2007年11月5日

報道関係者各位

株式会社スタジオジャパホ
メディア事業部：渡辺

プレスリリース

お問い合わせは03-5484-5917

国内での本格的冬フェス「SNOWBOMBING JAPAN in Snowtown Yeti」
PE’Z、東田トモヒロ、Lisa Halim、50/50など人気アーティストなど続々出演決定！
07-08シーズンのウィンタースポーツシーンに新たな風が！！
スノーボード関連の情報配信を行う株式会社スタジオジャパホ（本社：
東京都港区、代表：塚田卓弥）は、来る2007年11月24日に「スノータウン
Yeti（イエティ）」（株式会社フジヤマリゾート・静岡県）にて雪山での音楽フェ
スティバル「SNOWBOMBING JAPAN in Snowtown Yeti」の開催を決定し
ました。
「SNOWBOMBING」は、オーストリアのリゾート「マイヤーホッフェン」で
毎年開催されている音楽とスノースポーツのイベント。SNOWBOMBINGを
開催運営するUKのOUTGOING社と数年間の交渉の末「SNOWBOMBING
JAPAN」として日本での開催が決定。スノースポーツと音楽の本格的な融
合によって行われる国際的イベントは国内初！しかも24時間オールデイ
＆オールナイト！早くも業界内外から国内スノー市場・スノー文化の活性
化を期待する声が届いています。
開催を数週間後に控え、出演アーティストが続々決定しましたので、ここ
にご案内いたします。
メジャーデビュー後数々の賞を受賞し、“侍JAZZ”の異名を持つ人気の
ジャズインストバンド「PE’Z」の出演が決定！また“WINTER SPORTS
FESTA season7”のCMに楽曲提供し自身も出演して問い合わせ殺到の
ガールズシンガー「Lisa Halim」、THE GREENROOM FESTIVALを始め、
windblow、sunset live、ap bank fesなど各地の大型フェスに引っ張りだこ
のオーガニック系シンガー「東田トモヒロ」、CＸ系アニメ「ONE PIECE」主題
歌をひっさげて登場する噂のパーティバンド「50/50（フィフティ・フィフ
ティ）」、などなど気になるアーティストが多数出演。スノーボードをはじめ、
サーフィン、スケートボードなど横乗り（ボードスポーツ）カルチャーに馴染
みの深いアーティスト達が、07-08ウィンターシーズンの幕開けに、日本を
象徴する富士山の裾野に集結します！
またゲレンデでは、人気のスノーブランドが多数集まりNEWモデルの試
乗・展示会を行う他、新作スノーボードムービーの試写会やスノーパーク
でのセッションなどが開催され、まさにスノースポーツと音楽が融合した本
格的な冬フェスとなります。
弊社では「SNOWBOMBING JAPAN」を日本を代表する「雪と音楽とスポー
ツのフェスティバル」として定着させ、既存のスノースポーツ愛好家だけで
なくスノースポーツ未経験ユーザーも“音楽”を通して巻き込み、スノーシー
ンに新たな風を巻き起こしたいと考えています。

■本件に関するお問合せ先 ：
株式会社スタジオジャパホ メディア事業部：渡辺
〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-35 Lattice Shibaura 505
メール：info@japaho.com ／TEL：03-5484-5917（平日 10:00～19:00）

▲PE’Z
▲Lisa Halim

▲50/50

▲東田トモヒロ

http://www.japaho.com/

※いつもお世話になっております。当資料の詳しいデータやイメージ画像などご必要な際はご提供いたします。
また、スノーボードに関する情報やイメージなどをお探しの場合は、ご相談いただければご協力いたします。何卒よろしくお願いいたします。

SNOWBOMBING JAPAN 2007 in Yeti 開催概要
UK発！雪と音楽のフェスティバルが日本で本格開催！SNOWBOMBING JAPAN 2007 in Yeti
オーストリアの雪山で毎年開催されているUK発のイベント「SNOWBOMBING」が「SNOWBOMBING JAPAN」として富士の裾野スノータウ
ンYetiで開催が決定！11月24日の日中から25日の朝までのオールデイ＆オールナイトで開催される。ゲレンデでのセッションや試乗会、
ステージライブ、フロアDJ、試写会などなど、内容も盛りだくさんで、まさに冬ならではのフェスティバル。
滑って、観て、聴いて、踊って、盛り上がろう！
【開催日】
【開催時間】
【会場】
【内容】
【入場料】
【来場者数】
【主催】
【運営】
【協力】
【後援】
【協賛】
【特別協力】

2007年11月24日（土）・25日（日）
24日8:00am～25日7:00am（All Day-All Night）※22:00以降は未成年入場不可
スノータウンYeti（イエティ） 静岡県裾野市須山字藤原 http://www.yeti-resort.com/
雪・音楽・スノーエンターテイメントのフェスティバル
当日5,800円 前売り5,500円（ノベルティーあり） ※前売りはチケットぴあ、ローソンチケット他にて
約3,500名
株式会社スタジオジャパホ
SNOWBOMBING JAPAN 実行委員会
SNOWBOMBING UK、富士急行株式会社、株式会社サムズ、株式会社チームアクティブ、AREA51s
日本スノーボード協会JSBA、日本スノーボード産業振興会SBJ
マイスペース株式会社、JT、スノータウンYeti
Freerun、snowstyle、SnowBoarder、TRANS WORLD SNOWBOARDING JAPAN、SURF&SNOW、
株式会社ミラクル・バス、Gombo Groove、オタフクソース株式会社、株式会社キャタリスト、
ポーザーズプロダクションズ有限会社、株式会社ガーデン、株式会社ストレートシックス、有限会社ファンランク、
有限会社リアライズ、有限会社JOYDIVISION、有限会社ネイティブプロダクツ、SNOWOLF、Evening Star、
有限会社ナチュラルコーポレーション

