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フレンチブルーミーティング実行委員会は「French Blue Meeting 2022」を下記の日程で開催いたします。 

10 月 16 日（日） ８時～ 【FBM origin～FBM の原点ここにあり～】 

会場：車山高原 A～G 駐車場 

10 月 15 日（土）・16 日（日）10 時～20 時 【FBM de la mer ～海のフランス文化祭～】 

会場：ラグーナテンボス内ラグナシア「海、みなと、蒲郡 ブルーフェスティバル」 

10 月 15 日（土）12 時～10 月 16 日（日）14 時  

Youtube channel FBM 【https://www.youtube.com/c/FBMonline】 

 

「海・みなと・蒲郡実行委員会」の主催で、10 月 15 日と 16 日にラグナシアで

開催する「ブルーフェスティバル」に FBM はさまざまなコンテンツで協力します。 

ラグナシアのステージから、オンラインで様々な方とつながり、そして発信をしてま

いります。 

 

（１）出展社ご紹介 

【ステランティス 出展決定！】 

最新フランス車参戦決定！蒲郡ラグナシアブルーフェスティバル会場

（FBM de la mer)の駐車場に、Stellantis ジャパン株式会社から最

新フレンチカーが勢ぞろい！プジョー、シトロエン、DS の最新モデルを展示します。 

＜展示予定モデル：プジョー208/308/シトロエン C5 X/C5 AIRCROSS SUV、DS4＞ 

さらにブルーフェスティバル（FBM de la mer)園内の Stellantis ジャパンのブースでは、オフィシャルグッズだけで

なく、旧ロゴのグッズや、少量のみ輸入されたレアグッズなども含めたガレージセールを展開します。会場にてアンケ

ートに回答頂くと、オリジナルグッズを進呈します。プジョー、シトロエン、DS それぞれのコースでご用意します。 

 

【犬山に新しくできた「CAFÉ by plus-alpha」】 

FBM 初期メンバーが新しく始めた車好きのためのカフェ！店内にはシトロエン２CV やホンダのモンキーなどもあり、

70 年代のカーグラフィックなども揃っています。 

ドミニクドゥーセのカヌレや、オリジナルのクラッシックプリン、チーズケーキ、コーヒーは京都嵐山にある 

French Blue Meeting 2022   

FBM de la mer ～海のフランス文化祭～ 
多彩なコンテンツで 

「海、みなと、蒲郡 ブルーフェスティバル」を盛り上げます。 
 10 月 15 日（土）～10 月 16 日（日） 

https://www.youtube.com/c/FBMonline】


“％ ARABICA"のオリジナルブレンドを同じマシンを使用して、一杯ずつ丁寧にドリップあ

るいはエスプレッソで、同じテイストを極力再現します。今回は、FBM のロゴの入ったミニト

ートバックとミニカーを販売するブースを出展しています。 

 

 

 

【ドミニクドゥーセの店】 

FBM の名物ともいえる三重県鈴鹿市にある「ドミニクドゥーセの店」がラグ

ナシアにも登場します。カヌレやパンオショコラなど、FBM で長く親しまれて

いるいつもの味をぜひ、お楽しみください。 

 

【世界の医療団（Médecins du Monde）】 

世界の医療団（Médecins du Monde：MdM）は、医療

サービスへのアクセスを阻むいかなる障壁も存在しない世界、そ

して医療へのアクセスが一人一人の権利として確立している世

界を希求して活動しています。FBM は長年、パートナー関係を

結んでいます。2000 円以上ご寄付くださった方に、チャリティグ

ッズのセット（数量限定）をプレゼントしています。ウクライナを

はじめ世界の医療団の活動への支援につながります。 

今年も、MdM と FBM のコラボトートバック（数量限定）を販売します。 

 

【L’atelier de Mami】 

ステージにも登場する、コンテンポラリーアーティス、シンガーソングライターの Mami 

Ishibashi がライブペインティングを行います。2 日間で「FBM de la mer」をイメージした

絵画を仕上げます！ 

 

 

 

【FBM de la mer オフィシャルショップ】 

「FBM de la mer」のポスターをはじめ、ロゴ入り T シャツやマグネットな

ど、オリジナルグッズを販売します。当日お楽しみの激レア T シャツもお楽

しみに！こだわりたっぷりなグッズをぜひ、お買い求めください。 

過去のステッカーも在庫があるものは販売します。 

 

 

FBM クリエーターHideaki Hosoda。芸術大学で教鞭を取る傍ら、FBM とクラブカルチャーを 

マリアージュさせた Mad French Café 主宰。 

 



【出展社一覧】 

nil opal／シエルブルー晴香堂株式会社／ヱンスウプロダクツ／épine／shop standard／マッテルリ 

L’atelier de Mami／リサとガスパールオリジナルショップ／PRODRONE 

Jambon de Himeki ×SANDWICH MOMENT／CafeDufi／Yeti Fazenda COFFEE ほか 

 

