
   2018年フランス主要イベントリスト  2018年6月19日調査。内容は変更の可能性あり。
調査時に2018年の日程が未発表のものは2017年の日程を表記。

　
フランス観光開発機構

月 場所 イベント名（仏語） イベント名 種類 開始日 終了日 備考 URL URL2

1月
ダンケルク Carnaval de Dunkerque ダンケルクのカーニヴァル 伝統 2018/1/8 2018/4/8 期間中の主に週末 http://carnaval-de-

dunkerque.info/

1月 フランス全土 Soldes d’hiver 冬のバーゲン その他 2018/1/10 2018/2/20 県により例外あり www.service-public.fr

1月
パリ Maison & Objet メゾン・エ・オブジェ 見本市・

フェア
2018/1/19 2018/1/23 www.maison-objet.com

1月
アングレーム Le Festival de la BD Angoulê

me

マンガフェスティバル アート 2018/1/25 2018/1/28 www.bdangouleme.com

1月
ブルゴーニュ地方
メルキュレ

Saint-Vincent Tournante サン・ヴァンサン・トゥールナント・ワ
イン祭

伝統、ワイ
ン

2018/1/27 2018/1/28 www.mercurey2017.fr/ http://www.macon-
tourism.com/fr/saint-vincent-
tournante-2018

1月
パリ、ヴァンセンヌ
競馬場

Prix d'Amérique アメリカ賞 スポーツ 2018/1/28 2018/1/28 www.prix-amerique.com

1月 ナント La Folle Journée ラ・フォル・ジュルネ 音楽 2018/1/31 2018/2/4 www.follejournee.fr/

2月 トゥールーズ Fête de la violette トゥールーズのスミレ祭り 伝統 2018/2/3 2018/2/4 www.toulouse-tourisme.com www.toulouse.fr

2月 ストラスブール Strasbourg Mon Amour ストラスブール・モナムール イベント 2018/2/9 2018/2/18 www.strasbourg-monamour.eu/

2月
ニース Carnaval de Nice ニース・カーニバル 2018年のテー

マ「宇宙の王」
伝統 2018/2/17 2018/3/3 www.nicecarnaval.com

2月 マントン 84e Fête du citron - Menton レモン祭り（第84回目） 伝統 2018/2/17 2018/3/4 www.feteducitron.com

