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2016 年 3 月 26 日

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

〜めがねに出会い、めがねを楽しむ、めがねづくしの 3 日間！〜

めがね好きのための「めがねフェス 2016」、5 月 27 日〜29 日、鯖江で開催！
1 万人以上のめがね好きが集まったあのイベントが 5 月に！「サバエ メガネ メッセ 2016」も同日開催！
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：黒田 一郎）は、
「め
がねフェス 2016」を 5 月 27 日〜29 日に
開催いたします。眼鏡枠の産地として眼鏡に
感謝し、眼鏡を楽しむイベント『めがねフェ
ス』は、今年は「サバエ メガネ メッセ
2016」と同日開催。めがねグルメ、めがね
ライブステージ、めがねワークショップなど、
多彩な企画をご用意しました。昨年 9 月に
開催された「めがねフェス 2015」では、県
内外から延べ 10,400 人にお越しいただき、
大いに盛り上がりました。今年はめがね会館
も一部リニューアルとなり、まち全体がめが
ねづくしになります。

■「めがねフェス 2016」概要
名称

めがねフェス 2016

日時

2016 年 5 月 27 日（金）10：00〜17：00
5 月 28 日（土）10：00〜20：30
5 月 29 日（日）10：00〜16：00

会場

鯖江市嚮陽（きょうよう）会館駐車場（福井県鯖江市桜町 2-7-1）

アクセス

・	
  JR 鯖江駅より徒歩約 14 分

・北陸自動車道 鯖江 IC から車で約 8 分

・	
  めがねフェス会場̶JR 鯖江駅̶めがね会館でシャトルバスあり
イベント

めがねライブステージ、限定めがねグルメ、めがねグッズ販売＆めがねワークショップ、

内容

メガネリンピック、めがねナイト、めがねデザインアワード他 （詳細は参考資料にて）

主催

一般社団法人 福井県眼鏡協会

サイト

http://meganefes.com

入場料

無料

https://www.facebook.com/meganefes

■	
 本 件に関するお問合せ先
一般社団法人 福井県眼鏡協会

担当：島村・山岸

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)

＜参考資料＞
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■「めがねフェス」今年は「サバエ メガネ メッセ 2016」と同日開催！
当協会では、例年 10 月 1 日「めがねの日」に合わせて「めがね祭り」を行ってきました。2014 年度か
ら「まず、地元の若い方、そして県外からもお客様に参加していただける場所に」という思いから『めがね
フェス』と装いを一新。2014 年、2015 年とご好評をいただきました。
今年はめがね会館駐車場から鯖江市嚮陽会館駐車場に会場を移し、職人技と技術が一同に集結する「サバ
エ メガネ メッセ 2016」も同日開催いたします。また、めがね会館にある「めがね博物館」も 5 月にリニ
ューアルを予定しており、めがねフェス以外にも見所満載の３日間となります。
会場に隣接する西山公園も、花と新緑の美しいこの季節、めがねづくしで盛り上がる鯖江のまちにぜひ足
を運んでいただき、お楽しみいただけると幸いです。
めがねフェス実行委員長

小松原 一身

■イベント目的と昨年の様子

めがねに出会い、めがねを楽しむ

めがねのまち福井・鯖江は、伝統と最新技術、産業と豊かな自然をもつ魅力のあるまちです。世界にも知
られるめがねのまちをもっと知ってもらうため、また、これからの未来のために福井・鯖江のまちが変わ
っていく第一歩として『めがねフェス』を開催します。
第 2 回目の昨年（2015 年）は、2 日間あわせて約 10,400 人の来場者数でした。
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
https://vimeo.com/140922492
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■イベント内容

