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「富士宮やきそば」イベントスケジュール
※急な変更や中止の場合があるので、ご確認の上お出かけください。

日

程

イ ベ ン ト 名

地

域

場

所

2017年2月18日(土)～19日(日) 2日間

ふじのくに食の都の祭典

静岡市

ツインメッセ静岡 北館大展示場他

2017年2月11日(土)～12日(日) 2日間

2017 東海・北陸Ｂ-1グランプリ in 富士

富士市

中央公園（多目的広場）

2016年12月3日(土)～4日(日) 2日間

2016 Ｂ-1グランプリスペシャル in 東京 ・ 臨海副都心

東京都

臨海副都心

2016年11月6日(日) 1日間

静岡子ども体験フェスティバル 「朝霧カーニバル」

富士宮市

静岡県立朝霧野外活動センター

2016年10月29日(土)～30日(日) 2日間

世界遺産登録20周年記念 「世界遺産ご当地グルメフェア」

広島市

旧広島市民球場跡地

2016年10月27日(木)～30日(日) 4日間

世界お茶まつり 2016
≪秋の祭典≫
「O - CHAを愉しむ」 ～ O - CHAを五感で感じよう ～

静岡市

静岡県コンベンションアーツセンター
「グランシップ」

2016年10月8日(土) 1日間

平成28年度 県民の日富士吉田会場

山梨県富士吉田市

富士山アリーナ

2016年9月24日(土)～25日(日) 2日間

第15回 富士山 麺と食のフェスティバル

富士宮市

道の駅朝霧高原

2016年9月24日(土)～25日(日) 2日間

2016 東海・北陸 Ｂ-1グランプリ in 坂井

福井県坂井市

みくに文化未来館 周辺

2016年9月17日(土)～19日(月) 3日間

あかしで満腹！！食三昧市

兵庫県明石市

兵庫県立明石公園 西芝生広場周辺

2016年9月11日(日) 1日間

第39回 八尾河内音頭まつり

大阪府八尾市

久宝寺緑地 （陸上競技場）

2016年9月3日(土)～4日(日) 2日間

ご当地キャラクター ハロウィンパーティー × Ｂ-1グランプリ

北海道夕張郡由仁町

ゆにガーデン駐車場 特設会場

2016年9月3日(土)～4日(日) 2日間

とかちマルシェ

北海道帯広市

駅南側広場

2016年8月27日(土)～28日(日) 2日間

関空夏まつり ～ ALL KANSAI FESTIVAL ～ 逸品縁日

大阪府泉佐野市

関西空港駅コンコース周辺

2016年8月17日(水)～22日(月) 6日間

FDA鹿児島⇔静岡 就航7周年記念 「2016 静岡大博覧会」

鹿児島市

山形屋

2016年8月6日(土)～7日(日) 2日間

鴨川納涼 2016

京都市

鴨川（三条大橋～四条大橋 西岸河川敷）

2016年5月3日(火)～5日(木) 3日間

40th ひろしまフラワーフェスティバル

広島市

平和大通り

2016年4月29日(金)～30日(土) 2日間

KYT天☆テレ博×Ｂ‐１グランプリ

鹿児島市

中央公園

2016年3月27日(日) 1日間

グルメラン in 大阪 ・ 大阪城公園

大阪市

大阪城公園

2016年3月26日(土)～4月10日(日) 16日間

万博記念公園桜まつり

大阪府吹田市

万博記念公園

2016年3月19日(土)～20日(日) 2日間

万博鉄道まつり 2016

大阪府吹田市

万博記念公園 下の広場

2016年3月13日(日) 1日間

創立65周年記念 ABCラジオ スプリングフェスタ2016

大阪府吹田市

万博記念公園

マルシェ de オンド

2/14

「富士宮やきそば」イベントスケジュール
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域

場

所

2016年3月13日(日) 1日間

山梨県中小企業団体中央会 主催
第21回 中小企業組合まつり

甲府市

山梨県立展示交流施設
「アイメッセ山梨」

2016年3月11日(金)～13日(日) 3日間

2016 クラブジュニア・アルティメット・ドリームカップ

富士市

富士川緑地公園

2016年2月20日(土)～21日(日) 2日間

ふじのくに 食の都の祭典

静岡市

ツインメッセ静岡

2016年2月20日(土)～21日(日) 2日間

吉原まるごとフェスタ 2016 × Ｂ-1グランプリ

富士市

市営吉原本町駐車場（当日は駐車不可）

2016年2月17日(水)～23日(火) 7日間

全国うまいもの味くらべ

倉敷市

天満屋倉敷店

2016年2月13日(土)～14日(日) 2日間

淀川 寛平マラソン 2016

大阪府枚方市

淀川河川公園 枚方地区

2016年2月13日(土)～14日(日) 2日間

今治ABC祭（いまばりえびすまつり）
ご当地グルメフェスタ in 今治 Ｂ-1グランプリコーナー

愛媛県今治市

今治大丸跡地

