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報道関係者各位

一般社団法人福井県眼鏡協会

プレスリリース

「 #めがねよありがとう 」が合言葉。国内外から1万人以上のめがねファンが集まる唯一無二のフェス！

「 #めがねフェス 」5周年、6月9日（土）・10日（日）福井県鯖江市で開催！
〜めがねに関わるすべての人へ。めがねの産地がおくる、めがねづくしの２日間！〜

一般社団法人福井県眼鏡協会（福井県鯖江市新横江
2-3-4、会長：竹内良造）は、「めがねフェス2018」を
6月9日・10日にめがねミュージアム、ならびに鯖江市文
化センター前駐車場特設会場にて開催します。
「めがねよ、ありがとう」を合言葉にはじまっためが
ねフェスも今年で5周年。めがね供養やめがねグルメ、
めがねミュージシャンによるステージ、めがねワーク
ショップ、メガネリンピックなど、多彩なイベントに加
え、昨年好評を得た産地のめがねメーカーによるPOP
UP GALLERYやめがね職人が知識を競うクイズダービー
など、めがねの作り手と使い手が出会える貴重な機会を
創出します。

■「めがねフェス2018」概要
名称
日時

めがねフェス2018
2018年 6月9日（土曜日）9：30〜21：00
6月10日（日曜日）10：00〜16:00

会場

めがねミュージアム（福井県鯖江市新横江2-3-4）
鯖江市文化センター前駐車場特設会場

アクセス

・JR鯖江駅より徒歩約10分 ・北陸自動車道 鯖江IC から車で約3分

イベント
内容

めがね供養、めがねステージ、めがねグルメ、めがねクイズダービー
めがねグッズ販売＆めがねワークショップ、メガネリンピック、POP UP GALLERY

主催

一般社団法人 福井県眼鏡協会

入場料

無料

昨年の模様はwebサイトをご参照ください
公式 Webサイト： http://meganefes.com
公式 Facebook ： https://www.facebook.com/meganefes
■本件に関するお問い合わせ
一般社団法人 福井県眼鏡協会 担当：島村
電話：0778-52-9111（受付：平日9:00〜17:00） メール：press@megane.gr.jp
(広告・記事広告等、営業でのお問合せはご遠慮ください)
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めがねフェス 2018 のテーマ 「5 年目の、めがねよ、ありがとう。」
今年で 5 周年のめがねフェスは、全国から多くのめがね好きが集まるイベントへと成長し、2017
年開催時には 1 万 4 千人ものお客様にご来場いただきました。めがねフェスを支えてくださった

ファンの皆さま、めがねやめがねに関わるすべてのものや人に、たくさんの愛と感謝を込めて、
2018 年のめがねフェスは、あらためて、「めがねよ、ありがとう」というテーマを掲げます。

2017 年は、北海道から沖縄まで、全国からめがねファンが集まりました！
昨年の様子は公式 Web サイトにて様子をアップしております。ご参照ください。
http://meganefes.com

めがねの作り手と出会えるチャンス！「POP UP GALLARY」開催
最新の産地のめがねが並ぶ 2 日間限定のポップアップギャラリーを開催。普段なかなか出会える

ことのないめがねのデザイナーや職人と触れ合うことができる、貴重な機会をお楽しみください。
出展企業：青山眼鏡株式会社、青山眼鏡株式会社［Factory900]、株式会社エクセル眼鏡、株式会社オニメガネ、有限

会社オプト . デュオ、オリエント眼鏡株式会社、サンオプチカル株式会社、株式会社シューユウ、杉本圭株式会社、ス
ギモトデザインスタジオ、有限会社谷口眼鏡、有限会社トピオ、株式会社ボストンクラブ、他
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5 周年記念企画！みんなでフェスを盛り上げよう！
■「めがねよ、ありがとう作文」大募集！

