
木更津市制施行75周年記念事業
KISARAZU × HAWAII  LIFESTYLE  MARKET 2017

in オーガニックシティきさらづ
フラ・タヒチアンダンスチーム出演概要

開 催 日 2017年8月19日（土）、20日（日）10：00～18：00
開催場所 三井アウトレットパーク 木更津

木更津市制施行75周年記念事業 KISARAZU × HAWAII  LIFESTYLE MARKET 2017 in オーガニックシティきさらづ実行委員会
更新日 2017年5月24日
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開催概要
■イベントタイトル ⽊更津市制施⾏75周年記念事業 KISARAZU×HAWAII LIFESTYLE MARKET 2017 in オーガニックシティきさらづ

■開催場所 三井アウトレットパーク ⽊更津 ピアストリート及びP5駐⾞場特設会場
〒292-0009 千葉県⽊更津市⾦⽥東3-1-1

■開催⽇時 2017年8⽉19⽇（⼟）〜8⽉20⽇（⽇） 両⽇ともに 10︓00〜18︓00 ⼊場無料

■主催 ⽊更津市制施⾏75周年記念事業 KISARAZU×HAWAII LIFESTYLE MARKET 2017 in オーガニックシティきさらづ実⾏委員会
（構成団体）ユーフォリア株式会社、有限会社レイランド・グロウ、 きみつ４市起業家ネット、⼀般社団法⼈ かずさ⻘年会議所

■特別協賛 三井アウトレットパーク ⽊更津

■ 応募締切り 2017年6⽉末⽇先着順(規定数に達した時点にて締切とさせていただきます。)

■ 応募対象 フラダンス及びタヒチダンスをメインとした編成のアマチュア並びにプロのグループ
■ ステージ 駐⾞場エリアメインステージ ※オプションで三井アウトレットパーク ⽊更津内ステージへの御出演も可能。

※昨年のサブステージの場所がメインステージとなっておりますのでご注意ください。

■ エントリー費⽤ 御⼀⼈様￥2,500(税込) （1グループ6名以上10名以下で1エントリーとなります。）

※三井アウトレットパーク ⽊更津内のサブステージ出演は1組あたり￥5,000（税込み) となります。
メインステージにご出演いただいたハラウ様のみ特別料⾦にてご案内いたします。

■ 各ステージ1枠10分間

■協賛(順不同 2016年度実績)
全国とれたて情報サイト「トレナビ」 、株式会社 新昭和 、株式会社 新昭和リビンズ、アラモレンタカー
医療法⼈社団 鵬会 ⾼名清養病院 、協友建機株式会社

■協⼒(順不同 2016年度実績)
ハワイ応援キャラクター ホヌッピー、 ⽊更津市マスコットキャラクター きさポン、 千葉県マスコットキャラクター チーバくん

■後援(順不同 2016年度実績) ⽊更津市、⽊更津市教育委員会、⽊更津商⼯会議所、⽊更津市観光協会、千葉県観光物産協会、
公益財団法⼈千葉県⻘少年協会、ハワイ州観光局、千葉テレビ放送株式会社、株式会社千葉⽇報社 、
株式会社ベイエフエム、かずさエフエム株式会社、株式会社ジェイコム千葉 ⽊更津局



⽊更津市制施⾏75周年記念事業
KISARAZU×HAWAII LIFESTYLE MARKET 2017 in オーガニックシティきさらづは、

ハワイのコンテンツを利⽤しながら オーガニックシティきさらづを
楽しく・⾝近に 「⾒る・体験する・参加する・まなぶ」ライフスタイル提案型イベントとして実施します。

フラパフォーマンス・ウクレレ演奏、⼦供たち、
来場者の皆さまも⼀緒にステージにあがって楽しめる
ステージコンテンツを実施します。

＜楽しむ︕＞

イベント会場全体では、ハワイ×⽊更津のマーケットで
アート、クラフト、FOOD等のお買い物を楽しめます。

まなぶ
ヨガ、ウクレレ、フラ体験などハワイのライフス
タイルや、健康に関する情報、体験など、地元
千葉県、⽊更津市のオーガニックライフスタイ
ルを体感できるコンテンツを実施

