
 
 
 
 
 
 

第１９－Ｇ１４号                         ２０１９年８月２９日 

 

  

小田急グループの小田急箱根ホールディングス株式会社（本社：神奈川県小田原市 社長：五十嵐 秀）

では、２０１９年１０月５日（土）・６日（日）の 2 日間で開催する、音楽フェス「HAKONEIRO 2019 

transported by 箱根フリーパス」において、持田香織（Every Little Thing）、藤巻亮太、小田急ロマン

スカーの CM を歌う青葉市子など、多彩なアーティスト１０組の出演が決定いたしました。 

また、8 月 30 日（金）からは、通常チケットに加え「箱根フリーパス（新宿発小田急線往復+箱根の

乗り物乗り降り自由）」付チケットなどが一般発売されます。 

「HAKONEIRO 2019 transported by 箱根フリーパス」 の出演アーティストおよびチケット情報な

どの概要は下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 

「HAKONEIRO 2019 ホームページ」 https://hakoneiro.jp 

記 

１ イベント名 「HAKONEIRO 2019 transported by 箱根フリーパス」 

 

２ 開 催 日  ２０１９年１０月５日（土）・ １０月６日（日）  

 

 

「HAKONEIRO 2019 transported by 箱根フリーパス」  

秋の箱根・芦ノ湖畔で音楽フェス、初開催！ 

アーティスト発表＆一般発売開始！！ 

！  

https://hakoneiro.jp/


 

３  開催場所  箱根芦ノ湖・桃源台（つどいの原っぱ、Fun Space 芦ノ湖キャンプ村レイクサイドヴィラ） 

 

４ アクセス  （１）公共交通 

箱根登山バス・小田急箱根高速バス・箱根海賊船・箱根ロープウェイ 

「桃源台」より徒歩約 5 分 

（２）自動車 

    「仙石原浄水センター」よりシャトルバスで約 15 分 

５ 内  容  （１）コンサートエリア・有料「つどいの原っぱ」 

特設ステージが設置された森のなかの広場で、人気のアーティストたちによる

良質な音楽を堪能できるライブエリアです。 

      開場 11：30／12：30 開演／終演 17：30（予定）   

（２）アクティビティエリア・無料「Fun Space 芦ノ湖キャンプ村レイクサイドヴィラ」 

箱根の文化・伝統に触れられるワークショップやフード、ミニステージでの  

ライブなど、にぎやかなお祭りの雰囲気を味わえるエリアです。 

開場 10：00／閉場 10月５日（土）20：00 、10月 6 日（日）19：00（予定） 

 

６ 出 演 者     10 月 5 日（土）  

岡本真夜／岸洋佑／Thinking Dogs／中村 中／持田香織（Every Little 

Thing）／他 

10 月 6 日（日） 

青葉市子／藤巻亮太／松室政哉／Miyuu／吉田兄弟／他 

         ※一部出演者は 8 月 22 日（木）公式ホームページで発表済です 

 

7 チケット  （１）コンサートエリア入場券 

            8 月 30 日（金）18：00 より各種プレイガイドにて発売開始 

◆2 日入場券 ￥10,000 

◆1 日入場券 ￥ 6,500  

※小学生以下は保護者同伴に限り無料です 

※来場前に必ずオフィシャルホームページで注意事項をご確認下さい 

 

（２）コンサートエリア入場券 + 箱根フリーパスセット券 

8 月 30 日（金）18：00 よりセブンチケットにて発売開始 

➀新宿セット券（新宿～小田原間 小田急線往復乗車券付き） 

◆1 日入場券（10/5）+箱根フリーパス 2 日券 ￥11,000 

◆1 日入場券（10/6）+箱根フリーパス 2 日券 ￥11,000 

◆2 日入場券（10/6）＋箱根フリーパス３日券 ￥15,000 

➁現地セット券（小田原/三島/御殿場/箱根山内発） 

◆1 日入場券（10/5）＋箱根フリーパス 2 日券 ￥9,900 

◆1 日入場券（10/6）＋箱根フリーパス 2 日券 ￥9,900 

◆2 日入場券（10/6）＋箱根フリーパス３日券 ￥14,000 

 

（３）宿泊施設付入場券 

9 月 6 日（金）11：00 から小田急トラベルにて発売開始 

◆各種入場券+Fun Space 芦ノ湖キャンプ村レイクサイドヴィラ 



◆各種入場券+箱根・芦ノ湖はなをり 

◆各種入場券+箱根レイクホテル 

◆各種入場券+箱根高原ホテル 

※詳細は後日発表します 

https://www.odakyu-travel.co.jp/ 

 

（４）場外駐車場 

8 月 30 日（金）18：00 より Loppi（ローソン店頭）にて発売開始 

◆場外駐車場往復シャトルバス券 ￥2,000 

※場外駐車場は無料ですが、ご利用には本シャトルバスのチケットの購入が

必要です 

※お一人様につき 1 枚必要。ただし、小学生以下は無料 

 

8 主 催  HAKONEIRO 実行委員会 

 

9 後 援  箱根町、箱根 DMO（一般財団法人 箱根町観光協会）、元箱根観光協会 湖尻支部、 

J-WAVE、横浜エフエム放送 

 

10 協 賛  サッポロホールディングス、フィリップモリスジャパン、横浜銀行 

 

