
このイベントは2010年度より、 スタートし、2018年で10回目の開催になります。
DANCER/ HAWAIIAN shop を含めた各部門でフィールドを共有しあい予算的にも負担を分散し

日本のフラ・タヒチアンのシーンをはじめ、「HAWAII LOVER'S」のコミュニティをさらに広げることが目的です。

また、ステージは先生と共に日々練習を積み重ねてきた成果、

友達同士で練習を積み重ねてきた成果を披露する参加型のイベントであり、家族や友人達とその感動や楽しさを

共有してもらう事もLOVE HAWAII Collectionのテーマの一つです。

発表の場をお探しのチームの皆さま、初心者からプロまで同じステージで

楽しく過ごす空間に是非ご参加お願いいたします。

ゲスト・アーティストによるパフォーマンス、ライブもお楽しみ下さい。

皆がつながれば魅力も倍増！

HULA・TAHITIAN dancer(80Halau) / HAWAIIAN shop (50shop) / 

HAWAIIAN cafe(5shop)/HAWAIIAN workshop(5shop) 

オフィシャルPHOTOスタジオが集まる入場無料イベントです。
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～LOVE  HAWAII Collectionのステージでフラ・タヒチアンを踊ろう!!～

H.I.S. presents LOVE HAWAII Collection 2018 
in SUMMER

フラ・タヒチアン応募概要



（予定）● 後援：横浜市・ハワイ州観光局
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● 特別協賛： H.I.S.（予定）

次項へつづく

● 募集数： HULA・TAHITIAN 80組 （先着順）
● 開催日時：2018年 8月4日(土)、5日(日)

● 開催会場：横浜港大さん橋 国際客船ターミナルホール LOVE HAWAII Collection会場

● 応募締切：第１次締切り 2018年5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。) 

最終締切り 2018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

●エントリー費 メインステージ ￥3,900(税込) 1人×人数分
アウトサイドステージ ¥10,000(税込) 1チーム

●エントリー 1枠10分間（1グループ15名以上で1エントリーとなります。）

【 エントリーについて 】

・FAXもしくは郵送、Web申し込みフォームにて申し込み確認後、事務局よりFAX（無い場合メール）と
電話にて申し込み確認の連絡をいたします。

※この時点では本申し込みは完了しておりません。ご入金確認後に本申し込み完了となりますので
ご注意ください。最低エントリー数15名のお申込みと、15名分エントリー費 合計58500円を
お振込み頂き、先行エントリー枠確保お願い致します。人数の変更がある場合は確定次第、
事務局までお知らせください。追加人数分のエントリー費は当日受付にてお支払いください。

チーム様より申し込み書送付後、2週間以内に事務局より連絡のない場合、書類が受信できていない可能性がご
ざいますので必ず事務局までご連絡ください。
ご連絡のない場合、枠が一杯になり受付できなくなる可能性がございますので必ずご確認ください。

※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ください。

（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。）

1：エントリー費は御一人様￥3,900(税込)とし、1グループ15名以上で1エントリー1枠といたします。
※できるだけ多くのチーム様にご出演いただけますよう、1チーム様2枠以上エントリーは

受け付けておりません。1チーム50名以上で参加の場合は事務局までご連絡ください。
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ください。）
10分を越えるCDをご持参いただいた場合はご出演いただけません。

3：ステージの広さは ( 幅12m、 奥行6m、高さ90cm )となり、 人数や演出によりステージ前のフロアーも同時使
用可能です。 ( サブステージ・幅16m、 奥行4m )（別紙参照）

4：エントリー人数を必ず事前に事務局にお申し込みしてください。
※お振込み後に増えた人数分は事前にお電話いただき、当日受付にてお支払いください。

【開催時間についてのお知らせ】

今回のLOVE HAWAII Collectionは4月に続く2回目の開催となります。今回は10回目の開催となる特別回！
土曜日の夜は16：30までの開催時間とし、17：30～はサマーパーティーとします。ハワイからのゲストも参加し大さん橋に新たなハ
ワイの風を吹かせます。是非、皆さんご参加ください。
プロジェクトの一環としてクラウドファウンディングを実施いたします。詳細はイベントページにてご案内いたしますので要チェック
です！！

LOVE HAWAII Collection事務局 一同
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5：エントリー申し込みの受付は先着順とし、第1次締め切りは5月末日、
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80組）を 達した時点にて終了といたします。

※ご出演のお時間の希望は一切受付できません。

6：エントリー申込みにおける出演希望日・時間帯は受付先着順と入金確認順を優先し、
最終決定はすべて事務局が行います。

7：先行エントリーのキャンセルは5月の末日といたしますがそれ以降のキャンセルの場合は
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申込書送付後1週間以内までにお振込ください。
（事情により難しい場合はご連絡ください。）

（入金確認後→7月上旬に事務局より受付書類一式を発送→申し込み完了）
9：メインステージにご出演の方はアウトサイドステージを1グループ、1枠10分間10,000円にてご使用頂けます。

雨天時はアウトサイドステージが中止になる可能性がございますのであらかじめご了承ください。
10,000円は当日受付にてお支払い頂きます。中止の場合はいただきません。

