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飲食出店概要
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はじめに

【イベントコンセプト】
心地よい風 甘い空気
澄んだ高い空 輝く青い海、
ビーチサイド、青空のした、
心地よい音楽に身をゆだねながら・・・
なんだか気持ちいい

ウクレレピクニックは、そんなハッピーライフスタイルを提案するHawaiian音楽祭です。
みんながいつも太陽の下で笑顔でいられる
そんな本当のHappyを共有できるイベントフィールドを目指します。
ステージではライブはもちろんのことながら、HULA & ウクレレ関連の色鮮やかに立ち並ぶ
ハワイアン出店エリアやＦＯＯＤエリアも見逃せません。

今年で19年目を迎えたこのイベントは今やハワイアンイベントとしては国内最大規模となり、
そこにはウクレレの音のようにのどかでピースフルな空間が広がります。
できるだけ多くの皆さんに気軽に参加してもらい、ウクレレの魅力を体感できる環境作りたいと考えています。
さらにウクレレのゆるやかな音色が日本に定着し、少しでも人々が安らぎ調和し、
シンプルで心豊かな生活を送れることを願っています。

ウクレレには不思議な魅力がたくさん詰まっています。
ウクレレファンも、まだウクレレを体験していない方も、是非このウクレレピクニックで
ウクレレに触れてみてください。
さぁ、みなさんもポロンと弾いてみよう！

Ukulele Picnicは入場無料のフリーイベントです。
オフィシャルグッズ収益金がイベントの運営費となりますので、
是非グッズをご購入ください。
オーガナイザー、アーティスト、そしてオーディエンス。
そこに集まる全員が力を合わせイベントを成功させ、
ウクレレをさらに日本に広めていきましょう！
最後に、このウクレレピクニックに賛同し、
応援をしてくださる多くの方々に心よりお礼申し上げます。 ラブハワイコレクション主宰

ウクレレピクニック主宰
アイランドライフスタイルショー主宰

Hawaii.jp 主宰
デビット・スミス



※悪天候の場合、実施の有無は開催日当日、午前7時までに決定致しますので、事務局までお問い合わせ下さい。
（天候状況によって判断が困難な場合は決定時刻を遅らせる場合もあります）

【入場料】

入場無料
公式グッズの収益金がイベント運営費になりますので購入のご協力をお願いします。

【開催内容】

Ukulele Music & Hula & Shop & café food & Workshop & Beach
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開催概要

【イベントタイトル】

H.I.S. Presents
Ukulele Picnic 2018 Ｖｏｌ．19

in YOKOHAMA 2DAYS
【会場】

横浜赤レンガ倉庫 イベント広場 〒231-0001 横浜市中区新港1-1
http://www.yokohama-akarenga.jp/access/

みなとみらい線「馬車道駅」または「日本大通り駅」より徒歩6分

【開催日時】

201８年7月28日（土）10:00～20:00 （予定）
7月29日（日）10:00～18:00 （予定）

お問い合わせ・申込み先 ウクレレピクニック事務局
〒153-0042 東京都目黒区青葉台1-18-7 カスタリア中目黒105

TEL:03-6712-7355 （東京オフィス） FAX送付先:03-6712-7356 （東京オフィス）
E-mail : contact@leiland.jp Web : www.hawaii.jp

■特別協賛 H.I.S. (株式会社エイチ・アイ・エス)

■後援（予定） ハワイ州観光局・横浜市・ヨコハマ経済新聞・hawaii.jp

■企画制作 有限会社レイランド・グロウ

http://www.yokohama-akarenga.jp/access/
mailto:contact@leiland.jp
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実施内容

３．Ukulele Show （ウクレレ ゲスト ライブ）

１．Ukulele Lovers LIVE （ウクレレ 一般参加者LIVE）

８．Shop （ショップ）

９．Café & Food （カフェ、フード）

日本における代表的なウクレレのトッププレーヤーも多数参加。
こんなにも著名なウクレレプレーヤーが集まるのはウクレレピクニックだけ！

全国より自由参加による100組の“ウクレレラヴァーズ”
アマチュア・ウクレレプレーヤーの（大人・子供含む）募集を行い、
ステージで演奏を披露。オリジナリティ溢れるサウンドを奏でる。

全国より自由参加による“フラ・ラヴァーズ”
アマチュア・フラダンサーチームの（大人・子供含む）の募集を行い、
ステージでダンスを披露。様々なHULAを見ることができます。

