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ＧＬＡＹデビュー２０周年の日に東北復興支援スペシャルライブ 

「六魂 Fes!×GLAY Special Live powered by Benefit one」 
５月２５日（日） 開催決定！ 

 
株式会社ベネフィット・ワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 白石徳生、www.benefit-one.co.jp）は、

５月２４日（土）に山形市霞城公園内市営野球場にて開催する音楽イベント「六魂 Fes！」のスペシャルライブ
として、５月２５日（日）に「六魂 Fes!×GLAY Special Live powered by Benefit one」を開催いたします。 

 
■『六魂 Fes!×GLAY Special Live powered by Benefit one』概要 

日  時： ２０１４年５月２５日 (日)   
１４：００開場 １５：３０開演（予定） 

入 場 者：地元山形市民の方々を中心に約６０００人 

※完全招待制のため、チケット販売は行いません 
※一部座席は、東北在住の GLAYファンクラブ会員の方を対象とした応募抽選を実施いたします。 

主催  ：六魂Fes!実行委員会 

特別協力：ベネフィット・ワン 

協力  ：東北六魂祭実行委員会 

問合せ先：六魂 Fes!実行委員会  
ＴＥＬ：０５０－５５４１-８６００ 
    (全日/８:００～２２:００) 

Ｍａｉｌ：rockonfes@benefit-one.co.jp ＨＰ： http://rockonfes.com  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【取材お申し込みについて】 
① ＧＬＡＹに対する個別インタビュー、撮影は『GLAY出演に関する取材申込用紙』にご記入の上、 
ポニーキャニオン音楽制作部にＦＡＸをご返信ください。 

② ①以外の六魂 Fes!に関する取材は、『当日取材申込用紙』にご記入の上、  
ベネフィット・ワン広報担当（パソナグループ広報室）に FAXをご返信くださいませ。 

※参考『六魂Ｆｅｓ！』 

ベネフィット・ワンが、東北六魂祭実行委員会の協力のもと、「六魂Ｆｅｓ！」に協賛・協力いただく 

各企業と共に「六魂Ｆｅｓ!実行委員会」を設立し、東北復興に向けての希望と活力を届けることを 

目的とした音楽イベントである。24日には、石井竜也、華原朋美、PUFFYら日本を代表する著名 

アーティストたちが出演する。 

日  時: ２０１４年５月２４日 (土)  
      １１：００開場、１２：００開演、１８：００終演（予定）  

場  所: 山形市霞城公園内市営野球場  

出  演: 石井竜也、塩谷哲 presents “Salty Session”with 渡辺美里・矢井田瞳 
       華原朋美、PUFFY、キマグレン、さんみゅ～  

 

mailto:rockonfes@benefit-one.co.jp
http://rockonfes.com/
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（株）ポニーキャニオン音楽制作部 制作 1部 守谷 行き  
 

ご取材にお越し頂ける場合は下記リストにご記入下さい 

 

デビュー20 周年記念日に東北六魂祭にてフリーライブ開催！！ 

Special Live「六魂 Fes！×GLAY Special Live powered by Benefit One」 

【取材申請書】 
貴社名   

番組名・媒体名   

当日ご取材ご担当者様   

ご連絡先ＴＥＬ   

ご連絡先 FAX   

mailアドレス 
 

※オフィシャル写真が必要な方 オフィシャル写真      必要 ・ 不要   データのお届け 19時予定 

ご取材スタッフ人数 
                    
                          名様 
  

※スタッフの方の内訳をご記入くださ
い   

露出内容／予定ページ数   

Ｏ・Ａ予定日／掲載予定日   

撮影の有無   

備考   

 
※この申請書のご提出が無い場合、ご取材をお断りする事もございます。 
※ご記入もれのないようお願いいたします 
※当日囲み取材の実施予定はございませんので予めご了承ください 

                  ■お問い合わせ先： （株）ポニーキャニオン 音楽宣伝部  TEL03-5521-8010 

（株）ポニーキャニオン 音楽制作部制作1部 TEL03-5521-8013 

GLAY出演に関する取材申込用紙 (FAX返信用紙) 

送付先 FAX番号 ： 03-5521-8118 
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拝啓 

 

貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

1994年 5月 25日のメジャーデビュー以降、CDセールス、ライブ動員数など常に日本の音楽シーンをリードし続

け、数々の金字塔を打ち立ててきた日本のロックバンド GLAY。9 月 20 日に、宮城・ひとめぼれスタジアム宮城

で 10年ぶりとなる「GLAY EXPO」を開催する GLAYが、東北六魂祭 2014山形で GLAYデビュー20周年の 5/25(日)