2月
マンドリュー・ラ・ナ
プル

Fête du mimosa ミモザ祭り 伝統 2018/2/20 2018/2/28 www.ot-mandelieu.fr

2月
トゥーレット・シュル・
ルー

Fête des violettes トゥーレット・シュル・ルーのスミレ祭
り

伝統 2018/2/24 2018/2/25 www.tourrettessurloup.com

3月
サン・テティエンヌ Biennale Internationale

Design Saint-Etienne

第10回デザイン・ビエンナーレ アート 2019/3/1 2年に一度 www.biennale-
design.com/saint-etienne

3月
ニュイ・サン・ジョル
ジュ

le 57eme Vente des Vins des

Hospices de Nuits-St-Georges

第57回ニュイ・サン・ジョルジュ 施
療院のワインオークション

ガストロノ
ミー

2018/3/11 www.hospicesdenuits.com

3月
パリ Salon du livre パリ、ブック・フェア 見本市・

フェア
2018/3/16 2018/3/19 www.livreparis.com

3月 マルセイユ Run in Marseille マルセイユマラソン スポーツ 2018/3/18 www.runinmarseille.com/fr

3月
ボルドー Marathon de Bordeaux ボルドー•メトロポール•マラソン（夜

間に走るマラソン）
スポーツ 2018/3/24 www.marathondebordeauxmetr

opole.com

3月
バイヨンヌ Foire au Jambon 生ハム祭り ガストロノ

ミー
2018/3/29 2018/4/1 www.bayonne-tourisme.com

3月 アルル Feria de Pâques 春の闘牛 伝統 2018/3/30 2018/4/2 www.arenes-arles.com

3月
ヴェルサイユ Les grandes eaux musicales

de Versailles

ヴェルサイユ城の大噴水ショー スペクタク
ル

2018/3/31 2018/10/28 www.chateauversailles-
spectacles.fr

4月 パリ Marathon de Paris パリ マラソン スポーツ 2018/4/8 www.parismarathon.com

4月
ベ ル ク ・ シ ュ ル ・
メール（ノール・パ・
ド・カレ地方）

Cerf Volants Berck 凧揚げ大会 イベント 2018/4/14 2018/4/22 www.cerf-volant-berck.com
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月 場所 イベント名（仏語） イベント名 種類 開始日 終了日 備考 URL URL2

4月
シャルトル Chartres en Lumières シャルトル・アン・リュミエール (イル

ミネーション)
フェスティ
バル

2018/4/14 2018/10/6 www.chartresenlumieres.com

4月
ショーモン・シュル・
ロワール

Festival international des

Jardins

国際庭園フェスティバル フェスティ
バル

2018/4/24 2018/11/4 www.domaine-chaumont.fr/

4月 ブールジュ Printemps de Bourges プランタン・ド・ブールジュ 音楽 2018/4/24 2018/4/29 www.printemps-bourges.com

4月 ニーム Les Grands Jeux Romains グラディエーターの戦い イベント 2018/4/28 2018/4/30 www.arenes-nimes.com

4月 オルレアン Fête de Jeanne d’Arc ジャンヌ・ダルク祭 伝統 2018/4/29 2018/5/8 www.fetesjeannedarc.com

5月
アルル Fêtes d’Arles, Reine d’Arles アルルの女王選出、お披露目 伝統 2017/5/1 3年に一度。次回

は2020年
http://www.arlestourisme.com

5月 カンヌ Festival de Cannes カンヌ国際映画祭 映画 2018/5/8 2018/5/19 www.festival-cannes.com

5月
バイヨンヌ Journées du chocolat ショコラ・デー ガストロノ

ミー
2018/5/11 2018/5/12 www.bayonne-tourisme.com http://www.bayonne-

paysbasque.com/agenda/3292-
Journees-du-Chocolat

5月 サン・トロペ La Bravades à Saint-Tropez ラ・ブラバード祭 伝統 2018/5/16 2018/5/18 毎年同日 www.bravade-saint-tropez.fr

5月 ニーム Feria de Pentecôte 聖霊降臨祭の闘牛 伝統 2018/5/16 2018/5/21 www.ot-nimes.fr/

5月
サン・レミ・ド・プロ
ヴァンス

Fête de la Transhumance 移牧祭 伝統 2018/5/21 www.saintremy-de-
provence.com

5月
サント・マリー・ド・
ラ・メール

Le grand pèlerinage de

Saintes Maries de la Mer

ジプシーの祭 伝統 2018/5/24 2018/5/26 毎年同日 www.camargue.fr

5月
スミュール・アン・
オーソワ

Fête de la Bague 指輪祭り（競馬+大市） スポーツ 2018/5/25 2018/6/3 http://tourisme-semur.fr/

5月
モン・サン・ミッシェ
ル

Marathon du Mont Saint-

Michel

モン・サン・ミッシェル　マラソン スポーツ 2018/5/26 www.marathondumontsaintmich
el.com

5月
パリ Tournoi de Roland-Garros ローラン・ガロス全仏オープン（テニ

ス）
スポーツ 2018/5/27 2018/6/10 www.rolandgarros.com https://www.tennistours.com/fr/fr

ench-open/

6月 リヨン Les Nuits de Fourvière フルヴィエールの夕べ 音楽 2018/6/1 2018/7/28 www.nuitsdefourviere.com

6月
フランス全土 Rendez-vous aux jardins 庭園の集い フェスティ

バル
2018/6/1 2018/6/3 www.rendezvousauxjardins.cult

ure.fr

6月 ランス Fêtes Johanniques de Reims ジャンヌ・ダルク祭 伝統 2018/6/2 2018/6/3 www.reims-tourisme.com