めがねにまつわる思い出や、供養するめがねへの

感謝の言葉などを専用の用紙に記入してご応募く
ださい。専用用紙はめがねミュージアムで配布し

ています。または、web サイトからダウンロード
して福井県眼鏡協会まで郵送してください。入賞

者にはめがね SHOP で使える金券（1〜5 万円）
を進呈。めがねフェスステージでもご紹介させて
いただます。

※応 募 詳 細 は 公 式 Web サ イ ト を ご 覧 く だ さ い。
http://meganefes.com

■めがねガーランドをつくろう！

毎年フェスの会場を彩るめがねガーランドを、
つくりませんか？めがねミュージアムでは、4
月上旬〜フェス開催までの期間、めがねガーラ
ンドづくりコーナーを設置します。今年のフェ
ス会場を、みんなのカラフルめがねで埋め尽く
そう！（参加無料）

■あの、「めがねフェスめがね」もリニューアル！

「めがねフェスめがね」がさらに掛け心地UPしてリニューアル！100%鯖江産のユニークなめがね、
4月中旬からめがねミュージアム・グラスギャラリー291（南青山）にて発売予定です。一足先に手に
入れて、
#めがねフェス、
#めがねよありがとう で、
楽しいSNS投稿お待ちしております！
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ライブにクイズにファッションショー。めがねステージも盛りだくさん！
■つじあやの

スペシャルライブ

毎年めがねをかけたアーティストのライブを
行っているめがねフェス。今年のスペシャルゲ

ストはつじあやのさん！（9 日土曜日出演予定）
【つじあやの】

78 年生、京都生まれ。高校でフォークソング部に入部しウクレ
レを始める。初期の吉田拓郎やスピッツなどの穏やかでのんびり
した曲との出会いもあり、鴨川のほとりで友達を集めてのミニラ

イブや自身での作詞作曲活動をスタート。
ʼ 99 年 9 月にミニアル
バムでスピードスターレコーズよりデビュー。スタジオジブリ映

画 " 猫の恩返し " の主題歌 " 風になる " のヒットなどで知られる。
現在も、数多くの CM ソングを始め、ウクレレをフィーチャー
した独自の音楽性とやわらかな歌声で安らぎを与え続けている。

■恒例のめがねナイト・地元アーティストによるライブステージ

毎年大盛り上がりのめがねナイト
（9日土曜日）
には、
今年も地元ファンクバンド
「JB ORGA BAND」
が圧倒的なパフォーマンスを披露。フィナーレはディキシーランド・ジャズでハッピーに！

KUMYCIA BO̲NUS
（9日めがねナイト）

JB ORGA BAND（9日めがねナイト）

Dixie Happiness（10日フィナーレ）

■クイズダービーやトークショー、ダンスステージにファッションショーも。

めがねの仕事に関わる人がそのめがね知識を競うクイズ大会や、
「めがねのまち さばえ大使」仮面女

子の鯖江市めがね課長・桜雪さんによるトークショーなども開催。インスタで話題のめがねをかけた
双子のキッズモデル・りんあんちゃんこと「りんか & あんな」も登場します！

【りんか&あんな】

3歳の頃から遠視と乱視の矯正用メガ
ネ を着用中。
今ではパッツン前髪&メ

ガネが二人のトレードマークに。イン

スタグラム（フォロワー50万人越
え！！）で人気沸騰中のキュートでお
しゃれな7歳の双子。
仮面女子 桜雪

りんか&あんな（10日）
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■めがねに感謝とお別れを。「めがね供養」
使わなくなった、古くなっためがねを集め一堂に供
養します（持ち込み無料）。お持ちいただいた方には、
景品があたる「めがねみくじ」を引いていただけます。
神主によるセレモニーは 9 日（土）9 時 30 分〜。

■福井国体にさきがけて！「めがね国体」
福井県で今年開催される「福井しあわせ元気国体」を
記念して、めがねフェス会場でも、大人も子供も体を
動かして楽しめるアトラクションをご用意します。