2016年2月6日(土)～7日(日) 2日間

万博記念公園雪まつり

大阪府吹田市

万博記念公園 お祭り広場

2016年1月31日(日) 1日間

第35回 大阪国際女子マラソン 開催記念
逸品縁日PREMIUM

大阪市

ヤンマースタジアム長居 前

2016年1月17日(日) 1日間

皇后盃 第34回 全国都道府県対抗女子駅伝競走大会
ふるさと屋台村

京都市

西京極総合運動公園

2015年12月12日(土)～25日(金) 14日間

OSAKA光のルネサンス 2015 光のマルシェ

大阪市

中之島公園

2015年11月21日(土)～22日(日) 2日間

2015 GAIA ULTIMATE CUP Mixed TOURNAMENT

富士市

富士川緑地公園

2015年11月18日(水)～24日(火) 7日間

ふじのくに 静岡 ・ 山梨 物産展

大阪市

あべのハルカス 近鉄本店

2015年11月1日(日) 1日間

朝霧カーニバル

富士宮市

静岡県立朝霧野外活動センター

2015年10月30日(金)～31日(土) 2日間

第30回 国民文化祭 ・ かごしま2015
ウェルカムイベント

鹿児島市

鹿児島アリーナ 多目的広場

2015年10月24日(土)～25日(日) 2日間

夢まちランド × Ｂ-1グランプリ

熊本市

中心市街地 花畑広場

2015年10月23日(金)～25日(日) 3日間

大阪マラソン EXPO 2015
うまいもん市場 （グルメエリア）

大阪市

インテックス大阪

3/14

「富士宮やきそば」イベントスケジュール
※急な変更や中止の場合があるので、ご確認の上お出かけください。
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場
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2015年10月18日(日) 1日間

いせさきもんじゃまつりと伊勢崎グルメ大集合 2015

群馬県伊勢崎市

伊勢崎オートレース場

2015年10月8日(木)～13日(火) 6日間

富士山のめぐみ 山梨 ・ 静岡物産展

東京都豊島区

東武百貨店 池袋店

2015年10月3日(土)～4日(日) 2日間

第10回 ご当地グルメでまちおこしの祭典！
Ｂ-1グランプリ in 十和田

青森県十和田市

商店街会場

2015年9月27日(日) 1日間

＜鴻巣市合併10周年記念＞
きて・みて・やって鴻巣市商工フェスティバル with こうのす

埼玉県鴻巣市

エルミパーク

2015年9月21日(月)～23日(水) 3日間

第7回 あかしで満腹！！食三昧市

兵庫県明石市

兵庫県立明石公園 西芝生広場周辺

2015年9月19日(土)～27日(日) 9日間

家康公四百年祭
駿府 天下泰平まつり
天下泰平まつり × Ｂ‐１グランプリ

静岡市

駿府城公園内

2015年9月19日(土)～23日(水) 5日間

テレビ大阪

大阪市

大阪城公園 太陽の広場

2015年9月19日(土)～20日(日) 2日間

京都岡崎ハレ舞台

京都市

岡崎公園

2015年9月12日(土) 1日間

SUNSUNフェス

京都市

梅小路公園

2015年9月12日(土) 1日間

第3回 諏訪湖よさこい

長野県岡谷市

岡谷市湖畔公園

2015年9月6日(日) 1日間

第38回 八尾河内音頭まつり

大阪府八尾市

久宝寺緑地 （陸上競技場）

2015年9月5日(土) 1日間

長浜あざいあっぱれ祭り 2015

滋賀県長浜市

浅井文化スポーツ公園

2015年8月29日(土)～30日(日) 2日間

空飛ぶアスレチックパーク UGOKAS ウゴカス （入場有料）

牧之原市

富士山静岡空港 西側イベント広場

2015年8月29日(土)～30日(日) 2日間

三陸ぐるっと食堂 in KAMAISHI × Ｂ‐１グランプリ

岩手県釜石市

シープラザ遊

2015年8月 22日(土)夜9時～23日(日)朝6時

長渕剛 10万人オールナイト・ライヴ 2015 in 富士山麓
（入場有料）

富士宮市

ふもとっぱら

2015年8月7日(金)～16日(日) 10日間

イルミナイト万博－夕涼み－

大阪府吹田市

万博記念公園

2015年8月1日(土)～2日(日) 2日間

鴨川納涼 2015

京都市

鴨川（三条大橋～四条大橋 西岸河川敷）

2015年7月25日(土)～26日(日) 2日間
2015年8月 1日(土)～16日(日) 16日間

夏休み！こども冒険博Ⅱ （入場有料）

大阪市

インテックス大阪 1号館

YATAI フェス！2015
京都岡崎レッドカーペット 2015

マルシェ de オンド
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「富士宮やきそば」イベントスケジュール
※急な変更や中止の場合があるので、ご確認の上お出かけください。