6月

ムージャン Les Etoiles de Mougins,

Festival International de la

Gastronomie

国際ガストロノミーフェスティバル ガストロノ
ミー

2018/6/2 2018/6/3 www.lesetoilesdemougins.com/

6月
ピュイ・デュ・フー Cinéscénie du Puy-du Fou ピュイ・デュ・フー音と光のスペクタ

クル
スペクタク
ル

2018/6/8 2018/9/8 期間中の原則、
金・土曜日。詳細
は公式サイトへ

www.puydufou.com

6月 プロヴァン La fête médiévale 中世祭 伝統 2018/6/9 2018/6/10 www.provins-medieval.com

6月
トロワ Marathon du Patrimoine トロワマラソン スポーツ 2018/6/9 http://www.tourisme-

troyes.com

6月 ノアン Festival de Nohant ノアン・フェスティバル 音楽 2018/6/9 2018/7/24 www.festivalnohant.com

6月
ボルドー  Bordeaux fête le vin ボルドーワイン祭り （ボルドー河祭り

と交互に隔年開催）
伝統 2018/6/14 2018/6/18 https://www.bordeaux-fete-le-

vin.com/
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月 場所 イベント名（仏語） イベント名 種類 開始日 終了日 備考 URL URL2

6月
ルーアン Cathédrale de lumière ルーアン大聖堂、音と光のスペクタ

クル
スペクタク
ル

2018/6/15 2018/9/22 www.rouentourisme.com/agend
a/cathedrale-de-lumiere-
3256/6月 ル・マン 24 heures du Mans ル・マン24時間耐久レース スポーツ 2018/6/16 2018/6/17 www.24h-lemans.com

6月
ヴェルサイユ Les Grandes Eaux Nocturnes ヴ ェ ル サ イ ユ 城 の 夜 の 大 噴 水

ショー
スペクタク
ル

2018/6/16 2018/9/15  www.chateauversailles-

spectacles.fr/

6月 クロン(coulon) Maraisthon エコマラソン「マレトン」 スポーツ 2018/6/17 www.maraisthon.fr/fr

6月 オランジュ Les Choregies d’Orange オランジュ音楽祭 音楽 2018/6/20 2018/8/4 www.choregies.fr

6月
フランス全土 Fête de la musique 音楽の日 音楽 2018/6/21 毎年同日 http://fetedelamusique.culture

communication.gouv.fr/

6月
タラスコン Fête de la Tarasque タラスク祭 伝統 2018/6/23 2018/6/24 www.tarascon.org/ https://www.fetes-et-

foires.com/agenda/bouches-du-
rhone/tarascon/

6月 ニーム Festival de Nîmes ニーム・フェスティバル 音楽 2018/6/23 2018/7/28 www.festivaldenimes.com

6月
ニュイ・サン・ジョル
ジュ

Chemin Gourmand de Nuit-

St-Georges

グルメ歩け歩け大会 スポーツ 2018/6/24 www.vins-bourgogne.fr/

6月 フランス全土 Soldes d’été 夏のバーゲン ショッピング 2018/6/27 2018/8/7 県により例外あり www.service-public.fr

6月 ヴィエンヌ Jazz à Vienne ヴィエンヌ・ジャズ・フェスティバル 音楽 2018/6/28 2018/7/13 www.jazzavienne.com/

6月

パリその他の都市 La Marche des fierteés

lesbiennes, gaies, bi et trans

(Ex-Gay Pride)

ゲイ・プライド パレード 2018/6/30 www.marche.inter-lgbt.org

6月
ナント Le Voyage à Nantes ル・ヴォワイヤージュ・ア・ナント フェスティ

バル
2018/6/30 2018/8/26 www.levoyageanantes.fr/

7月
ル・マン La nuit des chimères キマイラの夜（旧市街7ヶ所の3D

マッピングイベント）
フェスティ
バル

2018/7/1 2018/8/31 www.nuitdeschimeres.com/ https://www.lemans-tourisme.com

7月
パリ Carnaval tropical トロピカル・カーニバル フェスティ

バル
2018/7/1 www.carnavaltropicaldeparis.fr

7月
アルル Rencontres internationales

de photographie d’Arles

アルル国際写真展 アート 2018/7/2 2018/9/23 www.rencontres-arles.com/

7月 カルカッソンヌ Festival de Carcassonne カルカッソンヌ・フェスティバル 音楽 2018/7/3 2018/7/31 www.festivaldecarcassonne.fr/