【イベント内容】

屋外ステージ：ライブアクト

【出演者】

LIVE STAGE ＜LIVE ACT＞
PE'Z、50/50（FIFTY-FIFTY）、Lisa Halim、東田トモヒロ、JUNGLIST YOUTHS、FROM YOUTH、
UNDER THE COUNTER、NO GAIN、FAITH、ONE GRAM TONE、CASPER、and more

室内ステージ：DJプレイ ゲレンデ：特設「雪番長パーク」セッション・試乗会・試写会等

BLUE STAGE ＜DJ＞
DJ YASU、shingo*420、and more
※DJ YASUはオーストリアで開催されたSNOWBOMBING2007に日本のレジデントDJとして参加
【新作スノーボード試写会】
FIRST CHILDREN「赤の軌道」 veeco production/VOLCOM 「ESCRAMBLE」
【スノーボード試乗・展示会ブランド】
BENT METAL、BLUEBLOOD、celsius、DEATH LABEL、DEFCON、DRAGON、Endeavor Snowboard Design、
FC BRAND、FLUX BINDINGS、眞空雪板等、NITRO SNOWBOARDS、RICE28、ROME SDS、
SALOMON SNOWBOARDS、SAPIENT SNOWBOARDS、SESSIONS、signal snowboards、
STEP SHILD SNOWBOARDS、TECHNINE、360、TWELVE、UG.、VoLKL snowboards、VESTAL、VOLCOM、X5、
YONEX、雪番長（以上アルファベット順）
【チケット情報】

・SBN STORE (http://sbnstore.jp/)
・電子チケットぴあ Pコード：610-821
・ローソンチケット・ドットコム Lコード：43703

【イベント及びチケットに関するお問い合わせ】
スノーボミングイベントデスク 03-5484-5925（平日10:00-19:00）
オフィシャルWEBサイト http://snowbombing.jp/
※ myspaceにSNOWBOMBING JAPANページ開設！ http://myspace.com/snowbombing_japan

■本件に関するお問合せ先 ：
株式会社スタジオジャパホ メディア事業部：渡辺
〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-35 Lattice Shibaura 505
メール：sbn@japaho.com ／TEL：03-5484-5917（平日 10:00～19:00）

http://www.japaho.com/

本イベントの取材に関するお申込は次のページ

取材申込書
SNOWBOMBING JAPAN 2007 in Yeti
2007年11月24日（土）08:00am～11月25日（日）7:00am
主催： 株式会社スタジオジャパホ 運営：SNOWBOMING JAPAN実行委員会
媒体名
媒体種別

新聞

・

TV

・

雑誌

・

WEB

・

その他

※いずれかに○をつけてください

申込日
掲載・放送予定日
取材内容
（取材方法）

貴社名
貴社所在地
所属部署
取材責任者名
TEL/FAX
E-mail
（ 記者 ・ スチール ・ ムービー ）
（ 記者 ・ スチール ・ ムービー ）
取材者氏名
（ 記者 ・ スチール ・ ムービー ）
（ 記者 ・ スチール ・ ムービー ）
※スチール、ムービーの各カメラマンは各媒体1名様までとさせていただきます。
【注意事項】
1. 当日は必ずお名刺をご持参の上、プレス受付（エントランス横）までお越しください。
お名刺のない方の取材は、お断り致します。
2. 写真撮影に関しましては、会場側ならびに実行委員会の係員の指示に従ってください。
3. 取材の際、お客様を立ち退かせるような行為はご遠慮ください。
4. 係員、スタッフの指示に従ってください。従って頂けない場合は取材をお断りさせて頂く場合があります。
5. お車でのご来場の際は事前にご連絡ください。
6. 取材して頂いた原稿、使用される映像、画像などは入稿までに必ず確認させて頂きます。
7. 掲載誌、OA時のテープ及びデータは必ずご送付ください。
8. 取材、撮影により、当イベント及び会場、お客様のイメージを著しく傷つけた場合は損害賠償請求をさせて頂く
場合があります。予めご了承ください。
9. メインフロアでのフラッッシュ撮影は基本ご遠慮頂いておりますので、予めご了承ください。

●取材のご依頼ありがとうございます。
注意事項をご確認の上、空欄にご記入頂き、下記へメールまたはFAXにてご返送ください。
検討の上、ご連絡致します。尚、申請のない方の取材は一切お断りさせていただきますので予めご了承ください。

SNOWBOMBING JAPAN プレス窓口
株式会社スタジオジャパホ SNOWBOMBING JAPAN実行委員会 広報担当：渡辺
〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-35 Lattice Shibaura 505

FAX:03-5484-5918 Mail: info@japaho.com