■世界記録更新なるか？！「メガネリンピック」
1 分間にめがねを何枚かけられるかを競う
「めが盛り」
。
昨年は大幅に記録が更新されました。今年も新記録
目指してせひご参加ください！

■昨年の No.1 はめがねアイスバー。
「めがねグルメグランプリ」
めがねフェスはグルメもめがねづくし。めがねパン、
めがねカレー、めがねスイーツなどメニューも豊富。
今年も来場者による人気投票を行い、2 日目の朝発表し
グランプリを選出します。

■めがね IT
めがねのまちさばえは、IT のまちでもあります。
電脳メガネや neoplug など、めがねの技術と IT が
融合した最先端のウェアラブル体験をお楽しみいた
だけます。
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■充実のショップ・ワークショップ
限定めがねグッズの販売など、会場内で出店しているお店も皆めがねづくし！
めがねの廃材を使ったアクセサリー作りや、めがね縁日、めがねスタイリスト藤裕美さんによる
ワークショップなど、大人も子供も楽しめるブースが多数出店します。

■めがねミュージアムもフェス期間中は限定企画多数！
◯1Fめがねショップ
フレームとレンズを合わせてご注文の場合、国産レンズ30％OFF
レンズ購入時眼科処方箋ご持参の方にノベルティプレゼント
◯2F体験工房
めがね手作り体験教室お気軽３時間コース（要予約）、めがね型スト
ラップ磨き体験（予約優先）
◯各種イベント
資生堂プロデュースの「めがね女子アイメイク体験」、東海光学による
「パーソナルカラー診断」、サンオプチカルによる「めがねデザイン
シュミレーション」など
※めがね博物館、
お土産売り場、
ミュージアムカフェも通常通り営業します。
詳しくはめが
ねミュージアムのwebサイトをご覧ください。 https://www.megane.gr.jp/museum/

■メガネストリートは歩行者天国に！

鯖江市主催のイベント「吹奏楽フェスティバル」と、
「めざましライ
ブ」も同時開催！メガネストリートは一部歩行者天国になり、鯖江市
内はフェス期間中、
「めがねのまち感謝祭」として大いに賑わいます。
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■組織概要
組織名

一般社団法人 福井県眼鏡協会

会長

竹内 良造

組織

会長：竹内 良造

副会長：小永 純一、小松原 一身、谷口 康彦、米谷 勉
専務理事：漆﨑 與
理事：18名
監事： 3名

業務内容

眼鏡関係の調査、統計、研究および情報の提供に関する事項
眼鏡産業を通じて目の保健衛生に関する事項

眼鏡技術および経営の指導並びに人材養成に関する事項
眼鏡製品のＰＲ並びに需要開拓に関する事項
そのほか目的を達成するために必要な事項
設立

昭和57年（1982年）9月30日

所在地

〒916-0042 福井県鯖江市新横江2-3-4 めがね会館4Ｆ
TEL 0778-52-9111

FAX 0778-52-9110

URL http://www.megane.gr.jp
アクセス

■自動車をご利用の場合
・東京から

約６時間

東名、名神、北陸自動車道

・名古屋から

約２時間

名神、北陸自動車道

・大阪から

約２時間３０分

■ＪＲをご利用の場合
・東京から

約３時間３０分

・名古屋から

約1時間３０分

・大阪から

参考サイト

約２時間

名神、北陸自動車道

東海道新幹線〜（米原乗換）〜しらさぎ
サンダーバード

東海道新幹線〜（米原乗換）〜しらさぎ

めがねについて知りたい方は
◆ 福井・鯖江総合案内サイト
http://www.japanglasses.jp/
◆ 福井県の眼鏡産業について(福井県ホームページより）
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/chisangi/megane/meganesangyo.html
◆ 産地の歴史
http://www.japanglasses.jp/contents/about.html
◆ めがねミュージアム
http://www.megane.gr.jp/museum/