日

程

イ ベ ン ト 名

2015年7月16日(木) 1日間

第70回 日本消化器外科学会総会

2015年6月13日(土)～14日(日) 2日間

全員懇親会

地

域

場

所

浜松市

浜松城公園 （雨天時はアクトシティ浜松）

横手市合併10周年記念イベント「よこて人の愛と絆」
YOKOTE I believe
Ｂ‐１グランプリコーナー

横手市

横手市役所前富士見大通り会場
（Ｂ会場）

2015年5月26日(火)～6月1日(月) 7日間

ズームイン！！ サタデー全国うまいもの博

高松市

高松三越

2015年5月19日(火)～26日(火) 8日間

山形屋

鹿児島市

山形屋

2015年5月9日(土)～18日(月) 10日間

ズームイン！！ サタデー全国うまいもの博

高知市

高知大丸

2015年5月3日(日)～5日(火) 3日間

2015 ひろしまフラワーフェスティバル
観光物産展
Ｂ‐１グランプリ横丁

広島市

平和大通り

2015年5月2日(土)～3日(日) 2日間

KYT天☆テレ博×Ｂ‐１グランプリ

鹿児島市

中央公園

2015年4月11日(土)～12日(日) 2日間

春のまるごとグルメフェスタ 2015

広島市

旧広島市民球場跡地

2015年3月28日(土)～4月12日(日) 16日間

万博記念公園桜まつり

大阪府吹田市

万博記念公園

2015年3月21日(土)～22日(日) 2日間

万博鉄道まつり 2015

大阪府吹田市

万博記念公園 下の広場

2015年3月13日(金)～15日(日) 3日間

2015 クラブジュニア・アルティメット・ドリームカップ

富士市

富士川緑地公園

2015年2月14日(土) 1日間

五島市市制施行10周年記念事業 第21回 五島椿まつり
オープニングセレモニー 「ぐるっとグルメ in 五島」

長崎県五島市

五島港公園

2015年2月11日(水)～19日(木) 9日間

ズームイン！！ サタデー全国うまいもの博

福岡市

大丸福岡天神店

2015年2月7日(土)～8日(日) 2日間

万博記念公園雪まつり 2015

大阪府吹田市

万博記念公園 お祭り広場

2015年2月5日(木)～11日(水) 7日間

第66回 さっぽろ雪まつり
（富士宮富士山製茶合同会社との合同出展）

札幌市

大通公園

2015年1月11日(日) 1日間

皇后盃 第33回 全国都道府県対抗女子駅伝競走大会
ふるさと屋台村

京都市

西京極総合運動公園

2015年1月10日(土)～12日(月) 3日間

～うまいもの大集合～うまいもの祭り

北九州市

西日本総合展示場 新館

2014年12月14日(日)～25日(木) 12日間

OSAKA光のルネサンス 2014 中之島ローズライトマーケット

大阪市

中之島公園 阪神高速下周辺

静岡県物産展
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「富士宮やきそば」イベントスケジュール
※急な変更や中止の場合があるので、ご確認の上お出かけください。