※出店店舗、出演者等は予告なく変更になる場合があります。

◎めがねライブステージ
『めがねフェス』のために結成されたバンド「THE メ
ガネーズ」など総勢 11 組のアーティストが会場を盛
り上げます。また、28 日夜の「めがねナイト」では、
福井県での名を馳せているファンキーなグループ、
JB ORGA BAND とそのメンバーがパフォーマンス
を行います。
（ライブステージは 28 日、29 日のみの
開催となります。）
◎でこでこめがねキッズワークショップ
眼鏡スタイリスト藤裕美さんによるワークショッ
プ。カラフルな色紙やカラーテープを使って、自分
だけのめがねを作ることができます。
藤裕美さん http://glasses-o-o-brille.com/
著書「めがねを買いに」（WAVE 出版）
◎限定めがねグルメ
県内外の飲食店約 15 店舗が『めがねフェス』のために特別メニューを提供。
めがねパン、めがねスイーツ、めがね丼、めがねカレー、めがねそば、めがね
ラーメンなど、今年はさらにめがねメニューが充実しました！
◎めがねグッズ販売・めがねワークショップ・めがね縁日
めがねグッズの販売や、めがねの廃材を使ったアクセサリーやランプづくりの
ワークショップなど、大人も子供も楽しめるショップが約 15 店舗出店予定で
す。
◎メガネリンピック
毎年好評いただいている「めが盛り」。1 分間にめがねを何個かけられるかを競
う、見ている方も楽しめる競技です。めざせ世界新記録！
◎サバエ メガネ メッセ 2016 合同企画
全国の学生によるめがねデザインのプレゼンテーションや、ミスキャンパスに
よる福井・鯖江のめがねの PR など、ライブ以外のステージ企画も盛りだくさ
ん。
◎今年も！めがねナイト！
昨年おおいに盛り上がっためがねナイトが、今年も 28 日（土）に開催されま
す。
（〜20：30 まで）普段はめがね関係の仕事をしているプロフェッショナル
たちが、めがね BAR「glass glass」を運営します。めがねフェスオリジナル
グッズの販売や、JB ORGA BAND のライブステージなど、めがねづくしのデ
ィープな夜をお楽しみください。
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■「サバエ メガネ メッセ 2016」も同日開催！
福井・鯖江の職人技や最新技術が集結する「サバエ メガネ メッセ 2016」が鯖江市嚮陽（きょ
うよう）会館で開催されます。福井県内のめがね関連会社 60 社超が参加する、製品や技術の展
示、セミナー、ファクトリーツーリズムなどが予定されています。
サバエ メガネ メッセ 2016
公式 web サイト

お問合せ

一般社団法人 福井県眼鏡協会

TEL 0778-52-9111

http://www.megane.gr.jp/megane-messe/

■めがね博物館もリニューアル！
例年めがねフェスの会場となっている、めがねの聖地・めがね会館では今春、
「めがね博物館」が
リニューアルオープン。体験工房では、通常通りめがねストラップづくりを体験いただけます。
また、
「めがね手づくり教室お気軽 3 時間コース」も予約制で開催。めがねフェス会場からめがね
会館へは、シャトルバスを運行しています。
めがねミュージアム web サイト

http://www.megane.gr.jp/museum/

■大人気の「めがねフェス」めがね
今年こそ、手に入れよう！
毎年大人気の「○-○フェス」めがね。
開催前から皆さんに楽しんでいただけ
るよう、めがね会館やグラスギャラリー
291 で 4 月中旬より先行販売予定！
昨年よりさらにかけ心地 UP した「○○フェス」めがね。切り込み入りで組み
立てれば出来上がり。かけた写真の SNS
ヘの投稿をお待ちしています！「 #めが
ねフェス 」または「#meganefes」ハ
ッシュタグでどうぞ。

◎「めがねフェス」めがね（税込 100 円）販売先：
めがねミュージアム（福井県鯖江市新横江２-３-4 めがね会館 ）
グラスギャラリー291（東京都港区南青山 3-18-5 モンテプラザ南青山）
他販売先は facebook などで随時お知らせいたします。
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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

黒田 一郎

組織

会長 :黒田 一郎
副会長 :竹内 良造、小永 純一、小松原 一身、田畑 周徳、内藤 賢一
専務 :宮嶋 康行
監事 :若山 剛、岡本 昇一、野村 一榮

会員数

215 社

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
アクセス

http://www.megane.gr.jp

■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
・大阪から
・名古屋から

約 2 時間 30 分 … 名神、北陸自動車道
約 2 時間 … 名神、北陸自動車道

■JR をご利用の場合
・東京から

約 3 時間 30 分

… 東海道新幹線 〜 (米原乗換) 〜しらさぎ
・大阪から
・名古屋から

約 2 時間 … サンダーバード
約 2 時間

… 東海道新幹線 〜 (米原乗換) 〜 しらさぎ
参考サイト

●めがねについて知りたい方は
一般社団法人 福井県眼鏡協会（公式）
http://www.megane.gr.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（めがねミュージアムホームページより）
http://www.megane.gr.jp/museum/contents/knowledge/sabae.html
めがねミュージアム

http://www.megane.gr.jp/museum/

