを提供する、
ほっと一息できる移動式カフェ。

（日）

MARKET 参加店（雑貨）
Jamais Vu Cuir（雑貨）

北海道育ちの牛革・キップスキン、エゾ鹿革・国産豚革と
国産の皮革ををメインにお財布などの革小物を製作販売。

人気のアジアフード、ガパオライス & パッタイ
をご用意 。

7（金） 8（土） 9（日）
小西木材（雑貨）

千歳市で親子三代に渡って木材を販売加工する小西木材。道産木材を使
用した家具や木工小物の製造販売、木工教室、ワークショップ等も実施。

北海道内の農家や農園から直接仕入れ！
産地直送の新鮮で美味しい野菜を限定販売します。
7（金） 8（土） 9（日）

7（金） 8（土） 9（日）
・ブローチ ¥ 1 , 500 ・木べら ¥ 1 , 900 他

8

（土）

7（金） 8（土） 9（日）
七宝焼作家のさとうゆうき（雑貨）
札幌と旭川を拠点に七宝焼や、立体、平面作品を
制作しています。

7（金） 8（土） 9（日）
・七宝焼アクセサリー ¥ 2 , 860

参加費 ￥2 , 000

7/

9

（日）

所要時間 約30分

参加費 ￥800

所要時間 約30分

MUSIC LIVE
出演アーティスト
アキオカマサコ 14:00 〜

北海道出身。一度耳にしたら忘れら
れない声を持つ北海道を拠点に活動
するシンガーソングライター。TVCM
で の楽曲タイアップ も多数手が け
る。また歌だけではなく、その独特
な声でのナレーションでも数多くの
作品がある。網走観光大使。

食材や味にこだわった、フルーツナンドック
などをご用意 。

都合により出店がなくなりました。
ご了承ください
・Le cocon（ピアス）¥1,500 ・ペットボトルホルダー ¥1,500 他

7/

所要時間 約15分

岩ヰフミト 14:20 〜

LOVERSOUL 14:45 〜

2010年、ロックバンドGalileo Galilei
のメンバーとしてメジャーデビュー。
2014年には、北海道恵庭市出身の４
人組ロック
「FOLKS」を結成し、
キュー
ンミュージックよりデビューアルバム
をリリース。台湾にて初のソロライブ、
その他ニューヨークにも活動を広げ
海外にも進出している。日本最大級
のファッションショー「東京コレク
ション」にもモデルとして出演。

2012年ORANGE RANGEとのコラボシ
ングル「Loveliest」リリースを機にソロプ
ロジェクトLOVERSSOULを始動。楽曲
の数々が、セイコーマート・札幌競馬場・
札幌国際大学等TVCMに抜擢され話題と
なる。聴く人の心に響く芯のある澄んだ
“声”と、ライティング力は多方面で評価
され、AIR-G' FM北海道毎週水曜夜7時〜
「NOW&NEXT」のパーソナリティやアー
ティストへの楽曲提供等も手掛けている。

なかにしりく 12:20 〜

木箱 12:45 〜

出演アーティスト
Chima 12:00 〜

札幌在住のシンガーソングライター。
OFFICE CUE所属 。幼少期をドイツ、
アメリカで過ごす。自身の活動の他
に GalileoGalilei のコーラス、蓮沼執
太氏や TO-MAS( クラムボンミト氏
が参加する劇伴ユニット ) へフィー
チャリングボーカルとして参加する
など精力的に活動中 。昨年『RISING
SUN ROCK FESTIVAL 2016 in
EZO』に初出演を果たす。

〜

ギター 1本でどこへでも行くボヘミ
アン型シンガーソングライター。ほろ
苦く甘いビタースウィートな楽曲の
数々を、耳馴染みの良いハスキーな
声と繊細なファルセットを織り交ぜ
て歌い上げる。RISING SUN ROCK
FESTIVAL、oto to tabi などのフェ
スに出演する。近年は楽曲提供、映
画出演など多方面でも活躍中 。

2004 年札幌で結成。SAyA（サヤ）と西村
サトシの二人による札幌在住のユニット。
エレクトロニカを基調に他ジャンル要素を
配合し実験的且つ緻密にアレンジされた透
明度の高い声が融合され独自の世界感を
放っている。また、SAyA は「Rhythmy」、
西村は「mind-set」名義でソロ活動を行う
一方、西村はエンジニアとしてサカナクショ
ン の「GO TO THE FUTURE」や「NIGHT
FISHING」などを手がけた実績を持つ。

開催！
！
※写真はイメージです ※イベント内容等は都合により変更になる場合がございます

