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株式会社レコチョク

WIZY で北海道・新得「GANKE FES2017」プロジェクトをスタート！
ウクレレジプシー（キヨサク from MONGOL800）、DJ やついいちろう他出演決定
～北海道の酪農家達によるアウトドア音楽フェスをみんなで盛り上げよう～
株式会社レコチョク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：加藤裕一、以下レコチョク）は、2017 年 5 月 12 日（金）
から 6 月 18 日（日）までの期間限定で、【アウトドア音楽フェス「GANKE FES（ガンケフェス） 2017」をみんなで盛り上げ
よう！】を共創・体験型プラットフォーム「WIZY（ウィジー）」で展開します。（https://wizy.jp/project/24/）

【WIZY 初の音楽フェス連動プロジェクトスタート】
「GANKE FES2017」は、北海道・新得町の幼馴染の酪農家 3 人が
「生まれ育った町を盛り上げたい‼」という思いから DIY で作ってきた、
“アウトドア音楽フェス”で、子供からお年寄りまで参加する、アットホ
ームなイベントです。4 回目となる今年は 2017 年 7 月 8 日（土）に開
催、本日、 第一弾アーティストとして UKULELE GYPSY（キヨサク
from MONGOL800 ） 、 DE DE MOUSE 、 DJ や つ い い ち ろ う 、 明 星
/Akeboshi、DJ BAKU、CHICO CARLITO の出演が発表されました。
「新得町の酪農家達によるアウトドア音楽フェスをさらにパワーアッ
プさせて、もっとみんなが楽しめるフェスにしたい！」という GANKE
FES 実行委員会の願いと「アーティストやクリエイターが実現したいこ
とと、その想いに共感したファンをつなぎ、実現に向けてサポートす
る」という WIZY のコンセプトが合致し、WIZY 初の音楽フェス連動プロジェクトが決定しました。

【「GANKE FES2017」で感動体験をカタチに！】
「GANKE FES2017」の開催地「新得町」は人口 6,000 人、北海道の
真ん中に位置し、大規模な酪農・畑作地帯が広がり、綺麗な星空や
美味しい水、蕎麦などが有名です。フェス会場は、地元の人々が"ガ
ンケ"と呼ぶ十勝川上流の崖。ここは、アイヌの神話が残る聖地で、岩
肌を見せ、そそり立つ約１００ メートルの断崖と屈足湖に包まれた壮
大なロケーションです。
今回は、14 種の様々なアウトドアアクティビティと、今年から新設さ
れるスケボーランプ、北海道発のプレミアムスノーボードブランドによ
る展示、さらには野外シネマ等、アウトドアカルチャーを五感を通じて
体感出来る、まさに新しい「アウトドアの聖地」北海道・新得町の魅力
が詰まっています。
WIZY では、UKULELE GYPSY（キヨサク from MONGOL800）ステージを彩るキャンドルのホルダーにサポーターの名
前を入れ、後日新しいキャンドルとともにお届けするアイテム、出演アーティストの WIZY 限定コラボグッズ製作、また、
新得町に親しんでいただくため、観光地訪問、名産の蕎麦のランチ、牧場での乳しぼり・子牛の乳やり・アイス体験など
「新得町を楽しむツアー」も展開します。
フェス名の由来ともなっている、アイヌの神話が宿る崖「ガンケ」の麓に広がる大自然の中で、心地よい音楽とアウト
ドアカルチャーを存分に体感できる「GANKE FES 2017」、来場される方も、興味ある方もぜひ、ぜひ WIZY のプロジェク
トもご覧ください。

「今年で 4 回目になりますが、出演してくださるアーティストのみなさん、新得町のみなさん、ご来場される
みなさん、遠くから応援してくれるみなさん・・・みんなの力で GANKE FES をパワーアップさせて、もっと楽し
めるフェスにしたい！と考えています。」 （GANKE FES 実行委員会）

【アウトドア音楽フェス「GANKE FES（ガンケフェス） 2017」をみんなで盛り上げよう！】
■プロジェクト期間：2017 年 5 月 12 日（金）～2017 年 6 月 18 日（日）23:59
アイテム
【WIZY 限定】GANKE FES 2017 チケット＋キャンドル参加
＋UKULELE GYPSY（キヨサク from MONGOL800）コラボ T シャツ
【WIZY 限定】GANKE FES 2017 チケット＋キャンドル参加
＋DJ やついいちろうコラボ T シャツ
【WIZY 限定】GANKE FES 2017 チケット＋キャンドル参加
＋明星/Akeboshi コラボ レザーフリーホルダー
【WIZY 限定】GANKE FES 2017 チケット＋キャンドル参加
＋GANKE FES 2017 公式グッズ 3 点セット
【WIZY 限定】GANKE FES 2017 チケット＋キャンドル参加＋新得町ツアー参加
【WIZY 限定】GANKE FES 2017 チケット＋キャンドル参加
【WIZY 限定】UKULELE GYPSY（キヨサク from MONGOL800）コラボ T シャツ
【WIZY 限定】DJ やついいちろうコラボ T シャツ
【WIZY 限定】明星/Akeboshi コラボ レザーフリーホルダー
【WIZY 限定】新得町ツアー参加
【WIZY 限定】キャンドル参加
GANKE FES 2017 公式 T シャツ
GANKE FES 2017 公式タオル
GANKE FES 2017 公式サングラス
ブース出展（法人様向け）
※チケットは、ガンケフェス当日にお渡しします。
※キャンドル参加は、フェスで使用後に配送します。
※WIZY アイテム発送時期は 2017 年 7 月頃を予定しています。
※その他詳細は、WIZY プロジェクトサイトをご覧ください。(https://wizy.jp/project/24/）

税込価格（送料・税込）
11,200 円
11,200 円
11,200 円
14,500 円
12,700 円
8,200 円
3,700 円
3,700 円
3,700 円
4,500 円
3,700 円
3,200 円
2,500 円
2,700 円
162,000 円

【GANKE FES 2017 について】
開催日：2017 年 7 月 8 日（土）
出演アーティスト：UKULELE GYPSY（キヨサク from MONGOL800）、
DE DE MOUSE、DJ やついいちろう、明星/Akeboshi、DJ BAKU、CHICO CARLITO
会場：湯宿くったり温泉 レイクイン
イベント：アーチェリータグ®体験、カヌー体験、スタンドアップパドル、プチ・ラフティング
ツアー、ロッククライミング体験、スラックライン、麦稈ロールアスレチック、ジャンベ ワ
ークショップ、レザーペットボトルホルダー体験、フラワー＆ペインティング、木の廃材
DIY 工房、シルクスクリーン印刷体験
主催：TORI×SADA、Office339
共催：新得町、新得町観光協会
制作協力：株式会社 FABTONE
特別協力：株式会社レコチョク(WIZY)
■Official Web Site
http://www.ganke-fes.com/
【WIZY（ウィジー）について】
WIZY は、アーティストが実現したい、メッセージ性やクリエイティブ性の高い企画を、そのアイデアに共感・サポートした
ファンと共にカタチにする、音楽分野に特化した共創・体験型プラットフォームです。アーティスト
とファンの“想い”をつなぎ、その実現をサポートしていきます。WIZY という名称は「With You」をも
とにした造語です。
株式会社レコチョクがプラットフォームを提供、潜在的なアーティストファンへのアプローチや、アーティストとの結びつ
きをさらに深められるような感動体験の創出をお手伝いいたします。
■オフィシャルサイト URL： https://wizy.jp/
※本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