7月
エクス・アン・プロ
ヴァンス

Festival d’Aix en Provence エクス・アン・プロヴァンス音楽祭 音楽 2018/7/4 2018/7/24 www.festival-aix.com

7月
コルマール Festival international de

Colmar

コルマール音楽祭 音楽 2018/7/4 2018/7/14 www.festival-colmar.com/

7月
パリ Japan Expo ジャパン・エキスポ フェスティ

バル
2018/7/5 2018/7/8 www.tourisme93.com

7月 ベルフォール Les Eurockennes de Belfort ユーロケン・ド・ベルフォール 音楽 2018/7/5 2018/7/8 www.eurockeennes.fr/

7月 バイユー Fêtes médiévales 中世祭り 伝統 2018/7/6 2018/7/8 www.fetesmedievales.bayeux.fr
/

7月
アヴィニョン Festival d'Avignon アヴィニョン演劇フェスティバル 文化、フェ

スティバル
2018/7/6 2018/7/24 www.festival-avignon.com/
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7月
ノワールムティエ・
ア ン ・ リ ル （ 仏 西
部、ヴァンデ県）

Grand départ du Tour de

France

ツール・ド・フランス開幕 スポーツ 2018/7/7 www.letour.fr/

7月 フランス全土 Tour de France ツール・ド・フランス スポーツ 2018/7/7 2018/7/29 www.letour.fr/

7月
モン・サン・ミッシェ
ル

Parcours nocturne à l'Abbaye

du Mont Saint Michel

モン・サン・ミッシェル 修道院の夜
間散策

伝統 2018/7/7 2018/9/1 www.mont-saint-
michel.monuments-nationaux.fr

7月

ロクロナン Pardon de la Petite Troménie パルドン祭　小トロメニー 伝統 2018/7/8 www.locronan-tourisme.com/ http://www.tourismebretagne.com/
a-voir-a-faire/les-
evenements/petite-tromenie-de-
locronan

7月 ラ・ロシェル Les Francofolies フランコフォリー音楽フェスティバル 音楽 2018/7/11 2018/7/15 www.francofolies.fr

7月
ジュアン・レ・パン/
アンティーブ

Jazz à Juan ジュアン・レ・パン・ジャズ・フェス
ティバル

音楽 2018/7/12 2018/7/22 www.jazzajuan.com/

7月 フランス全土 Fête Nationale フランス革命記念日 伝統 2018/7/14 毎年同日

7月 ニース Nice Jazz Festival ニース・ジャズフェスティバル 音楽 2018/7/17 2018/7/21 www.nicejazzfestival.fr/

7月
カレ=プルゲ（ブル
ターニュ）

Le Festival des Vieilles

Charrues

ヴィエーユ・シャリュ・ロックフェス
ティバル

音楽 2018/7/19 2018/7/22 www.vieillescharrues.asso.fr

7月
ラ・ロック・ダンテロ
ン

Le Festival international de

piano de la Roque

ロック・ダンテロン・ピアノフェスティ
ヴァル

音楽 2018/7/20 2018/8/18 www.festival-piano.com

7月 カンペール Le "Cornouaille" quimper コルヌアイユ祭 伝統 2018/7/24 2018/7/29 www.festival-cornouaille.com

7月 バイヨンヌ Fêtes de Bayonne バイヨンヌ祭り 伝統 2018/7/25 2018/7/29 www.fetes.bayonne.fr

7月
コルマール Foire aux vins d'Alsace アルザスワイン見本市 ガストロノ

ミー、見本
市

2018/7/27 2018/8/5 www.foire-colmar.com

7月 マルシアック Festival de Jazz à Marciac マルシアック・ジャズフェスティバル 音楽 2018/7/28 2018/8/15 www.jazzinmarciac.com