(規定数に達した時点にて締切とさせていただきます。ご希望の方は事務局までお問い合せください。）

（入金確認後→2週間以内に事務局より受付確認のご連絡をいたします。
→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。

【 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できません。

３：会場内・控えテント・バックステージにての貴重品の管理はご自身で管理をお願いいたします。

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90分前までに 会場受付にて受
付をお済ませください。受付は代表の方のみでかまいません。

５：スタッフが控えテントに誘導いたしますので出演時間45分前に受付までお越しください。

６：スタッフに指定された控えテントにて各エントリーハラウ様は30分で着替え及び準備を済ませ、
バックステージにて待機してください。 出演後20分以内に控えテントを退室してください。
（控えテントのご利用時間は合計60分にてお願いします。）
（大勢の出演者様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ください。

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ください。



LOVE HAWAII CollectionチームＰＲ開始のご案内
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ご質問、ご相談お気軽にご連絡ください。
TEL:03-6712-7355 mail:contact@leiland.jp

担当 江森 11：00～19：00

今回のLOVE HAWAII Collectionより、ご希望を多くいただいておりました、参加チーム様の
PRサービスを開始いたしましたのでご案内いたします。チームPRを通じて、参加チーム様でフラや
タヒチアンを始める方々が増え、ハワイを好きになって頂き、「LOVE HAWAII Collection」を通じて
ハワイラヴァーズの輪がどんどん広がることが目的です。ぜひこの機会にご利用ください。
ご不明点、ご質問等お気軽にご相談ください。

【PR内容】
1.Hawaii.jp内のラブハワイコレクションイベントページにてチーム情報、紹介文、

写真掲載。入会案内。

2.イベント会場内のパンフレット平置きコーナーでのチームPRチラシ配置。
（A4 サイズ1枚）※別途チラシ作成も行います。費用などに関しては直接事務局

までご相談ください。

3.イベント会期中のチーム紹介文MC読み上げ。
※アウトサイドステージでの読み上げになります。

【PR料金】
1チーム様 16200円（税込）

チームの集合写真や
練習風景など
※写真はイメージです。

チームのHPやスタジオ所在地
担当者連絡先など

※参考イメージ

チームの特徴や方針などの紹介
入会方法や案内など
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●お問合せ、申し込み先
LOVE HAWAII Collection事務局

担当 : 宮澤 080-3405-2105
事務局担当：江森 03-6712-7355（11：00～19：00）

〒153-0042 東京都目黒区青葉台1‐18‐7 カスタリア中目黒105

FAX:03-6712-7356
contact@leiland.jp http://hawaii.jp/

●お申込みについて

必ず本概要をよくお読みいただき、内容を理解した上で
別紙申し込み用紙に記入し、下記事務局宛まで送付してください。

※情報に不備がある場合は受理いたしかねる場合があります。
※お申し込みいただく一切の資料は返却できませんので、予めご了承ください。

会場図・ステージ［予定］
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人
数 名

〒

※PC (パソコン)のメールアドレスをご記入ください。

署 名 印

ハラウ名、チーム名、代表者名の変更や修正等ございましたら至急事務局までご連絡ください。
HPやパンフレット記載もございますのでお早めにお願いいたします。
※封筒ラベルに記載のハラウ名、チーム名、代表者名、住所等に変更、修正等ございましたらお手数
おかけいたしますが至急事務局までご連絡ください。よろしくお願いいたします。

応募概要を理解しLOVE HAWAII Collection、フララヴァーズに下記の通り申し込みいたします。
2018年 月 日

1組10000円でご出演可能です。
当日受付時に10000円お支払いください。

雨天時はアウトサイドステージは使用できません。
その場合はお支払いいただきません。

アウトサイドステージへのエントリーを希望する

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

■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。

E-MAIL

FAX
TEL

住 所

代表者氏名

フリガナ

ハラウ名
または

グループ名

フリガナ

出演希望日

アウトサイド
ステージ出演

免責事項

注意

エントリー費
振り込み口座

LOVE HAWAII Collection 2018 in SUMMER出演申し込み用紙

当日連絡先(携帯)

※振り込み名義が代表者名、ハラウ名と異なる場合振り込み確認が取れなくなる可能性がありますので、
振り込み時に事務局までご連絡ください。ご協力お願いいたします。

※□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。

出演希望日・時間帯は受付先着順と入金確認順を優先し、
最終決定はすべて事務局が行います。

エントリー費
3,900円× 名＝合計 円①エントリー費

FAX送付先：03-6712-7356

※予定人数

チームPR費
合計 円②PR費(希望チーム)

①エントリー費＋② PR費(希望チーム) ＝振込金額 円

チームPR チームPR希望する
1組16,200円でご利用可能です。

詳細は概要4ページをご確認ください。
掲載については後日、メールまたはFAXにご連絡いたします。

※希望の方は□の中にチェックを入れてください。

※希望の方は□の中にチェックを入れてください。

8月4日(土) 8月5日(日)

※パンフレット掲載希望の代表者名を記載してください。

※表記名はハッキリ分かりやすくお願いいたします。パンフレット掲載希望のハラウ名を記載してください。

担当者氏名代表者氏名

※代表者と異なる場合はご記入ください。

担当者番号代表者番号
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