子供からお年寄りまで楽しめる、アイランドワークショップ！
ウクレレ初心者体験、Leiのメーキングなど専門の先生が教えてくれます。

日本国内やハワイにて展開するウクレレメーカー10社、人気雑貨・アパレル
サーフ・ジュエリーショップが40店舗も出店！

日本国内やハワイにて展開するハワイアンレストランが会場にケータリングカーで登場！
ビールを片手にハワイアンプープーをつまみながら裏庭気分で音楽とHulaを
気軽に楽しんでください。

横浜赤レンガ倉庫主催のレッドブリックリゾートエリア！
リゾートをテーマにした空間の中に砂浜のステージが登場します、
ウクレレラヴァーズの演奏、フラ・ラヴァーズのダンス、ゲストによるライブを楽しめる。
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７．Work Shop （ワークショップ）

１7：００にやしの木ステージ前に集合！

４．みんなでウクレレを弾こう！

６．ミニライブブース

プロミュージシャンやゲストを招いてのスペシャルなパフォーマンスを披露。

５．砂浜のステージ＆Rea brick resort(横浜赤レンガ倉庫主催)

２．Hula Lovers Show Case （フラ 一般参加者LIVE）



ウクレレピクニックの醍醐味は、
アマチュアのプレイヤーもプロも一体となって演奏できることでしょう。
家族や友人達とその感動や楽しさを共有してもらうことが、テーマの一つです。

今年もみんなで心をひとつにしてウクレレを弾いて楽しみましょう！
★開催日・時間・場所★
2018年7月28日（土）、29日（日）
やしの木のステージ（時間は近日公開予定。）
やしの木のステージ前にウクレレを持ってあつまってください！
★課題曲★
ウクレレピクニック公式ソング「HIGH FIVE！」
※楽譜・練習用動画はホームページにてご覧いただけます。

みんなでウクレレを弾こう！
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出店協賛のご案内

H.I.S. Presents
Ukulele Picnic 2018 Ｖｏｌ．19

in YOKOHAMA 2DAYS
【開催日時】

2018年 7月28日（土）10:00～20:00 （予定）

7月29日（日）10:00～18:00 （予定）
※搬入日は 2018年7月27日（金）午後からを予定しております。
※悪天候の場合、実施の有無は開催日当日、午前7時までに決定致しますので、

事務局までお問い合わせ下さい。
※天候状況によって判断が困難な場合は決定時刻を遅らせる場合もあります。

※ 悪天候による中止の際、出店料金の返金は行いません。

【会場】
横浜赤レンガ倉庫 イベント広場

〒231-0001 横浜市中区新港1-1-1-2
http://www.yokohama-akarenga.jp/access/

みなとみらい線「馬車道駅」または「日本大通り駅」より徒歩6分

【出店内容】

原則、発電機の持ち込みはできません。
どうしても持ち込みが必要な方は事務局までお問合せください。

【搬入・搬出時間】
搬入時間 / 7月27日（金）午後～19：00まで（予定）

当日8:30～9:30まで（予定）
搬出時間 / 当日18:30～21:00まで（予定）

(搬出開始時間につきましては、客出し終了後にステージよりアナウンスいたします）
【出店物について】

サンプリング、チラシ配布、プロモーションなどを行う際は別途申込が必要となります
■出店可能品

家庭の不要品、衣料品、装飾品、電化製品、家具、文具、古本、骨董品、アウトドア用品、植木 等
■出店不可品

生鮮食品、生き物、危険物、政治・思想・宗教運動に関わる物、コピー書品 等

出店定数 先着10ブース （出店はケータリングカーのみとなります。）

出店者資格 申込本人が、満18歳以上の方で概要を理解し出店申込を行った方

出店スペース 1ブース / 3.6m（間口）×3.6m（奥行き）

※キッチンカーサイズが上記を越える場合、追加料金が発生いたします。

出店料の決定をいたしますので、事前に事務局までご相談ください。

出店権

（事前申込）
2日間 出店料金（基本出店スペース） ￥270,000（税込）

※上記出店料には、電気回線1回路（=1kw）が含まれます。

2回線以上必要な場合には別途申し込み用紙にてお申し込みください。

※上記出店料には、1台分貸切駐車場が含まれます。

※その他テント・机・イス・照明設備等の備品は含みません。

特設貸切駐車場 1台 / 貸切の為、事前申込み車のみの確実な確保と出入り自由

http://www.yokohama-akarenga.jp/access/
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飲食ブース出店時の注意事項