日

程

イ ベ ン ト 名

地

域

場

所

2014年12月11日(木)～14日(日) 4日間
12月19日(金)～25日(木) 7日間

イルミナイト万博Xmas

大阪府吹田市

万博記念公園 下の広場

2014年12月6日(土)～7日(日) 2日間

モータースポーツフェスティバル in 舞洲 2014

大阪市

舞洲スポーツアイランド

2014年11月29日(土)～30日(日) 2日間

島原半島 特大ジオ・マルシェ

長崎県島原市

がまだすドーム広場（雲仙岳災害記念館）

2014年11月20日(木)～26日(水) 7日間

ふじのくに 静岡・山梨物産展

大阪市

あべのハルカス 近鉄本店

2014年11月8日(土)～9日(日) 2日間

越前市まるごと食の感謝祭

福井県越前市

武生中央公園体育館 及び 駐車場

2014年11月1日(土)～3日(月) 3日間

京都ご当地グルメフェスティバル

京都市

梅小路公園

2014年11月1日(土)～2日(日) 2日間

第29回 奥多摩ふれあいまつり

東京都西多摩郡
奥多摩町

奥多摩総合運動公園

2014年11月1日(土) 1日間

西条市合併10周年記念

愛媛県西条市

西条運動公園 レクリエーション広場

2014年10月31日(金)～11月2日(日) 3日間

菊池温泉湧出60周年記念事業

熊本県菊池市

菊池市民広場横 特設会場

2014年10月26日(日) 1日間

対馬国境花火大会

長崎県対馬市

三宇田海水浴場周辺

2014年10月18日(土)～19日(日) 2日間

第9回 ご当地グルメでまちおこしの祭典！
Ｂ-1グランプリ in 郡山 ～東北・福島応援特別大会～

郡山市

ザ・モール郡山駐車場会場

2014年10月12日(日) 1日間

全国さといも産地交流会「コロちゃんまつり 2014」

福井県大野市

テラル越前農業協同組合 本店

2014年10月11日(土) 1日間

平成26年度 県民の日富士吉田会場

山梨県富士吉田市

富士山アリーナ

2014年10月5日(日) 1日間

愛南まるゴチ 秋の味覚祭 2014

愛媛県南宇和郡

愛南町広見 （株）レクザム愛南工場

2014年10月4日(土) 1日間

志摩市大花火大会

三重県志摩市

ともやま公園芝生広場

2014年9月27日(土)～28日(日) 2日間

瀬戸内しまのわ 2014 しまのわご当地フェスティバル in 今治
ご当地グルメフェスタ in 今治

愛媛県今治市

今治大丸跡地 （今治商店街前）

2014年9月27日(土)～28日(日) 2日間

第13回 富士山 麺と食のフェスティバル

山梨県南都留郡

道の駅なるさわ

2014年9月23日(火)～30日(火) 8日間

ズームイン！！ サタデー全国うまいもの博

青森市

さくら野百貨店 青森店

2014年9月20日(土)～21日(日) 2日間

京都岡崎ハレ舞台

京都市

岡崎公園

Ｂ-1グランプリコーナー

グルメ＆ゆるキャラFESTA
菊池温泉感謝祭

京都岡崎レッドカーペット 2014
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日

程

イ ベ ン ト 名

2014年9月20日(土)～21日(日) 2日間

とやまグルメランド in いみず

2014年9月14日(日)～15日(月) 2日間

域

場

所

富山県射水市

県民公園太閤山ランド （ふるさとパレス）

第6回 あかしで満腹！！食三昧市

兵庫県明石市

兵庫県立明石公園 西芝生広場周辺

2014年9月7日(日) 1日間

第37回 八尾河内音頭まつり

大阪府八尾市

久宝寺緑地 （陸上競技場）

2014年9月6日(土)～7日(日) 2日間

第60回 全国こけし祭り 「食の祭典 2014」

宮城県大崎市

全国こけし祭り会場
（鳴子小学校体育館前の校庭）

2014年9月6日(土) 1日間

長浜あざいあっぱれ祭り 2014

滋賀県長浜市

浅井文化スポーツ公園

2014年8月29日(金)～31日(日) 3日間

菊池温泉湧出60周年記念事業

熊本県菊池市

菊池市民広場 （きくち観光物産館前）

2014年8月16日(土) 1日間

こうべ海の盆踊り 2014

神戸市

メリケンパーク

2014年8月10日(日) 1日間

第3回 さかいたかいしJCまつり

大阪府堺市

浜寺公園グランド 噴水広場

2014年8月2日(土)～22日(金) 21日間

「夏休み！こども冒険博」 内 満腹食堂 （入場有料）

大阪市

インテックス大阪

2014年8月2日(土)～3日(日) 2日間

鴨川納涼 2014

京都市

鴨川（三条大橋～四条大橋 西岸河川敷）

2014年7月26日(土)～27日(日) 2日間

第10回 はるえイッチョライでんすけ祭り

福井県坂井市春江町

ハートピア春江 噴水広場

2014年7月24日(木)～25日(金) 2日間

天神祭スタミナ・グルメ・ストリート

大阪市

中之島公園 剣先広場

2014年7月18日(金)～21日(月)
7月25日(金)～27日(日)
8月 1日(金)～ 3日(日)
8月 8日(金)～17日(日)
8月22日(金)～24日(日)
8月29日(金)～31日(日)

大阪グルメサミット 2014 祭宴

門真市

大日ショッピングモール
「ベアーズ」屋上

2014年7月13日(日) 1日間

第2回 お互いサマーフェスタ 2014

京都市

梅小路公園

2014年7月12日(土)～13日(日) 2日間

2014 広島野球ブックフェア

広島市

旧広島市民球場跡地

2014年6月28日(土)～29日(日) 2日間

絶品！超満腹食堂 （関西ハウジングフェア2014 同時開催）

大阪市

インテックス大阪

2014年6月21日(土)～22日(日) 2日間

JRA × Ｂ-1グランプリ in 函館 2014

函館市

日本中央競馬会 函館競馬場

2014年6月8日(日) 1日間

第3回 ふじさん馬まつり

富士宮市

エヘガザル 富士山牧場

2014年5月31日(土)～6月1日(日) 2日間

高砂市制60周年記念事業 IN ご当地博

兵庫県高砂市

高砂市総合運動公園

4日間
3日間
3日間
10日間
3日間
3日間

B-1グランプリコーナー

地

マルシェ de オンド

菊池温泉夏祭り
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「富士宮やきそば」イベントスケジュール
※急な変更や中止の場合があるので、ご確認の上お出かけください。
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地
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2014年5月27日(火)～6月2日(月) 7日間