ハワイ・オーガニックにかかわるゲストによるトークイベントを
⾒て楽しみながら学ぶコンテンツを実施。

イベントの目的

体験する
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御出演の詳細
■ 応募締切り 2017年6⽉末⽇先着順(規定数に達した時点にて締切とさせていただきます。)
■ 応募対象 フラダンス及びタヒチダンスをメインとした編成のアマチュア並びにプロのグループ
■ ステージ 駐⾞場エリアメインステージ ※オプションで三井アウトレットパーク ⽊更津内サブステージへの御出演も可能。

※昨年のサブステージの場所がメインステージとなっておりますのでご注意ください。
■ エントリー費⽤ 御⼀⼈様￥2,500(税込) （1グループ6名以上で1エントリーとなります。）

※三井アウトレットパーク ⽊更津内のステージ出演は1組あたり￥5,000（税込み) となります。
メインステージにご出演いただいたハラウ様のみ特別料⾦にてご案内いたします。

■ 各ステージ1枠10分間

エントリーについての注意事項
※⼈数が確定していない場合は、最低エントリー数6名でお申し込み頂き、エントリー枠の確保をお願い致します。

確定後出演⼈数を事務局までお知らせ下さい。
※エントリー費の⼊⾦確認後に受付完了とさせて頂きます。ご⼊⾦が確認出来ない場合にはエントリー枠の確保は出来ませんのでご注意下さい。
（最新のエントリーの締切り状況は事務局にご確認ください。受付締切り後に、エントリー費⽤をご⼊⾦頂いた場合には
お申込みの受付が出来ませんので、ご連絡させていただきましてご返⾦させて頂きます。予めご了承ください。）

※三井アウトレットパーク ⽊更津内ステージは駐⾞場エリアメインステージにご出演いただいたハラウ様のみ特別料⾦（１ハラウ様/税込み5000円）
にてご案内いたします。

※昨年ご出演いただきましたハラウの皆さまへ
昨年ご出演いただいたメインステージが今回はサブステージとなっておりますのでお気を付けください。
駐⾞場エリアステージがメインステージとなります。

※8⽉中旬の屋外実施イベントのため、駐⾞場エリアステージのステージ上が⼤変熱くなることが予想されます。
ご⾃⾝の判断にて、お履き物等をご使⽤になられる等⽕傷対策をお願いいたします。
イベントにおいての、⽕傷やケガ等に関しては事務局は⼀切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※⽔分補給をご⾃⾝にてこまめに⾏っていただき熱中症対策をお願いいたします。



エントリー詳細情報
1︓エントリー費は御⼀⼈様￥2,500(税込)とし、1グループ6名以上で1エントリーといたします。

20名を越えるハラウ様で、２エントリー以上をご希望されるハラウ様はお問い合せ下さい。

2︓1エントリーにおいてのステージの持ち時間は10分以内2曲または、時間以内であれば3曲可能です。
※⾳出し先⾏、ステージへの⼊り出時間も含め10分以内厳守（なお、特に3曲エントリーのハラウ様は10分の時間に注意して下さい。）

3︓駐⾞場エリアメインステージの広さ (幅7.2ｍ×奥⾏き3.6ｍ×⾼さ0.5ｍ )
三井アウトレットパーク ⽊更津内サブステージの広さ (幅5ｍ×奥⾏き5ｍ×⾼さ0.7ｍ ステージ下のスペースもご活⽤いただけます。)

4︓エントリー⼈数とハラウ名、代表者様のお名前をお申し込み⽤紙にご記⼊いただき、FAX、もしくは郵送にてお申し込みして下さい。
※メールにPDFデータを添付していただいてもかまいませんが必ず事務局にご連絡いただきますようお願いいたします。

5︓エントリー申し込みの受付は先着順とし最終締切を6⽉末⽇といたしますが 、 募集既定組数（2⽇間40組）を 達成
した時点にて終了といたします

6︓エントリー申し込みにおける出演希望⽇・時間帯は受付先着順を優先し、最終決定は出演確認書にて事務局が⾏います。

7︓申し込み後のキャンセルは原則できません。
イベントが荒天中⽌の場合のエントリー費のご返⾦には応じられませんのでご了承お願いいたします。

8︓エントリー費は申し込み⽤紙に掲載しております指定⼝座にお振込下さい。
（⼊⾦確認後→2週間以内に事務局より受付確認連絡を致します。）
※お申込みＦＡＸからご⼊⾦確認までの間の事務局からの連絡はありませんのでご注意ください。
→７⽉上旬までにイベント当⽇概要書類・出演許可証を発送致します。※⼊⾦後2週間以内に連絡がない場合には事務局へお問い合わせください。