※ 飲食ブースを展開するに当たってテント内での調理行為は禁止となっております。
調理行為を行う場合は、横浜市の営業許可を取っているキッチンカー内でお願いいたします。
その際別途営業許可申請書の写しをご提出いただきます。

※ ウクレレピクニックが荒天等の都合で中止となった場合、
及び出店者様のご都合によるキャンセルの場合、返金は出来ませんので予めご了承下さい。

※ その他御社PRに繋がる事項は誠意をもって対応いたしますのでご相談下さい。
※ 出店における会場使用機材（テント、机、イス等）の備え付けはございませんので、

お持ち込みいただくか別途料金にてレンタルになります。
>レンタル料金の目安 ： テント（間口3.6m×奥行き3.6m）￥27,000、机１台￥3500、イス１脚￥1000、配送設置撤去料￥3,500 

※ 出店パッケージには電気回線1回路（=1kw）が含まれております。
併せて、照明器具に関して個々の用意をお願いします。ブースには水道はございません。

※ 飲食ブースを展開するに当たって会場保護の為に必ず使用エリア内はブルーシートを
敷いて頂きます。
イベント終了後に使用エリアの汚れがひどい場合は別途清掃費の請求が発生する場合が
ありますのでご協力お願いします。

【出店における注意事項】

【飲食販売について】

飲食販売については、会場の規定により事前に販売品目・販売価格をご提示いただきます。
会場内店舗との調整の結果、販売品目及び価格の調整が発生する可能性がございます。
予めご了承ください。ビールの販売価格赤レンガ倉庫の規定価格に統一していただきます。

下記の通り、飲料・食品についての注意事項を記載いたします。
下記の商品以外に関しましても、価格調整等が必要になる可能性がありますので
販売品目及び価格につきましては必ずご連絡ください。

【飲料の取り扱いに関して】

原則的に、キリン・サッポログループ以外のメーカー商品の取り扱いはできません。
ただし、競合となり得ない海外製品のビール・清涼飲料等の取り扱いは可能です。
※飲料に関しまして具体的に販売商品が決定している場合にはご相談ください。

【食品の取り扱いについて】
原則下記の商品は取り扱いができません。
・アイス、ソフトクリーム
・生野菜・果物
・鮮肉・鮮魚
・カレーパン
・パンケーキ
・シウマイ
・ハンバーガー
・オムライス
・ガレット
・ドーナツ
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出店の流れ・ルール

イベント開催までの主な流れ

【出店申込～受付完了までの流れ】

■問い合わせる・出店概要を入手する
下記事務局問い合わせ先にて出店概要（本書）を入手し、よくお読みください。

出店概要はhawaii.jpホームページからダウンロードするか、当方よりFAX送信、ご郵送致します。

■WEBから申込みの場合申込みフォームに必要事項を記入して申込み下さい。
出店申込書をダウンロードし、必要事項を記入してFAXして下さい。

合わせて、出店申込書掲載の指定口座に広告費及び
追加分の駐車場、レンタル物（テーブル・イス・照明・電源）申込者は実費のお振り込みをお願いします。

事務局は入金確認後 出店許可証を登録住所に発送いたします。
※申込み、広告費のお振り込みの両方を確認して申込み完了となります。

（出店許可証は当日必ずご持参下さい）
出店募集は既定数に達した時点で終了とさせていただきます。

【出店当日の流れについて】

■受付について
現地受付（会場内のウクレレピクニック特設事務局）にて

出店許可証を提示して、出店場所を確認してください。
出店ブースの場所は事務局にて決めさせていただきますので。出店場所の指定はできません。

■搬入について
搬入時は＜指定荷おろし場所＞にて一時駐車し、スタッフの誘導にしたがって指定の場所まで移動をお願いいたします。

現地受付にて受付後、搬入作業を行ってください。
荷下ろし終了後は速やかに車輌を移動してください。

搬入日の関係者駐車場のご準備はございませんので各自にて周辺駐車場への移動をお願いいたします。
出店ブース付近への搬入車輌の乗り入れはできません。

駐車場からの荷物搬入は台車（各自でご持参下さい）などでお願いします。

【遵守事項・ルール】
★時間外の搬入出はご遠慮下さい。

★搬入撤収時に使用する台車等の資材はございませんので、必要な方は各自でご準備下さい。
★主催者の指定するブース内で出店してください。エリアをはみ出しての陳列及び販売行為はおやめください。
★販売商品について、お客様から苦情等の問題が生じた場合、誠実に対処し当事者同士で解決してください。