11 特別協力  小田急ポイントカード、箱根の森から、山野楽器 

 

12 協 力  小田急電鉄株式会社、箱根登山鉄道株式会社、箱根登山バス株式会社、 

箱根観光船株式会社、箱根ロープウェイ株式会社、小田急箱根高速バス株式会社、

株式会社小田急エージェンシー、株式会社小田急トラベル、Fun Space 芦ノ湖キャ

ンプ村レイクサイドヴィラ 

 

13 お問い合わせ  株式会社 Zepp ライブ 03－5575－5170 (平日 13:00~17:00) 

 

14 そ の 他 ・表示金額はすべて税込価格です 

・詳細は公式ホームページをご覧ください 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

https://www.odakyu-travel.co.jp/


 

 

出演アーティストプロフィール ※アイウエオ順 

 

 

青葉市子 

クラシックギターと、うた。1990年 1月 28日生まれ。 

2010年『剃刀乙女』発表。2018年より最新作『qp』と共に日本で 30公演、2019年に EU4 ヶ国での公演を行

う。マヒトゥ・ザ・ピーポーとの NUUAMM、舞台、声優、執筆、CM音楽、絵描きなどのびのび生きています。 

 

岡本真夜 

1995年にデビュー曲「TOMORROW」で、200万枚のセールスを記録。 

3rd シングル「Alone」は初のバラードとしてロングセラーに。以降、「そのままの君でいて」「サヨナラ」「宝物」「ハピハピ 

バースディ」「アララの呪文」など CM ソング・アニメ・ドラマ・映画の主題歌など次々にヒット曲を輩出。 

 

岸洋佑 

1993年 7月 2日生まれ、神奈川県横浜市出身。2009年に日本テレビ系列『歌スタ!!』のオーディションを受け、

最終審査で番組に出演以降、シンガーソングライターとして活動する。テレビ朝日系列『宇宙戦隊キュウレンジャー』

で俳優としてテレビドラマデビュー。 

 

藤巻亮太 

1980年生まれ。山梨県笛吹市出身。2003年にレミオロメンの一員としてメジャーデビューし、「3月 9日」「粉雪」

など数々のヒット曲を世に送り出す。2012年、レミオロメンが活動休止を発表、ソロ活動を開始する。同年、1st ソ

ロアルバム「オオカミ青年」を発表。以降も精力的にソロ活動を展開し、2016年、2ndアルバム「日日是好日」をリリ

ース。2017年には 3rd アルバム「北極星」を発表。 

 

Thinking Dogs 

TSUBASA(Vo)、わちゅ～(Ba)、Jun(Gt)、大輝(Dr)からなる 4人編成のロックバンド。  

一軒家で共同生活を送る彼らは、2015年 6月にリリースしたドラマ主題歌「世界は終わらない」でメジャーデビュー

を果たす。その後、CM タイアップ出演、有名アニメのエンディングテーマや映画主題歌など、異例の抜擢で注目され

数々のロックフェスやイベントに出演。 2019年 11月 6日には New Single「SPIRAL」をリリースするなど、さらな

るグルーヴ感を増した Thinking Dogs に要注目！ 

 

中村中 

歌手・作詞作曲家・役者 

1985年 6月 28日生まれ 東京都墨田区出身。シングル「汚れた下着」(06)でデビューし、紅白歌合戦への出

場や、レコード大賞優秀アルバム賞受賞など、歌手として輝かしい成功を収めながら、舞台への音楽提供や、自身

も役者として活躍するなど、マルチな才能を発揮し続けている。 

 

松室政哉 

1990年 1月 4日、大阪生まれ。小学生の頃、カセットテープから流れたサザンオールスターズで身体中の全細胞が

騒ぎ、音楽に目覚める。それまで欲の無い子供だったが、初めて親に頼み込んでおもちゃのピアノを買ってもらい、独

学で作曲を始める。高校生からシンガーソングライターとして活動を始め、10代限定の音楽フェス“閃光ライオット”の

ファイナリストに。 

 



Miyuu 

1993年生まれ、左利き。 

大阪府出身の自然と旅を愛するシンガーソングライター。 

京都のお寺や神社で、Maroon 5「Maps」、Bruno Mars「Just the Way You Are」などをギターで弾き語りして

いる動画を YouTubeで配信。そのスモーキーかつ優しい歌声と、京都×洋楽という異色の組み合わせが注目を集

め、日本のみならず海外でも再生されるようになった。 

 

持田香織（Every Little Thing） 

1978年 3月 24日生まれ、東京都出身。 

1996年より Every Little Thing のヴォーカルとして活躍。数々のヒット曲を世に送り出す。 

Every Little Thing としての活動は、今年 23周年を迎える。現在はソロしても 10周年を迎え活動中。 

 

吉田兄弟 

津軽三味線の兄弟奏者。共に 5才より三味線を習い始め、全国大会などで頭角を現す。器楽としての津軽三味

線の魅力を強調することで若い層にリスナーを広げ、1999年アルバム「いぶき」でメジャーデビュー。今年 20周年を

迎える。2003年の全米デビュー以降、欧米、アジア等、世界各国での活動や、国内外問わず様々なアーティストと

のコラボレーションも積極的に行なっている。 

 

 

 

 

 

     


