
花火ブランド「fireworks」設立5周年記念企画
「小さな隅田川花火大会」

　2015年 8月21日（金）、22日（土） 東京・墨田区役所近隣の隅田川沿い特設会場で開催

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
花火ブランド「fireworks」は、株式会社メソッドにより2011年にスタートしました。花火のセレクトショップをコンセプトに
品質の高い花火の美しさ、楽しさを提案し販売すると共に、「小さな花火大会」という企画で、花火で遊べる場所をつくる取り組
みをしてまいりました。
そしてfireworksは、 2015年8月21日（金）、22日（土）、ブランドの誕生５周年を記念し、第1回「小さな隅田川花火大会」
を開催、 花火の聖地ともいえる地域において、地元事業者の皆様とこのエリアならではの花火大会と新しい夏祭りを展開します。
墨田区役所近く、隅田川沿いの特設会場では、「fireworks」がこの日のために選び抜いた手持ちの玩具花火をお楽しみいただく
ことができます。
また、墨田区役所前の特設会場には、地元を拠点とする人気店による屋台、ワークショップ体験、クリエイターによるイベントな
ど、10～15店舗が出店した縁日が登場します。
近隣の方は勿論のこと、国内外の観光客の方まで、隅田川花火大会と同様、「小さな隅田川花火大会」を夏の思い出の一つとして
お楽しみいただけたら幸いです。

第1回 小さな隅田川花火大会　開催概要  
日時  2015年8月21日（金）、22日（土）17:00 - 20:30　
   当日17:30より墨田区役所前の特設会場にて、参加券を販売、18:30開始予定。参加費 500円 各日 先着 200名様。
会場  墨田区役所（墨田区吾妻橋1-23-20）前 隅田川親水テラス近隣    https://goo.gl/FtCBvI  浅草駅より徒歩3分
主催  株式会社メソッド 
協力  一般社団法人墨田区観光協会、すみだ地域ブランド推進協議会
特設会場出店内容 スパイスカフェ  http://www.spicecafe.info/
   すみだ珈琲   http://chirotah.blog24.fc2.com/
   桑原ハム   http://www.kuwahara-ham.co.jp/
   高橋理子株式会社  http://takahashihiroko.com/
   スタイルY2インターナショナル http://y2int.com/
  　他、 合計10～15店舗予定。
  　墨田区を代表する商品として「すみだモダン」に認定された事業社を中心に、墨田区の飲食店や和洋菓子店、
  　ファッションや雑貨メーカーによるモノづくり体験など（予定）。
同時開催  吾妻橋フェスト2015　 http://visit-sumida.jp/
  　 川風で涼みながら大人の音楽と冷えたビールが楽しめるイベント。会場：墨田区役所前隅田川親水テラス

fireworks  Information Website：   http://enjoyfireworks.jp
   Facebook：https://www.facebook.com/enjoyfireworks

Member of fireworks プロデュース＆ クリエイティブ・ディレクション：山田遊（method）、村上純司（method）
   アート・ディレクション：加藤智啓（EDING:POST）

クレジット表記    　method       http://wearemethod.com  tel 03-6427-9296
プレスコンタクト   　HOW INC.     info@how-pr.co.jp     tel 03-5414-6405  fax 03-5414-6406
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「小さな花火大会」2015年８月の開催スケジュール

毎年、全国で開催する「小さな花火大会」を、今年も全国各地の取り扱い店舗で開催いたします。「小さな花火大会」は、
花火の禁止エリアが増えている昨今、手持ち花火を楽しんでいただくため、全国の取り扱い店舗様とfireworksで花火を楽
しむことのできる場を提供するために取り組んでいる花火大会です。ご家族やお友達、大切な方とfireworksで夏のひとと
きをお楽しみください。

代官山の小さな花火大会（代官山T-SITE 夏祭り内）
日時 　2015年8月7日(金)、8月8日(土) 18:30-21:00
会場 　代官山T-SITE内 駐車場スペース　京都渋谷区猿楽町16-15
 　03-3770-1888
参加費 　参加券（花火1セット）500円 ※17時より参加券を販売予定
開催概要 　http://tsite.jp/daikanyama/event/004979.html

岡山・井原の小さな花火大会
日時 　2015年8月8日(土) 19:30-21:00
会場 　TSUTAYA井原店 店外特設会場
住所 　岡山県井原市高屋町3-24-2　0866-67-3110
 　＊当日、浴衣でのご参加で「冷たいラムネ」を1本サービス。
   　  雨天時は8月14日(金)に延期

湘南の小さな花火大会（湘南T-SITE 夏祭り内）
日時 　2015年8月14日(金)、8月15日(土) 18:30-21:00
会場 　湘南T-SITE内 駐車場スペース
住所 　神奈川県藤沢市辻堂元町6-20-1　0466-31-1515
参加費 　参加券（花火1セット）500円 ※当日17時より参加券を販売予定
開催概要 　http://real.tsite.jp/shonan/event/2015/07/post-224.html

