一般募集
各位様
日頃はお世話になっております。
昨年は鳴尾浜臨海公園にての「LanaiLaniFestival」にご参加いただきましてありがとうございました。
大変好評につき、今年度は早めの募集をいたしますのでご案内させていただきます。

今年は 2 日間でございますので、希望日程についてもご明記くださいませ。
2017 年 10 月 14 日（土）13:00～18:00

10 月 15 日（日） 10:00～18:00（予定）

鳴尾浜臨海公園芝生広場
一般募集 ４月１日～６月末（４月１日以前の一般受付は行っておりません）
先着順ではございませんが、枠が満枠になった場合は締切とさせていただきますので、お早目にお申込みを頂くよう
お願いします。
随時出演受付可否についてご返信させて頂きます。
入金締切 7 月 31 日（月）増減は 9 月まで可能。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
NaniwaiAloha（ナニワイアロハ）
笠原
NaniwaiAloha
Email:naniwaialoha@gmail.com
Web：http://naniwaialoha.com/
注記：申込書 をエクセルファイルでご希望の方 PC メ－ルでご要求下さい。（naniwaialoha@gmail.com）

一般

Lanai Lani Ｆestival 2017 募集要項（一般）
１） イベント開催概要
日
時
2017年10月14日(土)13:00～18:00/15日（日） 10:00～18:00（予定）
会
場
鳴尾浜臨海公園芝生広場
〒〒663-8142 西宮市鳴尾浜 3-13 （阪神甲子園駅下車 バス/駐車場有り）

入 場
料
主
催
運 営 管 理
事 務 局

無料（観覧）
Ｎａｎｉｗａｉ Ａｌｏｈａ
Lanai Lani Festival 2017 実行委員会
笠原 ０９０－９１７３－３４３４ 坂上 ０９０－１１５８－７９３１
Email:naniwaialoha@gmail.com HP:naniwaialoha.com FACEBOOK NaniwaiAloha

Fax：０７９７－３１－７９３１
Fax：０７９７－３１－７９３１
２）募集概要
テ
－
マ
演 技 曲 数

音

フラ（カヒコ、アウアナ）、タヒチ
A）１０～１９名 ２曲 B）２０～２９名 ３曲 C)３０～５９名 ５曲
時間制限 平均 ４分／曲（４分は曲間の入り/ハケ、MC 含む）
＊10 名以下の場合も参加可能。A 区分該当（参加費 20,000 円/組）
ＣＤ、ＭＤ、生演奏（バンド）、カヒコ可能。
生演奏は出演フラに同行する演奏者とします。バンド曲枠は有りません。

源

参 加 協 力 費

施設使用料、音響費、テント備品代、募集運営費、控室、早着替え室あり、
2,000 円／人 小学生 1,000 円（幼児、バンド/演奏者は 無料）

入 金 締 切 日

2017
2017 年 7 月 31 日(月)

申

参加申込書に記載の上事務局へＦＡＸで御申込下さい。
（事務局への Fax 以外の手段での御申込は原則受け付けておりません）

込

方

法

申込受付期間

一般募集
一般募集４
募集４月１日～６月末（
月末（４月１日以前の
以前の申し込みは受け付けて
申し込みは受け付けていません
受け付けていません）
いません）
先着順ではございませんが、枠が満枠になった場合は締切とさせていただきますので、
お早目にお申込みを頂くようお願いします。随時出演受付可否についてご連絡させて頂きます。

キャ ン セ ル 料 申込者の都合によりキャンセルされる場合は別途定めるキャンセル料が発生します。
（詳細は申込書記載）
雨天の場合：小雨の場合決行。当日雨天中止の場合は半額返金させていただきます。
前日の17時降水確率６０％以上（西宮市）
ハワイアンマ－ケットへの出店ご案内：物販（テント）、飲食店 合計 10 店舗予定
詳細はお問い合わせ下さい。
免責事項
免責事項
主催者は如何なる理由においても、出演者、出店者およびその雇用者、関係者が会場施設、ステージや
控え室を使用することによって生じた人および物品にたいする盗難、紛失、火災、傷害、その他、事故や
損害、自然災害など出演者、出店者の如何なる損害に対して、一切の責任を負いません。