（２）スケジュールと出演者が決定しましたので発表いたします。タイムスケジュールをご覧ください。 

【出演者】 

Reina Kitada 

Paris と Tokyo を拠点に活動する実力派フレンチシンガーでバイオリニストソングライター。 

1985 年東京生まれ。居住地パリ/日本。4 歳よりバイオリンをはじめる。 

2004 年 18 歳の時一人フランスに移り住む。Centre des Musiques Didier 

Lockwoodに日本人として初めて入学。ジャズバイオリンをDidier Lockwoodに師事。

在学中から日本とフランスで演奏活動を開始。 

その後、日本においてテレビ CM やテレビドラマ、ラジオ番組、フランス語詞の提供等も手

がけ、日本のみならず、ヨーロッパの有名アーティストとの共演を果たす。 

2021 年 11 月にはパリ Grand Rex にて行われたフランシス・レイの追悼コンサートに招待され出演。 

彼女のキャリアからも見てとれるように、あらゆるジャンルのエッセンスを持ちながら紡ぎだされる音楽は紛れもないオ

リジナリティとセンスにあふれている。 パリのエスプリと東京のスピード感を体現するその才能は、誰にも真似する事

の出来ない世界を創りだす。 

ホームページ→ http://www.reinakitada.com/   Twitter→ @reinakitada   

Instagram→ reinakitada 

 

田ノ岡三郎 

幅広いジャンルのステージ&レコーディングで日々熱演を続けるアコーディオン奏者。東京

音大卒業後にパリにてダニエル・コラン氏に師事、最新作「旅するアコーディオン」をはじめ

8 作のソロアルバムをリリース。TV ドラマ、映画、アニメ、CM やゲームの音楽への演奏参

加も多数、テレビ東京系「シェフは名探偵」では劇中音楽の制作にも参加。 

NHK 連続テレビ小説「エール」「なつぞら」など、稀にキャストとしての出演もある。歌うよう

に奏であげる音色には定評があり、多方面で活躍を続けている。 

ホームページ→ http://tanooka.net   Twitter→ @saburotter 

 

MAMI  

コンテンポラリーアーティスト / シンガーソングライター 

1984 年 10 月 23 日 静岡県生まれ。幼少期をニューヨークと東京で過ごし、大学生

活を終えて間も無く香港に移住。その後 2015 年、香港からシンガポールに拠点を移す

のと同時期に絵画を始める。2016 年頃より東南アジアとヨーロッパを中心にグループ展

及び個展に出展、またレストランやオフィスの内装アートを担当するコラボレーションを通し

活動中。学生時代より続けている音楽・楽曲制作活動が現在のアート活動においても

http://www.reinakitada.com/
http://tanooka.net/


大きな糧であり、ヒントとなっている。 

ホームページ→ https://mamiishibashi.com/   Instagram→ mamamiarts 

 

リサとガスパール 

リサとガスパールはうさぎでもない、犬でもない・・・・・・ 

とびきりキュートなパリの住人。人間の学校に通って友だちはいっぱいだけど、とくべつ仲良しな 

ふたりは遊びもいたずらもいつもいっしょです。 

オフィシャルサイト：https://www.lisagas.jp/   

Twitter→ ＠Gaspard_Lisa_JP   Instagram→ gaspardetlisa_official  

 

 

【MC】 

飯田裕子 

自動車メーカーに勤務しながら参加していたレースで車への関心を一層強め、自動車ジャ

ーナリストに転身。「クルマ×人×生活」をテーマに新車からクラシックまで愛し乗りこなす、カ

ーガイならぬカーガール！？ ドライビングスクールのインストラクターとしてのキャリアも 20 年

以上。近年は過疎地域/高齢化社会における“個の自由な移動”を叶える ADAS の進

化に注目している。自動車専門誌/Web、新聞、ライフスタイル系メディアへの執筆、テレビ/ラジオ/動画コンテン

ツへの出演のほか、講演やパネリストなど活動は幅広く、女性からの支持も高い。90 年代以降のクルマのカタログ、

クラシックモデルを中心とするミニカー、ビバンダム時代からのミシュランマングッズのまあまあなコレクター。 

＊日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員 

Twitter → @Iida_Yuko  Instagram → iidayukon   

Facebook →https://www.facebook.com/yukonee 

 

廣田琴美 

俳優。香川県出身。TV ドラマ、映画、舞台、TVCM、WEB 動画など幅広く活動。母親

役で出演した短編映画『MAKHALISS -マカリス-』(山本康士監督)は、2020 年カンヌ

国際映画祭 ShortFilmCorner に選出される他、ニース国際映画祭などの海外映画

祭に多数ノミネート。精神科医役で出演した『メタスタシス』（松岡寛監督）は 2022 年

ドイツのハンブルク日本映画祭で上映される。直近では舞台『シーボルト父子伝』にて辰

巳琢郎演じるシーボルトの妻役を好演。”会うと意外に小さい選手権”があればトップ３入

りを自負している（ぜひ会って確かめてください♪）。FBM の SNS の「中のヒト」として活動。独自の視点でメッセ

ージを発信しています！ 

ホームページ：https://kotomihirota.wixsite.com/since2020/home-copy 

Twitter→ @HirotaKotomi  インスタ→ hirota_kotomi 

 

※内容は予告なく変更になる可能性があります。※新しい情報は随時公式サイト・Facebook・Instagram で発信します。 

〇PARTNER       
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