新春フラ・舞-mai 2019 ご出演概要
〜新年・開運・初踊り！年の初めのフラの祭典〜
日時

2019 年 1 月 6 日（日）

開演 12 時 30 分開演（予定）

JR吉祥寺駅
公園口3番のりばから<吉01>
<境92>武蔵境駅南口行き､
または4番のりばから

一般のお客様の観覧無料

会場

三鷹市公会堂 光のホール

<吉06>調布駅北口行き乗車（三鷹市役所前下車）

京王線調布駅
北口 13 番または 14 番のりばから
<吉 06><吉 14>吉祥寺駅･吉祥寺駅中央口行き乗車

アクセス
〒181-8555 東京都三鷹市野崎1-1-1
車
隣接する市役所内の屋外駐車場をご利用戴けます。
2時間以内 / 400円
2時間を超えた場合 30分毎 / 200円

公共交通機関
JR三鷹駅
南口7番のりばから
<鷹54>新川団地経由仙川行き、晃華学園東行き乗車
（三鷹市役所前下車）

（三鷹市役所前下車）

※

コンテンツ
1.

2.

（前列のみ）

国内のフラ・タヒチアンダンサーの新年初踊り

※

床面はカーペット類を敷きません。
（木目）

ステージ

※

ステージ間口は、前方最大15m。

ハワイアン雑貨・アパレルショップブースの限
定「福袋」販売！

参加費

両サイド黒幕が影響しない範囲の長さは10m。
※

奥行きの変更はございません。

※

上手（客席から見て右）
、下手（客席から見て左）
どちらからでも登場可。

ご参加条件
大人・子供…2,500円（税込）

※

15名よりご参加いただけます。

※

15名以下でご出演をご希望の場合、37500円

※

早着替えエリア・・下手袖及びステージ真裏。

※

当日は場当たりの時間はございません。

※

事前ステージ下見はございません。

出演メンバーに講師・代表者が含まれる場合は

必ずお読み下さい。
1,怪我・損害・減失・盗難等の物損、その他
の事故について

参加費が発生致します。

・ イベント開催期間中に発生した事故につきまして

（15名様分）にてご参加が可能となります。
※

センターから1メートル毎にバミリを貼ります

講師・代表者が付き添う場合、参加費は発生い

は、当社および施設は一切責任を負いかねます。代

たしません。

表者様をはじめご出演される生徒の皆様へもくれ

※

複数教室での合同出演も可能です。

ぐれもお伝え下さいませ。

※

応募数に達し次第、締切ります。

※

2,イベント当日の撮影、取材について
ご出演内容/時間・１枠

20 分

・ 当日はプロカメラマンが撮影に入ります。後日お
写真はお求めいただけます。

※

早着替え可能

・ 動画撮影可能です。

※

ステージはイベント MC の紹介によってスタート

・ 一般のお客様からの撮影を禁止してほしいお教室

※

し、時間内に出ハケをすべて含めて下さい。

は、エントリー用紙に可否をご記入下さい。当日

2 枠以上のお申込につきましては、ご出演人数に

MC が教室紹介とともに撮影不可のご案内を致し

よってご相談に応じます。ただし、先着順でご出

ます。

演枠を確保させていただいております関係で、す

※

※

でにご出演枠が満枠となっている場合はお応え

3,当日の待機時間について

でき兼ねますので、お早めにご相談下さい。

・ 控室入室時間は各教室毎に割り振られますので、

曲の組み合せによって 15 分に満たない場合でも、

集合時間より早くお越しいただいても控え室に入

ご出演可能です。

室ができませんのでご了承下さい。またスタッフ

CD での音出しとなります。
（打楽器の演奏は生音

の許可なく入室を禁じます。

でご対応下さい）
※

ワイヤレスマイク使用。持込み不可。

※

出演は 1 日あたり 1 枠のみとなります。

・ 当社のスタッフが控室からステージまでの道筋を
ご案内致します。
・ 必ずスタッフの指示に従って行動をお願い致しま
す。許可なくステージへのご移動された場合、プロ

ステージ概要

間口 10m 奥行 5m 高さ 6.9m
※

舞台下は降りられません。

グラム進行に遅れが出る場合がございますので、
お控え下さい。
・ お手洗いや買い物などで控室を出られる際は、当
日の各ハラウ責任者様に一任致します。

・ 貴重品等はお教室で一括管理を行い、控室におか

帰属しますので予めご了承下さい。

ないようにご注意下さい。盗難事故発生の場合当
社は責任を負いかねます。

8,イベントの中止について

・ 控室内で集合写真をお取りいただくことは可能で

・大規模災害による施設の損壊等で開催が出来ない事

すが、机の上に登って撮影行為など絶対にお辞め

象が発生した場合、やむを得ない理由によりイベント

下さい。

の中止が決定する場合がございます。
その場合、ご出演料の御返金は行いませんので御了承

4,当日の出演料現金払いは受付致しかねます。 下さい。
・ 事前のご連絡無く当日お持ち込みされた場合は、
運営業務にあたっている関係で臨機応変にご対応
良くある質問
ができ兼ね、トラブルの元となる場合がございま
１,着替えの付添い者は控室に入ることがで
すので、お断りいたしております。
きますか？
→可能ですが、控室では付添者様分のスペースを設

