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石井竜也、華原朋美

音楽イベント「

『東北六魂祭２０１４山形～

株式会社ベネフィット・ワン

www.benefit-one.co.jp）は、本年度
０１４山形～いざ、新しい東北
内市営野球場にて音楽イベント

ベネフィット･ワンは、東日本大震災
経済復興に寄与するため、２０１１
毎年協力企業として参加しています

今年度は、５月２４、２５日
期間中、会場内で「ベネフィット・ワン
東北六魂祭のイベント紹介等を

 また今年度は、東北六魂祭実行委員会
（土）に山形市霞城公園内市営野球場
「六魂Ｆｅｓ！」に協賛・協力

華原朋美、PUFFYら日本を代表
ての希望と活力を届けます。 

ベネフィット・ワンは、『東北六魂祭

づけていくと共に、復興支援や

 
■ 『六魂Ｆｅｓ！』概要

日  時: ２０１４年５月２４

場  所: 山形市霞城公園内市営野球場

出  演: 石井竜也、塩谷哲 
      華原朋美、PUFFY、
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 石井竜也 塩谷哲

ＧＲＯＵＰ ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

   

18 渋谷南東急ビル   TEL．03-6892-5200 

．http://www.benefit-one.co.jp 

華原朋美、ＰＵＦＦＹら豪華アーティストが

「六魂Ｆｅｓ！」 ５／２４（土）初開催

～いざ、新しい東北へ～』5月24、25日 

ベネフィット・ワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長

本年度５月２４、２５日に山形市内にて開催される
東北へ～』に協力企業として参画し、２４日（土

イベント「六魂Ｆｅｓ！」を開催いたします。 

東日本大震災によって大きな被害のあった被災地に
２０１１年から東北各都市で順番に開催されている
ています。 

日に山形市内で開催される『東北六魂祭』に協力企業
ベネフィット・ワン広場」の運営を行うほか、自社のＷｅｂ

をいたします。 

東北六魂祭実行委員会の協力のもと、音楽イベント『六魂
山形市霞城公園内市営野球場にて開催いたします。ベネフィット・ワンは

協力いただく各企業と共に「六魂Fes!実行委員会」

代表する著名アーティストたちが奏でる音楽の魂
 

東北六魂祭』および『六魂Ｆｅｓ！』を通じて

や観光等のサービス業の活性化に貢献できればと

概要 

２４日 (土) 時間未定（詳細は六魂Ｆｅｓ！公式

山形市霞城公園内市営野球場  

 presents “Salty Session”with 渡辺美里・
、キマグレン、さんみゅ～  

塩谷哲 presents “Salty Session”with 渡辺美里
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アーティストが出演 

初開催 

 山形市内で開催 

代表取締役社長 白石徳生、

される『東北六魂祭２
土）に山形市霞城公園

に元気を与え、地元の
されている『東北六魂祭』に、

協力企業として参画し、
Ｗｅｂサイトを通じて

六魂Ｆｅｓ！』を２４日
ベネフィット・ワンは、当社並びに

」を設立。石井竜也、

魂が、東北復興に向け

じて被災者の皆様を元気

できればと願っております。 

公式ＨＰにて後日発表）  

・矢井田瞳 

渡辺美里・矢井田瞳 

http://www.benefit-one.co.jp
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＜チケットインフォメーション

料  金: 前売：３５００円（
    ※チケット発売日は
    ※チケットの数には

主  催: 六魂Ｆｅｓ！実行委員会

特別協力: 株式会社ベネフィット・ワン

協  力: 東北六魂祭実行委員会

六魂Ｆｅｓ！公式ＨＰ: http://rockonfes.com 
    ※出演アーティスト

 

 

 

 

 

 

 

▼「六魂Ｆｅｓ！」「ベネフィット・ワン

株式会社パソナグループ
ＴＥＬ：０３－６７３４
ＭＡＩＬ：p.kohoshitsu

華原朋美 

キマグレン

ＧＲＯＵＰ ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 
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チケットインフォメーション＞ 

（税込） 当日：４０００円（税込） 
は４月２６日を予定、各種プレイガイドにて販売予定

には限りがありますので、当日販売はなくなる可能性

実行委員会 

ベネフィット・ワン  

東北六魂祭実行委員会  

http://rockonfes.com  
アーティスト等の詳細、当日のスケジュールの変更等は随時

ベネフィット・ワン」に関する取材のお問い合せ 

パソナグループ 広報室 （担当：藤巻、根本） 
６７３４－０２１５ 
shitsu@pasonagroup.co.jp 

PUFFY 

キマグレン さんみゅ～
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販売予定。   
可能性があります 