京都・八坂の小さな花火大会
日時 　8月15日(土) 19:00-21:00
会場 　大塚呉服店 京都　http://www.otsuka-gofukuten.jp/
住所 　京都市東山区星野町88-1　075-533-0533
開催概要 　https://www.facebook.com/otsukagofukuten

小さな隅田川花火大会
日時 　8月21日(金)、8月22日（土） 17:00-20:30
 　詳細は1P目をごらんください。

青森・八戸の小さな花火大会
日時 　8月23日(日)
会場 　TSUTAYA八戸ニュータウン店
住所 　青森県八戸市東白山台1-1-35　0178-70-7117
参加費 　800円（花火1セット、ドリンク引換券付）

東京・八重洲の小さな花火大会
日時 　8月25日(火) 19:00-20:00 ※雨天時は8月26日(水)に延期
会場 　八重洲ブックセンター本店 屋上
住所 　東京都京都市東山区星野町88-1　03-3281-8201
参加費 　参加券 1,000円（花火1セット、1ドリンク＆おやつ付）
開催概要 　http://www.yaesu-book.co.jp/events/other/7378/

石川・湯涌温泉の小さな花火大会
日時 　7月10日(金)～8月30日(日) 18:00-20:00
会場 　湯涌温泉あたらしや　http://www.atarashi-ya.co.jp/
住所 　石川県金沢市湯涌荒屋町89-2  076-235-1011（要予約）
参加費 　参加券（花火1セット）600円、日帰り温泉入浴セット1,200円 
 　※共に税込
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fireworks｜ファイヤーワークス
コンビニやスーパーでセット売りされている花火が主流の昨今。「fireworks」は、“花火のセレクトショップ”をコンセ
プトに、楽しさ、満足感、花火自体の見た目の美しさを基準に厳選した、普段、街中では余りお目にかかることのできない
ような素敵な玩具花火を、オリジナルのパッケージに詰めて、1つ1つバラバラに販売。また近年、花火で遊べる場所が少
ないという現状から、全国各地のfireworks取扱店と共に、玩具花火で遊べる「小さな花火大会」を企画・実施中。
http://enjoyfireworks.jp/

fireworksの特徴
-現在、セット売りが主流の花火ですが、品質の高い花火だけを、1 種類ずつバラバラに販売しています。
  花火を1つずつ吟味して選ぶ過程と花火、双方を楽しむワクワク感を提供します。
- 花火は、国内外より一同に集め、火花の咲き方、花火の容姿、また実体験での面白さや満足感等により選定しています。
- パッケージは、花火の賑やかな色合いを活かしつつ、上品さを加えるため、半透明のロウ引きの袋を採用しています。

fireworks５周年を記念する、新作スパーク花火 NEW

大物ルーキー、現る
某海外メーカーのカメラの配色にも例えられる、黒と銀、赤色で構成されたスパーク花火
は、まるでストロボ撮影のように瞬間的な光が続く点滅火花が特徴。燃焼は「シャー」＆
「パチパチ」と約40 秒間。大物ルーキーが記者会見に現れた時の、大勢のカメラマンから
のフラッシュ攻めのようなまぶしさをお楽しみください。
900 円(税別)/ 4 本入/ 1,000 セット数量限定

ゴールデンクラッカー
キラキラした紙テープや紙吹雪が飛び出すクラッカーのように、放物線上に流れ落ちる火
花や弾ける火花が、黄金色に咲き誇る美しいスパーク花火。燃焼は「シャー」＆「パチパ
チ」と約40 秒間。誕生日や結婚式、野外イベントなど、夏期のパーティーを彩る際にオス
スメの花火です。
900 円(税別)/4 本入/1,000 セット数量限定

商品詳細
ブランド名：fireworks（ファイヤーワークス）  
価格：       400円～ 詳細は別紙カタログをご覧下さい  
パッケージ：ロウ引加工袋入り
取扱店舗：    全国のセレクトショップ、ミュージアムショップ、その他専門店など　 http://enjoyfireworks.jp/category/shop/
発売元：       株式会社メソッド　東京都渋谷区東1-3-1 カミニート#14           http://www.wearemethod.com

※ノベルティ、ウェディングギフト、etc... 特別オーダーを承ります。
100ロット以上のオーダーでノベルティを承ります。詳細はmethodまでお問い合わせください。

クレジット表記    　method       http://wearemethod.com  tel 03-6427-9296
プレスコンタクト   　HOW INC.     info@how-pr.co.jp     tel 03-5414-6405  fax 03-5414-6406
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