7月
シャンパン地方各
地

Route du Champagne en fête シャンパン街道祭り ガストロノ
ミー

2018/7/28 2018/7/29 www.routeduchampagne.com

8月
エピナル 80e Semaine Fédérale de

Cyclotourisme

第80回シクロツーリズム週間 スポーツ 2018/8/5 2018/8/12 http://sf2018.ffct.org/

8月
アジャクシオ Les Fêtes Napoléoniennes ナポレオン祭り 伝統 2018/8/13 2018/8/15 www.ajaccio-tourisme.com/ http://www.ajaccio.fr/Les-fetes-

tradionnelles-et-religieuses-
Ajacciennes_a20.html

8月 マルレンアイム Mariage de l'Ami Fritz 友人フリッツの婚礼祭 伝統 2018/8/14 2018/8/15 毎年同日 www.mariage-ami-fritz.fr

8月
シャモニー Fêtes de Guides ガイド祭 伝統 2018/8/15 http://www.chamonix-

guides.com/43-fete-des-
guides-chamonix.htm

8月 コンカルノー Le Festival des Filets Bleus 青綱祭り 伝統 2018/8/15 2018/8/19 www.festivaldesfiletsbleus.fr

8月 セート Fêtes de la Saint Louis サン・ルイ祭り (水上槍試合) 伝統 2018/8/16 2018/8/21 www.tourisme-sete.com/
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8月

メッス Fête de la mirabelle ミラベル祭り 伝統 2018/8/18 2018/8/26 https://www.tourisme-
lorraine.fr/a-voir-a-
faire/agenda/838162926-
fetes-de-la-mirabelle-metz

8月
ディジョン Fête de la vigne ワイン祭り ガストロノ

ミー、伝統
2018/8/21 2018/8/26 2年に一度 www.fetesdelavigne.org/

8月
サン・クルー（パリ
近郊）

Rock en Seine ロック・アン・セーヌ 音楽 2018/8/24 2018/8/26 www.rockenseine.com

8月
エギサイム Fête des vignerons ワイン祭り ガストロノ

ミー、伝統
2018/8/25 2018/8/26 www.ot-eguisheim.fr

8月 アヴィニョン Le ban des vendanges ぶどう摘み宣言 伝統 2018/8/25 2018/9/1 www.avignon-tourisme.com/

8月 シャモニー Ultra trail du Mont Blanc ウルトラ・トレイル・デュ・モン・ブラン スポーツ 2018/8/27 2018/9/2 www.ultratrailmb.com

8月 ドーヴィル Festival du Cinéma Américain 第44回アメリカ映画祭 映画 2018/8/31 2018/9/9 www.festival-deauville.com

9月 リール La Grande Braderie de Lille リール古物市 ショッピング 2018/9/1 2018/9/2 www.braderie-de-lille.fr

9月
トゥール La Grande Braderie de Tours トゥール古物市 ショッピング 2018/9/2 毎年9月の第一日

曜
www.tours-
tourisme.fr/agenda/461134-
grande-braderie

9月 トゥールーズ Festival Piano aux Jacobins ジャコバン・ピアノ・フェスティバル 音楽 2018/9/5 2018/9/29 www.pianojacobins.com/

9月
パリ Maison & Objet メゾン・エ・オブジェ 見本市・

フェア
2018/9/7 2018/9/11 www.maison-objet.com

9月 メドック地区 Marathon du Médoc メドック・マラソン スポーツ 2018/9/8 www.marathondumedoc.com

9月 アルル Féria du Riz 秋の闘牛 伝統 2018/9/8 2018/9/9 www.arenes-arles.com

9月
パリ La Parisienne ラ・パリジエンヌ 女子限定ロード

レース
スポーツ 2018/9/9 http://www.la-parisienne.net/

9月 リヨン Biennale de la danse de Lyon リヨン舞踏ビエンナーレ アート 2018/9/11 2018/9/30 2年に一度の開催 www.biennaledeladanse.com/