★電源の用意はいたしますが照明等はございません。
★出店及び販売に伴って出たゴミは、必ずお持ち帰りください。

★駐車場を含む場内での事故・盗難について主催者は一切の責を負いません。
事故が発生した場合は出店者様で対処していただきます。なおタープ・パラソルの設営は禁止とさせていただきます。

★主催者の指示に従い、本概要及び横浜赤レンガ倉庫ルールを遵守してください。
ルールから逸脱した行為を発見した場合は退去して頂きます。



ショップレイアウトイメージ
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レイアウトはイメージです。
当日まで変更になる可能性がありますのでご了承ください。
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お問い合わせ

FAX送付先:03-6712-7356
E-mail : contact@leiland.jp

Web : www.hawaii.jp

お問い合わせ・申込み先

ウクレレピクニック事務局
〒153-0042 東京都目黒区青葉台1-18-7 

カスタリア中目黒105

TEL:０３－６７１２ー７３５５ （東京オフィス）

mailto:contact@leiland.jp


お申し込み日：2018年　　　　月　　　　日

フリガナ

出店名
（会社名）

フリガナ

代表者名 　　　　　　印

〒

TEL 当日連絡先：

FAX

e-mail

メニュー

物品 金額 規格・備考 発注数

机 ￥3500(税込)　/1台2日間 W1,800×D450×H700 mm 台

椅子 \1000(税込)　/1脚2日間 パイプ椅子 脚

照明器具 ￥6500(税込)　　/1個2日間 クリップライト 個

追加電源 ￥11000税込)　　/１回線2日間 １回線　1Kw 回線

駐車場パス（大型は別途料金となります） ￥2500(税込)　　/１日間 1日1台分は出店料に含まれます 土曜日×　　枚　日曜日×　　枚　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝合計￥

ケータリングカーサイズ 幅　　　　　　　ｍ 奥行き　　　　　ｍ 高さ　　　　　ｍ 車種　　　　　　　　　　　

出店形態詳細

会場レイアウトにかかわるため、ケー
タリングカーの前に
テントを設置して、ドリンクを販売等
する場合設置予定のテントサイズも
ご記入ください。

※雨天中止・中断の場合のキャンセル及び、返金は出来ませんので予めご了承ください。

出店料に含まれる出店設備内容
①出店スペース　3.6m×3.6m　②保健所申請手数料　③電源１回線（1ｋｗ）

④駐車場パス　1日1台分（搬入日の駐車場のパスはありません）
⑤夜間警備員巡回 ⑥会場清掃費

⑦ゴミ処理（一般来場者様のゴミの処理です、出店の際に出るゴミは全て出店者様にてお持ち帰りいただきますようお願いいたします。）
※キッチンカーサイズが上記を超える場合、追加料金が発生いたします。出店料の決定をいたしますので、事前に事務局までご相談ください。

Ａ.出店料

※１出店社様につき、１ブースとなります、別の出店社様とのブースのシェア、日程毎の入れ替えでのご出店は出来ません。

Ｂ．レンタル品

※事務局にて指定口座への入金が確認されて正式に申込みが確定致します。

ウクレレピクニック2018出店社様申込書（ご飲食店向け）

ウクレレピクニック2018出店概要を理解し下記の通り出店を申し込みます

住所

基本出店スペース　　　￥270,000（税込）

申込書送付先
ウクレレピクニック事務局　ＦＡＸ：03-6712-7356

　￥
　　　　　　　Ａ（出店料）＋Ｂ（レンタル品代）

※Ａ＋Ｂの総合計金額を上記に記載し、お申込後１週間以内に下記の指定口座までお振り込みお願いします。
記入例）ケータリングカー前に　奥行き1.5m　幅2mのテントをおいてドリンクをどぶづけにいれて販売する

総合計金額

注意事項
お振り込み先

※申込み確定後開催一ヶ月前までに受付証及び駐車場Passを発送致します。

※お申込後、出店受付完了のFAXをいたします。数日たってもFAXがない場合は下記事務局へお問合せください。

口座番号　横浜銀行　鎌倉支店　6002030
有限会社 レイランド・グロウ

実費でのレンタルが可能です

ご希望の方は

お申し込み下さい

請求書希望の方は〇を

つけてください

希望する
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