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Water	Run	Festival	2019運営事務局

ウォーターフェスティバル「Water Run 2019」

注目の日割りラインナップ発表！
〜エリアマップ解禁（キッズコンテンツも一部紹介）〜

2019年7月27日(土)、28日(日)に幕張海浜公園 Gブロックにて開催する“水掛け×マラソン×音
楽エンタメフェス”、 「Water Run Festival 2019（ウォーター・ラン・フェスティバル2019） （以下、
Water Run 2019）」の日割りラインナップとエリアマップを発表いたします。

Press Release

▲日割りラインナップ

■日割りラインナップ
7/27(土)：

ANZEN漫才/ ROLAND / 越智ゆらの / PRIZMAX / XOX (田中理来 & 安井一真のみ出演) / FIZZY POP
神宿 / Kore:ct / DAISHI DANCE / DJ Ando / DJ HENNEY(韓国) / でっぱりん&じゅんき&DJ SHACHO
(ex. あいのり) / DJ 嵐 (ex. いきなりマリッジ2/あいのり) / KAZUMA KAWAHARA /＃R (玉木亮(ex.あいのり)
Roccol（ロッコル）) /どりあんず / 南圭介 / ユーマ / 阿久津真央 / Sey-G(DAYS DJ) / KO-HEY(DAYS DJ)
TAKAYA(DAYS DJ)

7/28(日)：

はるな愛 / ラファエル / サンシャイン池崎 / たんぽぽ / ili(イリー/台湾 ) /皇治・城戸廉裕 (K-1) / FlowBack
XOX (田中理来 & 安井一真のみ出演) / FIZZY POP / キミノマワリ 。/ TAKU-HERO/ U５ (Prog5）
DJ HENNEY(韓国) / YUNKORO / DAIKI / RYU-To / どりあんず / 南圭介 / ユーマ / 阿久津真央 /Sey-G
(DAYS DJ) / KO-HEY(DAYS DJ) / TAKAYA(DAYS DJ)

※ XOX (田中理来 & 安井一真のみ出演) /FIZZY POP / DJ HENNEY(韓国) / どりあんず / 南圭介 /阿久津真央 / Sey-G
(DAYS DJ) / KO-HEY(DAYS DJ) / TAKAYA(DAYS DJ) は両日出演



■エリアマップ
エリアマップが決定しました。会場内には、出演者のトークやLIVE、DJを楽しめる「DJ・LIVEエリア」

や“水鉄砲バトル”“水風船バトル”を行う「バトルフィールドエリア」、オフィシャルグッズを販売し
ている「装備屋」、水鉄砲などの水遊びアイテムを購入できる「武器屋」をご用意しています。
その他にも、フードやクローク、更衣室など、皆さんに思いっきりWater	Runを楽しんでいただける
ブースも完備しています。ウェーブ（ラン）で体験できるゾーンには、XOX (田中理来 & 安井一真

のみ出演) による「イケメンバケツゾーン」や「ミストゾーン」をはじめ、「暗闇ゾーン」・「タピオカゾ
ーン」・「はてなゾーン」を新コンテンツとして設置します。
「タピオカゾーン」「はてなゾーン」については、近日発表予定です。

また、親子でWater	Runを安心して楽しんでいただけるよう、キッズ向け新コンテンツもご用意しま

した。ウェーブ（ラン）の際に、お子様が最前列からスタートできる「ウェーブ最前列スタートサービ
ス」や、 「キッズVIP更衣室」・「キッズVIPテント」・「キッズ専用トイレ」など、様々なコンテンツを設
置しています。

▲エリアマップ



■興行名
Water Run Festival 2019
（ウォーター・ラン・フェスティバル 2019）

■先行チケット受付期間
2019年6月1日（土）00:00〜6月24日（月）23:59
*先着、数量限定販売のため、なくなり次第受付終了となります。

■受付URL
6/11(火）00:00〜6/24（月）23:59：https://iFLYER.tv/waterrun

■先行チケット料金（税込）
1日券 5,800円(定価：6,800円)
2日通し券（早割り） 9,800円（定価：9,800円）
※Tシャツ・水鉄砲付き
※  １２歳以上有料、５歳以上１１歳未満のお子様は、１８歳以上の保護者同伴で２名まで入場無料。

（ノベルティは１名分まで）
VIP1日券（各日） 9,800円（定価：9,800円）
※好きな時間に走れる!ステージVIPエリア ※VIP優先無料更衣室 ※VIP優先無料クローク
※  １２歳以上有料、５歳以上１１歳未満のお子様は、１８歳以上の保護者同伴で２名まで入場無料。

（ノベルティは１名分まで）

＜備考＞
※ 当日、入場混雑する可能性があるため、その場合はVIPチケットの方から優先入場になります。
※ 雨天決行、荒天中止。
※ チケットの払い戻しは致しません。
※ お一人様各4枚までご購入可能。
※ VIPエリアは１８歳未満入場不可。
※ ５歳以下入場不可。
※  １２歳以上有料、５歳以上１１歳未満のお子様は、１８歳以上の保護者同伴で２名まで入場無料。

（ノベルティは１名分まで）

《先行チケットインフォメーション》

＜Water Run 2019 開催概要＞

■日程： 2019年7月27日(土)、28日（日）
■時間： 開場 9:00 開演 10:00〜18:00
■会場：幕張海浜公園 Gブロック
■主催： Water Run Festival 2019運営事務局

■後援： 千葉市/株式会社ベイエフエム/株式会社エフエム東京
■オフィシャルHP / SNS
HP ： http://waterrun.jp/
Instagram ： https://www.instagram.com/waterrun_official/	
Twitter : https://twitter.com/waterrun_japan
Facebook ： https://www.facebook.com/waterrun.official/	
YouTube ： https://www.youtube.com/channel/UCdwxlIaNFNh6o3fH5QUeinA/videos



Water Run Festivalとは

「Water	Run	Festival	（ウォーター・ラン・フェスティバル） 」は、 2015年に日本初開催された、タイの『水掛け

祭り』ソンクラーンフェスティバルをテーマに、「水掛け」×「マラソン」×「エンタメ・音楽」の３つの要素を掛
け合わせた日本オリジナル企画の夏にぴったりのウォーターフェス！

「ソンクラーン」という言葉はタイの旧正月をさし、タイの祝日にも定められています。そんなソンクラーンを
近年、光るグッズを身にまとって走るエレクトリック系や、カラーパウダーを全身にかぶってひっちゃかめっ
ちゃかになるカラー系、泡でぐしゃぐしゃになる泡系と楽しみながら走る様々なランニングイベントが流行っ
ていますが、水風船10万個が空中を飛び交うイベントを日本で初めて行ったのがウォーターラン！

＜昨年度開催＞Water Run Festival 2018について

◆開催概要
＜公演名＞ Water Run Festival 2018
＜開催日時＞ 2018年7月22日（日） 開演 8:30  終演 17:30
＜会場＞ 横浜 八景島シーパラダイス（ 〒236-0006	神奈川県横浜市金沢区八景島）

＜来場者数＞ 1日間/約4000人
＜主催＞ Water	Run	Festival	2018	運営事務局

<<一般の方からのお問い合わせ先>>
Water	Run	Festival	2019運営事務局

Mail	:	info@waterrun.jp

【報道関係の方からのお問い合わせ先】
Water	Run	Festival	2019運営事務局広報担当

株式会社III	Three（アイスリー） 森谷・中西 03-6455-3527	/	office@iii-three.co.jp


