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● 公演タイトル

● 開催⽇

● 場所

● 主催

● 後援

● 協賛・特別協⼒

● 出演者

● 料⾦

● お問い合わせ

奥三河 Rainbow Rock Fes

2020年 5⽉ 24⽇（⽇）
開場 10:00 開演12:00 終演 18:00予定

ふれあいパークほうらい
愛知県新城市⻑篠字東⾕下５６−２

奥三河 Rainbow Rock Fes実⾏委員会

現在調整中

現在調整中

現在調整中

前売:￥7,500 : 駐⾞場１台￥2,000
当⽇:￥8,500
⼩学⽣以下のお⼦様は保護者同伴に限り⼊場無料

<プレミアムチケット> 枚数限定 WEB限定-限定デザイン
販売期間 : 2019年12⽉8⽇〜予定枚数に到達し次第、販売終了
<全6種類>
■プレミアムチケット \9,000 

オリジナルグッツ付（⼿拭い、⽸バッチ、ステッカー）
整理番号付（プレミアムチケットのみ整理番号順の⼊場）

■プレミアムチケット・駐⾞場付 \11,000 
オリジナルグッツ付（⼿拭い、⽸バッチ、ステッカー）
整理番号付（プレミアムチケットのみ整理番号順の⼊場）

<先⾏販売チケット>各ローソンチケット、チケットぴあで発売>
販売期間 : 2019年12⽉20⽇〜 2020年2⽉14⽇ <全3種類>
整理番号なし（並んだ順に⼊場）
■団体チケット(チケット4枚)

￥3,0000を→\2,5000 <\5,000お得>
■⼊場チケット ￥7500を→￥6,500 <\1,000お得>
■駐⾞場 ￥2,000（予定枚数に到達し次第、販売終了)

<⼀般販売 >各ローソンチケット、チケットぴあで販売>
販売期間 : 2020年2⽉15⽇〜2020年5⽉23⽇ <全2種類>
整理番号なし（並んだ順に⼊場）
販売期間 : 調整中 <全2種類>
■⼊場チケット ￥7,500
■駐⾞場 ￥2,000 (予定枚数に到達し次第、販売終了）

奥三河 Painbow Rock Fes 実⾏委員会
E-mail：raibowfes2020@gmail.com

Official Web  : Facebook  : Twitter : Instagram
https://www.rainbowrockfes.com

/

/

/

/

/

/

/

/

/

奥三河Rainbow Rock Fes で検索

mailto:raibowfes2020@gmail.com
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●名称

●最寄り駅

ふれあいパークほうらい
愛知県新城市⻑篠字東⾕下56-2
本⻑篠駅 (JR飯⽥線)

/

/

■お⾞でご来場の⽅
新東名⾼速道路「新城I.C.」より国道151合線を飯⽥・東栄⽅⾯へ右折、約7km

■電⾞でご来場の⽅
豊橋駅から本⻑駅はICカードのご利⽤ができませんのでご注意ください。
「豊橋駅」下⾞、JR飯⽥線「本⻑篠駅」下⾞（徒歩12分）
「本⻑篠駅」の最終便のご案内 (2019年11⽉現在）
終了後の本⻑篠駅からの電⾞は限られておりますので、ご注意ください。
本⻑篠発 18時23分 豊橋着 19時23分
本⻑篠発 19時23分 豊橋着 20時57分
本⻑篠発 20時57分 豊橋着 21時53分 〈※最終電⾞〉

最新情報は以下のサイトからご確認頂けます。
https://time.ekitan.com/train/TimeStation/40-18_D1_DW2.shtml

■⾃転⾞・ロードバイクでご来場の⽅
⼀般の駐輪場もご⽤意してあります。
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奥三河フードエリアと題し、奥三河のお酒やジビエ料理、五平もちな
ど地元の名産物からこだわりのある屋台、奥三河観光案内ブースが出
店し奥三河をPR

レンボーヴィレッジと題し、オリジナルティー溢れる⼿作りグッズや
洋服、雑貨など「Rainbow Rock Fes」が厳選する店舗が出店。
⾳楽だけではなく、お買い物もフェスならではの楽しみではないで
しょうか？

2017年は、地元「株式会社 丸⼭建設」のご協⼒でかんなくずプール
の実施やトランポリンやブランコなど⼦供達が楽しめるエリアもござ
います。
オムツ交換所・授乳室もあります。

売り切れ続出！！オリジナルT-シャツやグッズ、出演アーティスト
グッズなど、昨年は⼤好評のオフィシャルグッズエリア。

2017年開催の様⼦
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金額 30万 15万円 10万円 ５万円 ３万円 １万円

協賛幕　 大 大 大 小 × ×

ＨＰトップ画面 バナー大 バナー大 バナー大 バナー中 バナー小 名前のみ

ポスター　チラシ掲載 〇 〇 〇 〇 〇 ×

のぼり作成　600mm×1800mm 2本 2本 2本 2本 2本 １本

入場チケット 10枚 5枚 ３枚 ２枚 １枚 ×
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