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肉×音楽！食欲と感性を刺激する「MEAT meets MUSIC フェス SAITAMA 2021」 

11月23日（祝・火)からさいたま新都心にて開催決定！ 

肉！肉！肉！ 人気の極上肉料理と話題のアーティストたちによる多彩なステージが絶妙マッチング！ 

2021 年11 月23 日（祝・火)〜28 日（日）、6 日間に渡って、さいたまスーパーアリーナ・コミュニティアリーナにて

「MEAT meets MUSIC フェス SAITAMA 2021」（http://meatmusic.jp）の開催が決定しました。「肉×音楽」をテー

マに掲げ、お肉を片手に音楽もゆったりとお楽しみいただける新たなフードイベントです。 

「MEAT meets MUSIC フェス SAITAMA 2021」（通称：MMM）は、ブランド牛や黒毛和牛などの上質な素材を厳選

したステーキや、フォアグラと最高のマッチングが楽しめるハンバーグ、凄腕シェフ考案による肉料理など、多彩なメニ

ューが全国各地から大集結します。さらにステージでは、アニソン、ロック、ダンス、アイドルなど、日替わりのテーマ

に沿って様々なジャンルのアーティストが臨場感あふれるパフォーマンスで会場を盛り上げ、非日常を演出。“肉”と“音

楽”の新しい出会いをお楽しみください。 

■佐賀牛や黒毛和牛のステーキ、定番のハラミや牛タンなどの贅沢メニューが満載！ 

特製ウニ醤油でいただく【銀座のステーキ】のジューシーな黒毛和牛ステーキは、最強コンビネーションで濃厚な味わ

いが口いっぱいに。【Bistro Alive】からは、存在感抜群のフォアグラの塊を、手切りした黒毛和牛と挽肉で包んだハン



バーグのマリアージュが楽しめます。専門店だからこそ提供できるプリプリの国産和牛ホルモンは、【和牛ホルモン焼き

酒場 五右衛門】の自慢の一品。黒毛和牛の薄切りロース肉を使った【WORLD DINER】の肉寿司は、赤身と脂が抜群の

バランスで、甘さと、柔らかさと、とろけるような食感のハーモニーを実現。熟成した佐賀牛の厚切りステーキと、口の

中でとろける新食感の焼きしゃぶが一皿になった【肉処天穂〜tensui〜】、じっくり低温調理し、柔らかさを追求する

【JUNGLE 2nd】の厳選ハラミステーキ、噛めば噛むほどに、口のなかに肉の旨みとガーリックバターのコクが溢れ出す

【CROSSROAD】の赤身ステーキには、肉マニアも大満足。北海道産牛フィレ肉をサクッと仕上げ、わさびでいただく

【玉川精肉店】の牛カツや、ネギとレモンでさっぱりと味わえる【鉄板ダイニングだんらん】の炙り牛タンも見逃せませ

ん。  

      

■豚肉、鶏肉、馬肉、別腹のスイーツもお忘れなく！ 

牛肉だけじゃなく、小江戸黒豚を使用した【餃子の宮でんでん】が作る小籠包や、野菜たっぷりの王道・浜松餃子を提供

する遠州銘柄豚の【うまいもん空海】、【にんじん2 号店】の溶岩焼き馬肉ステーキもスタンバイ。さらにお子様にも人

気の【職人のからあげ華鳥】のからあげから、【EFE KEBAB】のチキンケバブサンド、秋の味覚の代表格・さつまいも

を惜しみなく使った【やきいも処 DoCo？ 弐番館】のやきいもクレープと、スイーツまでが勢揃いします。 

 

■コロナ対策にもぴったり、“マイスタイル弁当”も今回ならでは 

今回、コロナ対策として考案されたのが、独り占め企画の“マイスタイル弁当”。ライスブースでライスを購入し、お気に

入りの肉料理店舗でご注文いただくとお弁当BOX の空いたスペースに詰めてもらえるサービスです。こんなご時世なの

でシェアできないからこそ、新しいフェスの食べ方をご提案。“マイスタイル弁当”は会場で食べても、お持ち帰りしても

OK。また、お連れさまとのシェア防止として、一部店舗をのぞいてハーフサイズもお選びいただけます。 

 

 



■ステージは、毎日異なるテーマで、アニソンからロック、アイドル、ダンスバトルまで！ 

◎11月23日（祝・火） MEAT meets MUSIC "PARTY"

レペゼン秋葉原のアニソンダンスパフォーマー「RAB（リアルアキバボーイズ）」、『苺りなはむプロデュース IDOL 

UNIT AUDITION』によって決定した6 人組アイドルグループ「HO6LA」、オリジナルメンバーの関根梓に新メンバー

7人が加わった8 人組アイドルグループ「アップアップガールズ(仮)」、ボーカルMASA 率いる、パーティーファンク

バンド「二人目のジャイアン」、バンド活動を経て現在はシンガーソングライターとして活躍する「寺島圭亮」、

「From Tokyo To The World」を掲げ JUVENILE World ともいうべき独自のCity music を発信し続けるDJ/アー

ティスト、音楽プロデュサー「JUVENILE」など、パーティーラインナップを繰り広げます。 

▶一部有料専用エリアあり 

・開場 14：00／開演 14：20 

・前売り 2,900 円（食券700 円×2 枚付き） 

・チケット https://eplus.jp/meat-meets-music2021/ ※11/2（火） 10:00〜販売開始 

◎11月24日（水）MEAT meets MUSIC "ROCK"