ズームイン！！ サタデー全国うまいもの博

高松市

高松三越

2014年5月24日(土) 1日間

大阪国際空港 空楽Festa 2014

豊中市

大阪国際空港 （伊丹空港）

2014年5月14日(水)～20日(火) 7日間

ズームイン！！ サタデー全国うまいもの博

高知市

高知大丸

2014年5月11日(日) 1日間

延岡商工会議所創立80周年事業
ワイワイ グルメ博 2014

宮崎県延岡市

延岡市中町シンボルロード
（延岡市役所前通り）

2014年4月2日(水)～9日(水) 8日間

ズームイン！！ サタデー全国うまいもの博

長野市

ながの東急百貨店

2014年3月23日(日) 1日間

山梨県中小企業団体中央会 主催
第19回 中小企業組合まつり

甲府市

山梨県立展示交流施設
「アイメッセ山梨」

2014年3月22日(土)～23日(日) 2日間

2014 関西・中国・四国 Ｂ-1グランプリ in 府中

広島県府中市

府中市中心市街地

2014年3月20日(木)～23日(日) 4日間

日本全国！！地元めしフェス クォーゼ in 日比谷
「Ｂ-1グランプリコーナー」

東京都千代田区

日比谷公園 大噴水前広場

2014年3月14日(金)～16日(日) 3日間

2014 クラブジュニア・アルティメット・ドリームカップ

富士市

富士川緑地公園

2014年3月11日(火)～17日(月) 7日間

ズームイン！！ サタデー全国うまいもの博

長崎市

浜屋百貨店

2014年2月26日(水)～3月6日(木) 9日間

ズームイン！！ サタデー全国うまいもの博

下関市

下関大丸

2014年2月22日(土)～23日(日) 2日間

Show-1 グルメグランプリ 本大会

鹿児島市

かごしま県民交流センター

2014年2月15日(土)～16日(日) 2日間

今治ABC祭り（いまばりえびすまつり）
ご当地グルメフェスタ in 今治

愛媛県今治市

今治大丸跡地

2014年2月4日(火)～12日(水) 9日間

ズームイン！！ サタデー全国うまいもの博

福岡市

大丸福岡天神店

2014年2月1日(土)～2日(日) 2日間

コレモおおむら500日祭×Ｂ-1グランプリ

長崎県大村市

コレモおおむら広場 上駅商店街周辺

2014年1月10日(金)～19日(日) 10日間

ふるさと祭り東京 2014～日本のまつり・故郷の味～

東京都文京区

東京ドーム

2014年1月7日(火)～14日(火) 8日間

ズームイン！！ サタデー全国うまいもの博

仙台市

仙台三越本館

2013年12月18日(水)～25日(水) 8日間

ズームイン！！ サタデー全国うまいもの博

金沢市

めいてつエムザ

2013年11月23日(土)～24日(日) 2日間

島原半島特大ジオ・マルシェ

長崎県島原市

雲仙岳災害記念館（がまだすドーム）
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2013年11月9日(土)～10日(日) 2日間

第8回 ご当地グルメでまちおこしの祭典！
Ｂ-1グランプリ in 豊川

豊川市

豊川市総合体育館前広場会場

2013年11月7日(木)～10日(日) 4日間

世界お茶まつり 2013
O - CHA を愉しむ Enjoy O - CHA （Tea）

静岡市

静岡県コンベンションアーツセンター
「グランシップ」

2013年11月3日(日) 1日間

朝霧カーニバル

富士宮市

静岡県立朝霧野外活動センター

2013年11月1日(金) 1日間

第9回 しんきんビジネスマッチング
ビジネスフェア 2013

名古屋市

ポートメッセなごや（名古屋市国際展示場）
第3展示館

2013年10月30日(水)～11月4日(月) 6日間

ズームイン！！ サタデー全国うまいもの博

新潟市

新潟伊勢丹

2013年10月27日(日) 1日間

いせさきもんじゃまつりと 新・伊勢崎グルメ大集合！！

群馬県伊勢崎市

伊勢崎オートレース場内 東側広場

2013年10月26日(土)～27日(日) 2日間

奥多摩ふれあいまつり

東京都西多摩郡
奥多摩町

奥多摩総合運動公園

2013年10月26日(土) 1日間

静岡県男女共同参画センター
あざれあメッセ 2013

静岡市

静岡県男女共同参画センター
あざれあ

2013年10月12日(土) 1日間

平成25年度 県民の日富士吉田会場

山梨県富士吉田市

富士山アリーナ

2013年10月5日(土)～6日(日) 2日間

さかいご当地グルメフェスタ 2013

福井県坂井市

ハートピア春江

2013年10月5日(土) 1日間

祝 ・ 富士山世界遺産登録
静岡グルメ × アジアンフードうまいもの市

静岡市

アトサキ７

2013年9月28日(土)～29日(日) 2日間

2013 関東・甲信越 Ｂ-1グランプリ in 勝浦

勝浦市

千葉勝浦漁港周辺

2013年8月10日(土)～14日(水) 5日間

2013 サマーフェスティバル「美術館de夏まつり」

熱海市

MOA美術館

2013年7月24日(水)～25日(木) 2日間

イゾラ・デル・チネマ（映画祭）

イタリア・ローマ

映画祭会場 （ティベリーナ島）

2013年6月30日(日) 1日間

ふじのくに野外芸術フェスタ
富士山世界文化遺産登録応援企画！

富士宮市

神田川ふれあい広場
（富士山本宮浅間大社前）

20周年イベント

『日本の夏 2013』

納涼縁日
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2013年6月29日(土)～30日(日) 2日間

沼津市制施行90周年記念事業
東日本大震災被災地復興支援チャリティーイベント
「ぬまづLOVEフェスタ」 飲食・物産展

沼津市

キラメッセぬまづ

2013年5月28日(火)～6月2日(日) 6日間

ズームイン！！ サタデー全国うまいもの博

高松市

高松三越

2013年5月25日(土)～26日(日) 2日間

2013 近畿・中国・四国 Ｂ-1グランプリ in 津山

岡山県津山市

津山城（鶴山公園）周辺

2013年5月22日(水)～28日(火) 7日間

静岡県物産展

鹿児島市

山形屋

2013年5月18日(土) 1日間

第3回 富士宮バル

富士宮市

富士宮やきそば学会アンテナショップ

2013年5月15日(水)～21日(火) 7日間

ズームイン！！ サタデー全国うまいもの博

高知市

高知大丸

2013年5月4日(土)～5日(日) 2日間

まちおこしフォーラム ～中部のいいもの博覧会 in とよかわ～
中部のご当地グルメでまちおこし団体が集結！
中部ご当地グルメ展

豊川市

豊川いなり大駐車場

2013年4月13日(土)～14日(日) 2日間

GO OUT JAMBOREE 2013
（ゴー アウト ジャンボリー 2013）

富士宮市

ふもとっぱらキャンプ場

2013年3月23日(土) 1日間

山梨県中小企業団体中央会 主催
中小企業組合まつり 2013

甲府市

山梨県立展示交流施設
「アイメッセ山梨」

2013年3月15日(金)～17日(日) 3日間

アルティメット ドリームカップ 2013 第15回記念大会

富士市

富士川緑地公園

2013年3月12日(火)～18日(月) 7日間

ズームイン！！ サタデー全国うまいもの博

長崎市

長崎 浜屋

2013年2月27日(水)～3月7日(木) 9日間

ズームイン！！ サタデー全国うまいもの博

下関市

下関大丸

2013年2月23日(土)～24日(日) 2日間

ふじのくに農芸品フェア 2013

静岡市

静岡県コンベンションアーツセンター
「グランシップ」

2013年2月16日(土)～24日(日) 9日間

ズームイン！！ サタデー全国うまいもの博

金沢市

めいてつ ・ エムザ

2013年2月7日(木)～14日(木) 8日間

ズームイン！！ サタデー全国うまいもの博

福岡市

大丸福岡天神店
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※急な変更や中止の場合があるので、ご確認の上お出かけください。