申込応募締切日 一般募集6月30日
naniwaialoha@gmail.com
FAX： 0797-31-7931

一般

「Lanai Lani Festival 2017in鳴尾浜臨海公園 出演申込書
募集要項/免責事項を了承し、出演を以下の通り申込みいたします。
月
日
下記いずれかの□
□をチェック下さい
参加日程

□10月14日（土）

□10月15日（日）

申込者サイン
サイン

□10/14 ・10/15 いずれも可能

団体名 先生名
担当者名
ご連絡先

ご担当者

住所
e-mail（PC）

e-mail（携帯）

担当者名

TEL･FAX

住所
e-mail（PC）

注記

TEL･FAX

e-mail（携帯）

Pc e-mailが 無い場合は必ず Fax および携帯電話番号を記入下さい。

プロフィール

当日メレフラ曲
リクエスト
総出演人数
音源

一般2000円 小学生1000円 幼児、バンドは無料
一般
名
小学生
名
□CD □バンド バンド名：

幼児

名

参加人数
合計金額
□カヒコ生演奏

名
円

出演に関するご案内
・10名以下の場合も参加可能。募集要項A区分該当（参加費20,000円/組）
・運営委員会より参加決定通知後速やかに振込先へご入金願います。振込手数料は各出演者側でご負担下さい。
・出演時間につきましては、主催側にて決定させていただきます。
・プログラムおよび集合時間については、開催1か月前ごろご連絡いたします。
申込後の都合により団体単位で申込を取消される場合、下記のキャンセル料をご請求させてい
ただきます。
・開催３週間前まで 参加協力金の３０％・開催１週間前 参加協力金の５０％
・当日: 参加協力金の１００％
＊当日雨天中止の場合は半額返金させていただきます。
･キャンセル料

参加協力費 振込先：ゆうちょ銀行からは 記号14130 番号45355301 名義ナニワイアロハ
銀行からはゆうちょ銀行 四一八(ヨンイチハチ）支店 当座預金 4535530口座名義：ナニワイアロハ
振込期限

２０１７年７月３１日（月）

一般募集

Ｌａｎａｉ Ｌａｎｉ Ｆｅｓｔｉｖａｌ ２０１７ in 鳴尾浜臨海公園

出演までの流れ
一般募集

4月1日

１）参加申込 1枚

～ 6月30日

ＦＡＸのみ受付
０７９７－３１－７９３１

事務局より参加受付および詳細お知らせ （e-mailにて）

7月31日（月）迄

２）ご⼊⾦ ＆曲目,バンド申込/セッティング図締切
↓
↓
振込先
ゆうちょ銀行から
記号 １４１３０番号
番号４５３５５３０１
名義ナニワイアロハ
ナニワイアロハ

ＦＡＸ：０７９７－３１－７９３１
ＥＭＡＩＬ
：naniwaialoha@gmail.com

その他銀行から
ゆうちょ銀行四一八支店
当座預金４５３５５３０
口座名義：ナニワイアロハ

変更（⼈数・曲名）随時受付
↓
↓
ＦＡＸ：０７９７－３１－７９３１
０７９７－３１－７９３１

上記振込先

9月中旬

事務局より出演⽇時のお知らせ

イベント開催

３）当⽇/音源提出（ＣＤの場合予備）
当⽇実⾏情報は ＨＰ／Ｆａｃｅ Ｂｏｏｋをご覧ください
ＡＭ ７：００ NaniｗaiAloha で検索

ＮａｎｉｗａｉＡｌｏｈａ
担当
笠原
坂上
Ｅｍａｉｌ

事務局
０９０－９１７３－３４３４
０９０－１１５８－７９３１
naniwaialoha@gmail.com