9月
エヴィアン Evian Master エヴィアン・マスターズ スポーツ 2018/9/13 2018/9/16 www.evianchampionship.com/ja

/
https://www.evianresort-golf-
club.com/competitions/the-evian-
championship-3/

9月
ニーム Féria des Vendanges 収穫の闘牛祭 伝統 2018/9/14 2018/9/16 www.ot-

nimes.fr/evenements/les-
incontournables/

9月
フランス全土 Journées Européennes du

Patrimoine

欧州文化遺産の日 フェスティ
バル

2018/9/15 2018/9/16 www.journeesdupatrimoine.cult
ure.fr/

9月
サン・テミリオン Le Ban des Vendanges de la

Jurade

ブドウ摘み宣言 伝統 2018/9/15 2018/9/16 www.saint-emilion-
tourisme.com/

http://be.france.fr/nl/agenda/ban-
vendanges-van-jurade-saint-
emilion9月 オルレアン Festival de Loire ロワール河祭り 伝統 2017/9/20 201/9/24 www.my-loire-valley.com

9月
リヨン Biennale de Lyon 現代アートビエンナーレ アート 2017/9/20 2018/1/7 2年に一度の開

催。次回は2019
年。

www.biennaledelyon.com/

9月
フランス全土 Fête de la gastronomie 美食の祭典 ガストロノ

ミー
2018/9/21 2018/9/23 www.fete-gastronomie.fr
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9月
トゥール Marathon Touraine Loire

Valley

トゥーレーヌ・ロワール渓谷マラソン スポーツ 2018/9/23 www.marathon-tlv.fr/

9月
サン・カンタン・イヴ
リーヌ（パリ近郊）

Ryder Cup ライダーカップ（欧米両チームのゴ
ルフ対抗戦）

スポーツ 2018/9/25 2018/9/30 http://fr.rydercup.com/

10月
フランス全土 Tous au restaurant フランス・レストランウィーク ガストロノ

ミー
2018/10/1 2018/10/14 www.tousaurestaurant.com

10月
パリ Mondial de l'Automobile パリ・モーターショー 見本市・

フェア
2018/10/4 2018/10/14 偶数年の開催 www.mondial-automobile.com

10月
トゥールーズ Festival International de

Toulouse les Orgues

第20回国際オルガンフェスティバ
ル

音楽 2018/10/4 2018/10/14 www.toulouse-les-orgues.org/

10月
パリ Nuit Blanche ニュイ・ブランシュ アート、フェ

スティバル
2018/10/6 2018/10/7 http://quefaire.paris.fr/nuitblan

che
https://www.paris.fr/

10月 リヨン Run In Lyon リヨン・マラソン スポーツ 2018/10/7 www.runinlyon.com

10月
パリ Qatar Prix de l'Arc de

Triomphe

第97回凱旋門賞 スポーツ 2018/10/7 www.prixarcdetriomphe.com/

10月
フランス全土 Semaine du goût 味覚週間 ガストロノ

ミー
2018/10/8 2018/10/14 www.legout.com/

10月
パリ Fête des Vendanges à

Montmartre

モンマルトルのブドウ収穫祭 伝統、ガス
トロノミー

2018/10/10 2018/10/14 www.fetedesvendangesdemont
martre.com

10月
ルーアン Fête du Ventre et de la

Gastronomie normande

ノルマンディー食の祭典 ガストロノ
ミー

2018/10/13 2018/10/14 http://feteduventre.com/

10月
パリ FIAC (Foire Internationale

d'Art Contemporain)

パリ国際アート見本市 アート 2018/10/18 2018/10/21 www.fiac.com/a-paris-
pendant-la-fiac.html

10月

オーシュ Circa - Festival du cirque サーカスフェスティバル イベント 2018/10/19 2018/10/28 www.circa.auch.fr/ www.auch-
tourisme.com/Sortir/Les-
festivals/Festival-du-Cirque-
Actuel-CIRCa