日

程

イ ベ ン ト 名

地

2013年1月11日(金)～23日(水) 13日間

経済産業省
平成24年度 クール・ジャパン戦略推進事業
「JAPAN FOOD CULTURE FESTIVAL 2013」
B-1 GRAND PRIX EXHIBITION in Thailand

タイ・バンコク

GATEWAY EKAMAI
（エカマイ駅隣接の新ショッピングセンター）

2012年11月28日(水)～30日(金) 3日間

第2回 次世代ものづくり基盤技術産業展
－TECH Biz EXPO 2012－

名古屋市

ポートメッセなごや

2012年11月24日(土)～25日(日) 2日間

2012 関東・東海 Ｂ-1グランプリ in 甲府

甲府市

舞鶴城公園会場 （ＪＲ甲府駅周辺）

2012年10月31日(水)～11月5日(月) 6日間

ズームイン！！ サタデー全国うまいもの博

新潟市

新潟伊勢丹

2012年10月27日(土) 1日間

平成24年度 県民の日富士吉田会場

山梨県富士吉田市

富士山アリーナ

2012年10月21日(日) 1日間

つるぎ一六大市 2012 「ご当地グルメ大会」

石川県白山市

鶴来本町通り 商店街特設会場

2012年10月20日(土)～21日(日) 2日間

第7回 Ｂ級ご当地グルメの祭典！ Ｂ-1グランプリ in 北九州

北九州市

リバーサイドA会場 （勝山公園一帯）

2012年9月22日(土) 1日間

第2回 富士宮バル

富士宮市

富士宮やきそば学会アンテナショップ

2012年8月3日(金)～5日(日) 3日間

nonstop アニソントレイン祭 2012 in 大阪

大阪市

大阪城公園 西の丸庭園

2012年7月9日(月)～10日(火) 2日間

イゾラ・デル・チネマ（映画祭）

イタリア・ローマ

映画祭会場 （ティベリーナ島）

2012年6月30日(土)～7月1日(日) 2日間

北陸放送主催 MRO旅フェスタ 2012

金沢市

石川県産業展示館

2012年6月9日(土)～10日(日) 2日間

2012 近畿・中国・四国 Ｂ-1グランプリ in 鳥取

鳥取市

鳥取城跡「久松公園」周辺

2012年6月2日(土)～3日(日) 2日間

富士宮市政施行70周年記念イベント 「ぐるめ横丁」

富士宮市

富士山本宮浅間大社 第２駐車場

2012年5月19日(土)～20日(日) 2日間

2012 B級グルメスタジアム in エコパ

静岡県袋井市

エコパスタジアム

2012年5月12日(土)～13日(日) 2日間

よこすかカレーフェスティバル 2012

横須賀市

三笠公園

2012年5月9日(水)～5月16日(水) 8日間

ズームイン！！ サタデー全国うまいもの博

高知市

高知大丸

2012年4月28日(土)～5月6日(日) 9日間

ズームイン！！ サタデー全国うまいもの博

松江市

一畑百貨店 松江店

2012年4月28日(土) 1日間

第1回 富士宮バル

富士宮市

富士宮やきそば学会アンテナショップ

2012年4月25日(水)～5月1日(火) 7日間

第14回 全国美味逸品味めぐり
Ｂ級ご当地グルメの祭典！ Ｂ-1グランプリ×大丸京都店

京都市

大丸京都店

『日本の夏 2012』

域

場

所
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イ ベ ン ト 名

地

域

場

所

2012年4月22日(日) 1日間

愛Bブース in USAKARAスタジアム
～B級グルメで宇佐を元気に！～

大分県宇佐市

ハイパーモールメルクス宇佐 内
ミスターマックス宇佐店前

2012年4月14日(土)～15日(日) 2日間

第37回 シアトル桜祭・日本文化祭

米国シアトル市

シアトルセンター

2012年3月25日(日) 1日間

草加グルメフェスタ

埼玉県草加市

綾瀬川左岸広場
（最寄駅＝東武伊勢崎線 松原団地）

2012年3月4日(日) 1日間

B級ご当地グルメパラダイス in NOBEOKA

宮崎県延岡市

延岡市中心市街地

2012年3月4日(日) 1日間

『桑折宿』復興大市

福島県伊達郡桑折町

桑折駅前仮設住宅西側

2012年2月11日(土)～12日(日) 2日間

ご当地グルメフェスタ in 今治 ～がんばろう日本～

愛媛県今治市

今治商店街

2012年2月10日(金)～12日(日) 3日間

第22回 河津桜まつり 『“ふじのくに”B級グルメ大集合！』

静岡県賀茂郡河津町

実行委員会７番駐車場

2012年1月12日(木)～24日(火) 13日間

第47回 元祖有名駅弁と全国うまいもの大会

東京都新宿区

京王百貨店新宿店

2012年1月7日(土)～15日(日) 9日間