随時ＨＰで更新します 

 

 

～ 

http://rockonfes.com
http://www.benefit-one.co.jp
http://rockonfes.com
mailto:shitsu@pasonagroup.co.jp
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■ 『東北六魂祭２０１４

会  場：山形市霞城公園内市営野球場近辺

内  容：１．『六魂Ｆｅｓ！』

２．参加型フェスタ
協力企業約３０

３．東北六魂祭のイベント
ベネフィット･ワンが
の会員専用ＨＰ
 

＜（参考）『東北六魂祭２０１４

日 程 ： ２０１４年５月

      

概 要 ： 東日本大震災により
復興支援イベント
踊り、山形花笠

内 容 ：・東北６市のお祭

   ・東北６市のお祭

   ・東北６市の物産展

など 

※詳細は東北六魂祭公式

主 催 ：  東北六魂祭実行委員会

会 場 ： 山形市内  

入場料 ：  無料 

東北六魂祭公式ＨＰ：http://www.rokkon.jp/

 

 

■（参考）ベネフィット・ワン

福利厚生サービス業界最大手となる
９月末時点）を有しており、“会員限定
メリットディスカウントによって
修講座、物販など約４０万の福利厚生
 

会 社 名： 株式会社ベネフィット・ワン

代 表 者： 代表取締役社長 白石徳生

資 本 金： １５億２７百万円

創   立 ： １９９６年３月 

所 在 地： 東京都渋谷区渋谷

事業内容： 福利厚生業務のアウトソーシングサービス

      人事・福利厚生全般

 

 

 

 

 

 
 

▼「六魂Ｆｅｓ！」「ベネフィット・ワン

株式会社パソナグループ
ＴＥＬ：０３－６７３４
ＭＡＩＬ：p.kohoshitsu
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２０１４』 ベネフィット･ワン参画内容 

山形市霞城公園内市営野球場近辺 

Ｆｅｓ！』実行委員会を組織し、同イベントの企画・運営

フェスタ「ベネフィット・ワン広場」の実施 
３０社を集めた体験型ブース、飲食ブース、縁日

のイベント告知 
ベネフィット･ワンが運営する福利厚生サービス「ベネフィット･ステーション

ＨＰを通して、イベントの紹介等を実施 

２０１４山形～いざ、新しい東北へ～』＞ 

月２４日（土）１０：００～１８：００（予定

      ２５日（日）１０：００～１７：００（予定

により大きな被害を受けた東北に元気を与えるために
イベント。東北六県から青森ねぶた祭、秋田竿燈まつり

山形花笠まつり、仙台七夕まつり、福島わらじまつりが

祭りによるパレード 

祭りによるステージイベント  

物産展、本祭りのＰＲ、体験ブース 

東北六魂祭公式ＨＰをご確認ください 

東北六魂祭実行委員会 

http://www.rokkon.jp/ 

ベネフィット・ワン会社概要 http://www.benefit-one.co.jp

となる受託企業数４３００団体、総会員数５７１
会員限定”というクローズドマーケットの特性

メリットディスカウントによって宿泊施設やスポーツクラブのほか、介護・
福利厚生メニューを、会員に対して特別価格で

ベネフィット・ワン 

白石徳生 

百万円 （２０１３年９月末時点） 

東京都渋谷区渋谷３－１２－１８ 渋谷南東急ビル 

のアウトソーシングサービス 

福利厚生全般の業務に対するコンサルティング 

ベネフィット・ワン」に関する取材のお問い合せ 

パソナグループ 広報室 （担当：藤巻、根本） 
６７３４－０２１５ 
shitsu@pasonagroup.co.jp 
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運営の実施 

縁日ブース等を運営 

ベネフィット･ステーション」 

予定） 

予定） 

えるために開催される 
まつり、盛岡さんさ 

わらじまつりが一同に会する。 

one.co.jp 

５７１万人（２０１３年
特性を活かし、スケール
・育児、健康管理、研
で提供している。 

 

http://www.rokkon.jp/
http://www.benefit-one.co.jp
http://www.rokkon.jp/
http://www.benefit-one.co.jp
mailto:shitsu@pasonagroup.co.jp