に東北復興支援スペシャルフリーライブを開催！六魂 Fes！×GLAY Special Live powered by Benefit oneでは

山形を中心とした東北の方約 6000名を招待し、1日限りのライブをお届けします。 

是非、六魂 Fes！×GLAY Special Live powered by Benefit oneの模様と、ニューシングルのリリース情報を併せ

てご紹介頂きたく、ご案内致します。 

敬具 

－ 記 － 

タイトル：六魂 Fes！×GLAY Special Live powered by Benefit one 

日時 ：平成 26年 5月 25日 (日) 14:00開場 15:30開演 (予定) 

受付時間：13時 00分〜 

会場 ：山形市霞城公園内市営野球場(山形県山形市霞城町１−５) 

出演者：GLAY ※当日の模様は、オフィシャル映像としてお渡しさせていただきます。 

ご提供素材： 《収録楽曲》 未定(2〜3曲収録予定)、MC部分                               

以上 

＜5 月 25日(日)24:00 までに送付させて頂きます。＞ 

※各局様につき1本ずつの配信となります。お手数ですが局内にてお回しいただきますようお願いいたします。ご不明点などございましたら、

お問い合わせいただけますよう、お願いいたします。 

＜お知らせ＞ 

GLAY、20 周年 50 枚目となるニューシングルリリース決定！ 

商品名：「BLEEZE」 

発売日：2013 年 7 月発売予定 

 

 映像配信いただける場合は、別紙取材申請書にご記入のうえ、担当までご連絡ください。（5 月 23 日（金）正午〆切） 

■ お問い合わせ先：（株）ポニーキャニオン宣伝部 TEL 03-5521-8010 

オフィシャル映像をご希望の方はお手数で恐縮ですが準備の都合上、添付いたしました返信用紙に必要事項をご記入

のうえ、5月 23 日（金）正午にご返送下さい。 

 

GLAY 映像配信のご案内 
デビュー20 周年記念日に東北六魂祭にてフリーライブ開催！！ 

「六魂 Fes！×GLAY Special Live powered by Benefit One」 
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■FAX 返信用紙 

FAX：03-5521-8118 or 8110 
㈱ポニーキャニオン 音楽制作部 制作 1 部グループ 

 

デビュー20 周年記念日に東北六魂祭にてフリーライブ開催！！ 

スペシャルライブ「六魂 Fes！×GLAY Special Live」 

 

オフィシャル映像素材送付 ※5月 25日(日)24:00 までに送付可能です。 

 

□必要     □不必要 
 

貴社名/媒体名                                                      

 

番組名/放送日                                                      

※放送予定の全ての番組名をご記入ください 

 

ご芳名                                                            

 

ご連絡先 TEL:                     FAX:                           

 

緊急時の携帯番号                          

 

《オフィシャル映像素材》 
 

送付先ご住所                                                        

 
                            TEL:                     
 

当日お受け取りになられるご担当者様             携帯番号                  

 

＜注意事項＞ 

恐れ入りますが 5 月 23日（金）正午までにご返信いただけますようお願い申し上げます。 

 
（株）ポニーキャニオン 音楽制作部制作 1部 ０３－５５２１－８０１3 
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当日取材申込用紙(FAX返信用紙)

送付先FAX番号：０３－６７３４－０２４５

『六魂Fes!×GLAY Special Live powered by Benefit one』
開催日時：２０１４年５月２５日(日) １４：００開場、１５：３０開演
開催地 ：山形市霞城公園内市営野球場
出演者 ：ＧＬＡＹ

誠にお手数ではございますが、取材申し込み内容を下記にご記入の上、
5月21日(水)までにご返信くださいますようお願い申し上げます。

※尚、事前にお申し込み頂けなかった報道機関の方は、取材席の関係で当日取材をお断りさせて
いただく可能性がございます。ご容赦くださいませ。

※また、25日「六魂Fes! ×GLAY Special Live powered by Benefit one 」に出演するアーティストGLAYへの
個別取材のご依頼は、お手数ですが別紙申込用紙に記入の上、㈱ポニーキャニオン音楽制作部に
ご返信下さいますよう、お願い申し上げます。

取材希望日 □5月24日（土） □5月25日（日）

貴社名

媒体名 (所属)

掲載予定媒体
放送予定番組

ご芳名

カメラ台数

電話番号

携帯番号

FAX番号

(掲載・放送予定日: 月 日)

<合計 名>

スチールカメラ 台/ ムービーカメラ 台

『六魂Fes!』
開催日時：２０１４年５月２４日(土) １１：００開場、１２：００開演
開催地 ：山形市霞城公園内市営野球場
出演者 ：石井竜也、塩谷哲 presents “Salty Session”with 渡辺美里・矢井田瞳

華原朋美、PUFFY、キマグレン、さんみゅ～

(掲載・放送予定日: 月 日)

<合計 名>

ベネフィット・ワン広報担当: 藤巻、根本（パソナグループ広報室）行
ＴＥＬ：０３－６７３４－０２１５ ＭＡＩＬ：p.kohoshitsu@pasonagroup.co.jp