女性１人と男性2 人のロックバンド「魔法少女になり隊」、異色のYouTuber バンド「datto」、ピアノの旋律とパワ

フルなサウンドのジャンルレス新世代ロックバンド「THIS VERY DAY」、ex.竹内電気の竹内サティフォと斉藤伸也に

よる、スーパーJ-POP ユニット「ONIGAWARA」など、ロックづくしの1 日です。 

◎11月25日（木）MEAT meets MUSIC "DANCE BATTLE"

アニソンダンスパフォーマー「RAB（リアルアキバボーイズ）」のメンバーである涼宮あつきが主催する、若手向けの

A-POPダンスバトルイベント『A-BOY BEBOP』通称エバップが、出張版としてイベントとコラボステージを開催。

過去にエバ ップを盛り上げてくれたA-POP ダンサー達による招待制のエキシビションマッチを行います。 

◎11月26日（金）MEAT meets MUSIC "ANISONG&NET CULTURE SONG"

声優やアーティストとしても活躍中の「ニノミヤユイ」、ガンダム40 周年記念CD「機動戦士ガンダム 40th 

Anniversary BEST ANIME MIX」をプロデュースし、日本を代表するDJ「DJ シーザー」など、アニソンDAY を

盛り上げます。 

◎11月27日（土） Boys meAt up Fes at MEAT meets MUSICフェス 

男性アイドルグループだけの人気イベント「Boy meAt up Fes」が、ついに＜MEAT meets MUSIC フェス＞に登場。 

ボイメンエリア研究生 ／ パピーハイブリッド ／ ピーターパンシンドローム ／ BLACK IRIS ／BLACKSHEEP 
SYNDROME. ／ X-BORDER ／ AXXX1S ／ ドリーミーバブルズ ／ First Fl∞r ／ 秘密結社ニルヴァージュ∀ 
／ COLON： ／ BLACKSNOW ／ H@ng_oveR ／ フェアリーフェリス ／ モンスターパレード ／ ZERO GRIP

／ petite bomb！
 ▶一部有料専用エリアあり 

・開場 10：30／開演 11：00

・前売り 2,900 円（食券700 円×2 枚付き） 

・チケット https://eplus.jp/boys-meatupfes2021/ ※11/2（火） 10:00〜販売開始

◎11月28日（日） Girls meAt up Fes at MEAT meets MUSICフェス 

女性アイドルグループだけの人気イベント「Girls meAt up Fes」が、1 日ステージを彩ります。 

真っ白なキャンバス ／ なんキニ！ ／ ChuLa //ネコプラ// ／ STAiNY ／ 手羽先センセーション ／ ワールズエンド。 
／ パラディーク ／ メイビーME ／ アクアノート ／ じゅじゅ ／ ONE BY ONE ／ ビビッと！バビディブ〜

／ Palette Parade ／ YURiMental ／ しろもん ／ WONDER∞WANDER ほか 

https://eplus.jp/meat-meets-music2021/
https://eplus.jp/boys-meatupfes2021/


▶︎一部有料専用エリアあり 

・開場 10：30／開演 11：00 

・前売り 2,900 円（食券700 円×2 枚付き） 

・チケット https://eplus.jp/girls-meatupfes2021/ ※11/2（火） 10:00〜販売開始

■開催概要 「MEAT meets MUSIC フェス SAITAMA 2021」 

・開催期間：  2021 年11 月23 日（祝・火) 〜 11 月28 日（日）＜6 日間＞ 

・営業時間：  10：00〜21：00（平日11：00〜、最終日〜20：00） 

・会場： さいたまスーパーアリーナ・コミュニティアリーナ  

・主催：   LAF Entertainment 株式会社 株式会社ライブエグザム 

・制作協力： 株式会社さいたまアリーナ 

・協力:  一般社団法人さいたま新都心エリアマネジメント 

・後援:  FM NACK5 

・交通:  JR さいたま新都心駅より徒歩3 分／JR 北与野駅より徒歩7 分 

・料金:  入場無料 (飲食代別途) ※食券（1 枚700 円）・電子マネー利用可 

・公式HP http://meatmusic.jp 

・公式Twitter  https://twitter.com/meat_music 

※開催するにあたり、新型コロナウイルス感染拡大予防対策を実施し、皆さまの健康と安全を最優先に運営いたします。

会場では、混雑時の入場者数の制限や、検温・消毒・マスクの着用など、ご来場の皆さまにはご不便をお掛けする場合も

ありますが、ご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。 

詳細につきましては公式ホームページ（http://meatmusic.jp）をご確認ください。  

[お客様へのお願い] 

※ご来場前に、ご自身の体調確認を行っていただき、無理されないようお願いします。 

※ご来場時は必ずマスクの着用をお願いします。 

※入場待機列や商品購入列等、十分に間隔を確保いただき、マスクの着用をお願いします。 

※会場出入口は1 箇所に制限いたします。入場ゲートに設置する非接触型体温計での検温と手指消毒をお願いします。 

※会場内混雑時には、入場制限をさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。 

※入場時に「接触確認アプリ COCOA」の画面確認をさせていただきますので、事前にアプリのインストールをお願いい

たします。 

※会場内への飲食物、ビン・缶・ペットボトルの持ち込みは一切禁止致します。 

※会場内には電子マネーチャージャーはございませんので、あらかじめ必要金額をチャージの上ご来場ください。 

※雨天決行。荒天の場合は中止させて頂く可能性がございます。 

＜イベント・取材に関するお問い合わせ＞ LAF Entertainment株式会社 担当：喜納（きのう）／相澤 

Mail：info@meatmusic.jp 

https://eplus.jp/girls-meatupfes2021/