5,出演時間の決定について

けておりませんので、予めご了承下さい。

・ 責任者様へ12月6日以降にお送り致します。

2,どの教室が何の曲を踊るのかを教えて下さ
6,お申込み時より参加人数が増えた場合・入
金後のキャンセルについて
・追加の人数の申込受付は11月28日までです。

い。
→大変恐れ入りますが、ご案内が出来ません。ご了承
下さい。

・一度お支払いを戴きました参加費につきましては、

→少なくお支払いされておられる場合は、お手数です

3,当日、一部の生徒さんがイベントの途中で
到着します。控室へ誘導いただけますか？

がメールにてご連絡下さい。追加メンバーさま分のご

→大変恐れ入りますが、代表者様サイドでご調整をお

お客様都合の返金は承っておりません。

請求書をお送り致します。ご連絡無しにお支払いを戴

願い致します。

いた場合は、確認が遅れる場合がございますので、ご

日までに速やかに当社へメールにてご連絡下さい。そ

4,当日生徒さんがやむを得ない事情でお休み
することになった場合、返金は可能です
か？

の後、当社よりご請求書をお送り致します。その後お

→大変恐れ入りますが、ご出演のご返金が出来かね

振込下さい。

ますので、予めご了承下さい。

協力の程お願い致します。
・ご入金後に、新たに人数が増えた場合は、11月28

・当日の点呼で事前に承っている人数よりも出演人数
が多かった場合、ご出演をお断り致します。

5,タヒチアンダンス教室も出演出来ますか？

・参加料金をご入金後、人数が減った場合・出演キャ

→可能です。

ンセルによる返金は致しませんので、ご了承下さい。

7,肖像権について

6,当日、病気や風邪等で減ってしまい、１５
名以下になってしまうと出演出来ませんか？

・本イベントに関する模様(写真/映像)を広報用とし

→出演はもちろん可能でございます。ご安心下さいま

て、テレビ・雑誌等のメディア取材、弊社 Web サイ

せ。

ト、オフィシャルサイト、パンフレット等に掲載する
場合がございます。この場合の肖像権の使用につきま

7,車いす席はありますか？

しては、イベントの内容を伝えるものとして、当社に

→6席分のご用意がございます。

まずはお電話またはメールにてご出演予約を御願いします。
予約

※先着順にてエントリーを受付ます。

本出演概要を良くお読み頂き、出演人数を記入後、お送り下さい。
エントリーシート
FAX

※情報不備がある場合、受付致しかねます。ご注意下さい。
出演予約後、2週間以内にエントリーのFAXが確認出来ない場合
は、自動キャンセルとなります。
エントリーシート到着後、ご請求書を発行します。

お振込

ご請求書に記載されている口座宛へ参加費をお振込下さい。
お振込後、ご出演枠が正式に確定となります。

出演人数
最終確定
11月28日

追加人数のお知らせは期日までにご連絡下さい。
期日を過ぎた人数のご連絡はいかなる場合でも受付致しません。

踊る順にCDに焼き、CDシートにご記入の上、下記へお送り下さい。
CDのご送付
11月28日必着
・CD には、ハラウ名をお書き下さい

当社より出演時間
ご案内
12月6日以降

最終のご案内をお送り致します。

皆さまのパフォーマンスを
当日！

スタッフ一同楽しみに致しております！

新春フラ”舞”mai エントリーシート

FAX：042-312-1174

E-Mail：info@alohawave.jp

□ 私達は、出演概要の内容を全て確認し、了承しました。（左にチェック）
団体名

フリガナ

代表者名

フリガナ
印

グループ紹介文
MC がそのまま読上げま
す。
ご住所

〒

宛名
電話番号

FAX

当日責任者氏名

連絡先

教室用 E-Mail
※携帯不可

@
パソコンのアドレスをご記入下さい。

■ご参加について
参加人数
写真・動画撮影
※一般の写真撮影の是非

人 （内訳：大人

可

・

名 ・ 子供

不可

送る前に今一度、確認しましょう！
□冒頭の「私達は、出演概要の内容を全て確認し、了承しました」にチェックを入れましたか？
□代表者の印鑑は押印しましたか？
□必要事項にもれなく記入しましたか？

■ALOHAWAVE 記入欄

名）

新春フラ”舞”mai CD シート

CD に同封して下さい

11 月 28 日必着

教室名
代表者名
又は

当日連絡先

当日責任者名
■ 複写し、１枚はお手元にお残し下さい。
■ 枠が足りない場合は、2枚印刷してご提出下さい。
■ CDの返却希望の団体様は、着替えた後、受付にお立寄り下さい。

出演 20 分間には MC の紹介（約 30 秒）、出ハケ、早着替えを全て含めて下さい。
■ CD 再生についてマルを付けて下さい

流しっぱなし ・ 一曲毎に止めて欲しい
曲名

登場スタイル

登場時の人数

１

板付・曲先

人

２

板付・曲先

人

３

板付・曲先

人

４

板付・曲先

人

５

板付・曲先

人

衣装の色

送る前に今一度、確認しましょう！

送付先

□ 必要事項にもれなく記入しましたか？

〒187-0043 東京都小平市学園東町 1-8-2-303

□ 指定の時間内に全て曲を納めましたか？

TEL：042-312-1104

□ グループ用の控えとしてコピーしましたか？

アロハウェーブインターナショナルインク

□ CD の表面に団体名、出演日を記入しましたか？

新春フラ 舞 担当 安田・遠藤 宛

■ALOHAWAVE 記入欄