ふるさと祭り東京 2012～日本のまつり・故郷の味～

東京都文京区

東京ドーム

2011年12月10日(土) 1日間

おおた食と光の祭典

群馬県太田市

太田市北部運動公園

2011年12月4日(日) 1日間

平成23年度 プラザまつり

富士宮市

富士山環境交流プラザ

2011年12月3日(土)～4日(日) 2日間

B級ご当地グルメ よっちゃばれ市 in こうふ

甲府市

よっちゃばれ広場 （JR甲府駅周辺）

2011年11月22日(火)～23日(水) 2日間

さかいご当地グルメフェスタ

福井県坂井市

ハートピア春江

2011年11月12日(土)～13日(日) 2日間

第6回 Ｂ級ご当地グルメの祭典！ Ｂ-1グランプリ in 姫路

姫路市

姫路城周辺

2011年11月6日(日) 1日間

食文化の祭典「山の恵み」 全国ご当地鍋フェスタ

京都府相楽郡笠置町

わかさぎ温泉 笠置いこいの館前広場

2011年10月30日(日) 1日間

小山町産業祭 ぐるっと富士山うまいもの市

静岡県駿東郡小山町

小山町総合文化会館

2011年10月29日(土)～30日(日) 2日間

赤れんがアートフェスティバル
ご当地自慢！グルメフェスタ in まいづる

京都府舞鶴市

赤れんが倉庫群・市役所・東体育館一帯

2011年10月29日(土)～30日(日) 2日間

第10回 富士山 麺と食のフェスティバル
富士山エリアの“ご当地グルメ大集合”

富士宮市

道の駅 朝霧高原

2011年10月23日(日) 1日間

つるぎ一六大市 2011 「ご当地グルメ大会」

石川県白山市

白山市鶴来支所周辺特設会場

12/14

「富士宮やきそば」イベントスケジュール
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2011年10月22日(土) 1日間

平成23年度 県民の日富士吉田会場

山梨県富士吉田市

富士北麓公園陸上競技場前特設会場

2011年10月15日(土) 1日間

裾野市市制施行40周年記念事業 Ｂ級グルメフェア

静岡県裾野市

裾野市民文化センター

2011年10月8日(土)～9日(日) 2日間

全国やきそばサミット in 黒石

青森県黒石市

黒石市中心市街地

2011年10月1日(土)～2日(日) 2日間

おかやまB級ご当地グルメフェスタ in 真庭

岡山県真庭市

真庭やまびこスタジアム周辺

2011年9月24日(土)～25日(日) 2日間

2011 中日本 ・東海 B-1グランプリ in 豊川

愛知県豊川市

豊川市野球場 ・豊川市総合体育館周辺

2011年9月24日(土) 1日間

朝霧カーニバル

富士宮市

静岡県立朝霧野外活動センター

2011年9月17日(土)～19日(月) 3日間

第3回 あかしで満腹！！食三昧市

明石市

兵庫県立明石公園 西芝生広場周辺

2011年9月17日(土)～18日(日) 2日間

2011 北海道 ・東北 B-1グランプリ in 青森
東日本大震災復興支援イベント

青森市

青い海公園

2011年9月10日(土)～11日(日) 2日間

2011 関東 Ｂ-1グランプリ in 行田

埼玉県行田市

第一会場 市民プール脇広場
第二会場 水域公園市民広場

2011年8月27日(土) 1日間

第2回 「日本全国 ・小麦料理味くらべ」
富士宮やきそば vs 長野おやき

富士宮市

お宮横丁内特設会場

2011年8月21日(日) 1日間

ジャパン・ブロック・フェア

米国ニューヨーク市

デイトップ・マディソン・アベニュー・
フェスティバル （ニューヨーク マンハッタン）

2011年8月20日(土)～21日(日) 2日間

第37回 戸田ふるさと祭り 内
第2回 B級グルメうまいもの選手権

埼玉県戸田市

戸田競艇場 大駐車場 （有料第1駐車場）

2011年8月20日(土)～21日(日) 2日間

第19回 全国ＰＫ選手権大会 in Fujieda

静岡県藤枝市

藤枝総合運動公園

2011年8月11日(木)～17日(水) 7日間

京阪百貨店 守口店地階グルメステージ

大阪府守口市

京阪百貨店 守口店

2011年8月11日(木)～13日(土) 3日間

香港フード・エキスポ 2011〔食の商談会〕
（カップ麺・冷凍麺の出展）

香港

香港コンベンション＆
エキシビションセンター

2011年7月30日(土)～31日(日) 2日間

第1回 滋賀B級グルメバトル in 浜大津サマーフェスタ

滋賀県大津市

大津港

2011年7月16日(土)～17日(日) 2日間

いせはら産業フェア 2011

神奈川県伊勢原市

伊勢原市役所駐車場
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2011年6月18日(土)～19日(日) 2日間