駐⾞場エリアメインステージ（昨年とステージの位置が変更になります。） 三井アウトレットパーク ⽊更津内サブステージ



エントリー後の注意事項

エントリー受付完了後の注意事項 】
1︓当⽇は出演許可証と⾳源は各⾃で会場受付までお持ち下さい。（⾳源はCDのみとなります。）
2︓現場ステージでの場当たりやリハーサルは⾏いません。
３︓会場内・控え室・バックステージにての貴重品の管理はご⾃⾝で管理お願いいたします。
４︓事務局より発送された出演許可証に定めた出演当⽇の指定出演時間の60分前までに

会場受付にてチェックインをして下さい。
５︓スタッフが控え室エリアに誘導いたします。
６︓スタッフに指定された控え室にて各エントリーハラウ様は着替え及び準備を済ませ、待機して下さい。

出演後３0分以内に控え室を退室して下さい。（控え室のご利⽤時間は合計９0分にてお願いします。）
（⼤勢の出演者がいらっしゃいますので、互いに協⼒し合ってスムーズな⾏動にご理解下さい。）
７︓出演時間につきましては、イベント運営上多少前後する場合がございますので予めご了承下さい。



駐車場エリア内メインステージ



三井アウトレットパーク 木更津 内 サブステージ



会場のご案内

イベント会場

三井アウトレット
パーク ⽊更津
内ステージ

駐車場エリア
メインステージ

P6駐車場内

特設会場

お問い合わせ・申込み先 イベント事務局（有限会社レイランド・グロウ）
担当 : 江森 ＴＥＬ：03-6712-7355 ［メールでのお問い合わせ］contact@leiland.jp ［ホームページ] http://hawaii.jp/

〒153-0042 東京都目黒区青葉台1-18-7 カスタリア中目黒105 FAX送付先:03-6712-7356



■当イベント開催中は怪我や事故のないよう、決して無理はなさらないよう、ご自身で管理
願います。万一、怪我や事故等が発生しても主催者、施設責任者は一切責任を負わないもの
としますので、ご了承ください。
■貴重品等を含む荷物の管理は各自でお願いします。更衣室には貴重品を置かず、各自で
お持ちください。紛失・盗難などが発生した場合、主催者および施設側では責任を負いかね
ますので、ご承知ください。

木更津市制施行75周年記念事業
KISARAZU × HAWAII LIFESTYLE  MARKET 2017

出演申し込み用紙

フリガナ

フリガナ

ハラウ名
または

グループ名 名

代表者氏名

住　所

出演希望日

エントリー費
振り込み口座

免責事項

署　名

8月19日(土) 8月20日(日)

TEL

FAX

当日連絡可能なTEL(携帯)

E-MAIL

プロフィール
アピールポイント

※表記名は、タイムテーブルに掲載されます、ハッキリわかりやすくお願いいたします。フリガナもご記入ください。　　　　

※PC (パソコン)のメールアドレスをご記入ください。

※グループのプロフィールやアピールポイントをご記入ください。

※□の中に第一希望日を1、第二希望日を2、とお書きください。

※出演希望日が希望者多数の場合はご希望に添えない場合がございます、また出演時間の指定はできません。

印

〒

2017年 　  月  　 日

印

@

人
数

りそな銀行　中目黒支店　（普通）
口座番号　1314194　口座名　ユ）レイランド　グロウ

ＦＡＸ送付先：03-6712-7356

（担当名）

※表記名は、ハッキリわかりやすくお願いいたします。フリガナもご記入ください。　　　　

フリガナ

事務局記入欄
（こちらには記入しないでください）

サブステージ出演

※希望の方は□の中にチェックを入れてください。

三井アウトレットパーク 木更津内サブステージを希望する １組5000円にてご出演可能です。
エントリー費と合わせてお振込みください。

※お申込みFAX送付後、2週間以内にお振込みをお願いいたします。
※お振込み手数料はご自身にてご負担をお願いいたします。

応募概要を理解し、木更津市制施行75周年記念事業 KISARAZU×HAWAII LIFE STYLE MARKET 2017フララヴァーズに下記の通り申し込みいたします。