10月
ドーヴィル Festival de Photographie

Planche(s) Contact

ドーヴィル写真フェスティバル 「プ
ランシュ・コンタクト」

アート 2018/10/20 2018/11/25 www.deauville-photo.fr

10月
ランス Run In Reims ランス・マラソン スポーツ 2018/10/21 www.runinreims.com/us/event

/marathon

10月
トゥールーズ Marathon Toulouse Mé

tropole

トゥールーズマラソン スポーツ 2018/10/21 www.marathon-

toulousemetropole.fr/fr/

10月
パリ Le Salon du Chocolat サロン・デュ・ショコラ ガストロノ

ミー、見本
市

2018/10/31 2018/11/4 www.salonduchocolat.fr

11月
ディジョン Foire Internationale et

Gastronomique de Dijon

ディジョン国際ガストロノミー見本市 ガストロノ
ミー

2018/11/1 2018/11/11 www.foirededijon.com/ http://www.dijon-
congrexpo.com/?mode=manifestati
on&smode=fiche&id=1103271

11月
パリ Ekiden de Paris パリ市内42.195kmを1チーム6人

で走る駅伝
スポーツ 2018/11/4 www.ekiden-paris.fr

11月 パリ Paris Photo パリ・フォトフェスティバル アート 2018/11/8 2018/11/11 www.parisphoto.com/?lg=en
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11月
フランス全土、世
界中

Beaujolais Nouveau ボージョレ・ヌーヴォー解禁日 ガストロノ
ミー

2018/11/15 毎年11月第3木曜
日

11月
ボーヌ Festivités de la Vente des

Vins  des Hospices de Beaune

ボーヌ・ワイン競売会とワイン祭り 伝統 2018/11/16 2018/11/18 www.beaune-tourisme.fr

11月 ナント Festival des 3 Continents 3大陸映画祭 映画 2018/11/20 2018/11/27 www.3continents.com/

12月
ナンシー Saint-Nicolas et la magie de d

écembre

聖ニコラの祭り 伝統 2018/12/1 2018/12/2 www.nancy-
tourisme.fr/sortir/grands-
evenements/saint-nicolas/

12月
レンヌ Les Transmusicales de

Rennes

トランス・ミュージカル・ド・レンヌ 音楽フェス 2018/12/5 2018/12/9 www.lestrans.com/

12月 リヨン Fête des Lumières 光の祭典 伝統 2018/12/6 2018/12/9 www.fetedeslumieres.lyon.fr

12月 イッシ ー・ レ・ ムリ
ノー

Corrida de Noël ランニングイベント スポーツ 2018/12/16 www.corrida-noel-issy.com

5月 ボルドー Vinexpo à Bordeaux ボルドーワイン展 見本市 2019/5/13 2019/5/16 2年に一度 www.vinexpobordeaux.com

5月

パリ、グラン・パレ Révélations, Biennale

internationale métiers d’art

et création

レヴェラシオン、国際工芸・創造ビ
エンナーレ

アート 2019/5/22 2019/5/26 ２年に一度 www.revelations-
grandpalais.com/en/

6月
ルーアン Armada Rouen アルマダ・ルーアン（世界の帆船の

祭典）
イベント 2019/6/6 2019/6/16 5年に一度 www.armada.org/

6月

ル・ブルジェ（パリ
近郊）

Salon international de l'aé

ronautique et de l'espace

Paris le Bourget

パリ国際航空宇宙ショー 見本市・
フェア

2019/6/17 2019/6/23 2年に一度 www.paris-air-show.com

7月
ロクロナン Pardon de la Grande Tromé

nie

パルドン祭　大トロメニー 伝統 2019/7/14 6年に一度

11月
フランス全土 Illuminations de Noël クリスマスのイルミネーション 伝統 2018/11/20

頃
2018/12/31
頃

地域や町で日程異
なる

11月
フランス全土 Marchés de Noël マルシェ・ド・ノエル 伝統 2018/11/20

頃
2018/12/31
頃

地域や町で日程異
なる

www.marches-
noel.org/france/index.html
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