ふじのくにご当地グルメまつり in 三島

三島市

①日本大学国際関係学部
②楽寿園駅前口
③三嶋大社

2011年5月21日(土)～22日(日) 2日間

2011 近畿・中国・四国 Ｂ-1グランプリ in 姫路

姫路市

東御屋敷跡公園 （姫路城近く）

2011年5月21日(土)～22日(日) 2日間

2011 B級グルメスタジアム in エコパ

静岡県袋井市

エコパスタジアム

2011年5月7日（土）～8日（日） 2日間

よこすかカレーフェスティバル 2011

横須賀市

三笠公園

2011年5月2日（月）～4日（水） 3日間

東日本大震災復興支援 東海ご当地グルメフェスティバル

愛知県豊橋市

豊橋マルエイ

2011年4月3日（日） 1日間

キラメッセージ大感謝祭
東北地方太平洋沖地震の被災地支援

静岡県沼津市

キラメッセぬまづ

2011年3月26日(土)～27日(日) 2日間

九州Ｂ-1グランプリ in コクラ

北九州市

勝山公園大芝生広場

2011年3月19日(土)～20日(日) 2日間

琴浦だで！“ご当地グルメ”全員集合

鳥取県東伯郡琴浦町

ショッピングセンターアプト

2011年3月5日(土)～6日(日) 2日間

佐賀城下ひなまつりグルメ市

佐賀市

６５６広場

2011年2月12日(土)～13日(日) 2日間

S-1グランプリ本大会 （商店街グルメN0.1決定戦）

鹿児島市

かごしま県民交流センター

2011年1月23日(日) 1日間

第1回 静岡戦国祭

静岡市

駿府公園内 東御門前広場

2011年1月22日(土) 1日間

京都の未来を考える 食べ物会議

京都市

京都市勧業館 みやこめっせ

2011年1月13日(木)～25日(火) 13日間

第46回 元祖有名駅弁と全国うまいもの大会

東京都新宿区

京王百貨店新宿店

2010年12月26日(日) 1日間

南部自由市場

大分県中津市

新博多町アーケード内

2010年12月25日(土) 1日間

Love ファンタジア中津 2010～クリスマスに愛を語ろう～

大分県中津市

小祝漁港広場

2010年12月11日(土) 1日間

おおた食と光の祭典

群馬県太田市

太田市北部運動公園

2010年11月13日(土)～20日(土) 8日間

ズームイン！！ＳＵＰＥＲ全国うまいもの博

甲府市

岡島百貨店

2010年11月6日(土)～7日(日) 2日間

第25回 国民文化祭・おかやま2010
生活文化・暮らしと味わい総合フェスティバル

岡山市

岡山県総合グラウンド
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2010年11月3日(水) 1日間

ＢＢ大鍋フェスティバル 2010
Ｂ級グルメフェスティバル in 浜田

島根県浜田市

浜田漁港

2010年10月27日(水)～11月2日(火) 7日間

静岡の物産と観光展

熊本市

鶴屋百貨店

2010年10月24日(日) 1日間

加賀白山獅子の里
「全国まちの駅ご当地グルメつるぎ大会」

石川県白山市

白山市鶴来支所周辺特設会場

2010年10月23日(土)～24日(日) 2日間

つるが観光物産フェア

福井県敦賀市

きらめきみなと館

2010年10月23日(土)～24日(日) 2日間

北海道・東北 Ｂ-1グランプリ in 横手

横手市

横手駅前にぎわいひろば

2010年10月16日(土)～17日(日) 2日間

第1回 中日本B -1グランプリ

岐阜県各務原市

河川環境楽園

2010年10月9日(土)～10日(日) 2日間

福山グルメフェスタ 2010

広島県福山市

元町商店街

2010年10月9日(土) 1日間

ＳＡＧＡドリームファクトリー 2010

佐賀市

市村記念体育館 屋外 (佐賀県庁となり)

2010年9月26日(日) 1日間

いせさきもんじゃまつりとご当地Ｂ級グルメフェスタ

群馬県伊勢崎市

いせさき市民のもり公園 汗の広場

2010年9月18日(土)～19日(日) 2日間

第5回 Ｂ級ご当地グルメの祭典！ Ｂ-1グランプリ in 厚木

厚木市

イトーヨーカドー駐車場・厚木野球場 他

2010年9月15日(水)～21日(火) 7日間

ズームイン！！ＳＵＰＥＲ全国うまいもの博

名古屋市

ＪＲ名古屋高島屋

2010年9月5日(日) 1日間

手づくり呑龍さま祭り

群馬県太田市

呑龍公園

2010年9月4日(土)～5日(日) 2日間

B級グルメの聖地 久留米で満喫 食の巡礼 2010

久留米市

東町公園・西鉄久留米駅東口広場 他

2010年8月14日(土) 1日間

刈谷わんさか祭り

愛知県刈谷市

刈谷市総合運動公園

2010年8月13日(金)～14日(土) 2日間

鳥取Ｂ級グルメフェスタ 2010

鳥取市

「袋川」右岸 若桜橋～智頭橋

2010年8月7日(土)～8日(日) 2日間

第18回 全国ＰＫ選手権大会 in Fujieda

静岡県藤枝市

藤枝総合運動公園

2009年9月19日(土)～20日(日) 2日間

第4回 Ｂ級ご当地グルメの祭典！ Ｂ-1グランプリ in 横手

横手市

中心市街地・秋田ふるさと村

2008年11月1日(土)～2日(日) 2日間

第3回 Ｂ級ご当地グルメの祭典！ Ｂ-1グランプリ in 久留米

久留米市

東町公園・三本松公園・両替町公園

2007年6月2日(土)～3日(日) 2日間

第2回 Ｂ級ご当地グルメの祭典！ Ｂ-1グランプリ in 富士宮

富士宮市

富士山本宮浅間大社周辺

2006年2月18日(土)～19日(日) 2日間

第1回 Ｂ級ご当地グルメの祭典！ Ｂ-1グランプリ in 八戸

八戸市

八食センター

