
Ukulele Picnic 2022 Ｖｏｌ．23
in YOKOHAMA 2DAYS

飲食店・キッチンカー 出店概要
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世界最大級のウクレレフェスティバル
ウクレレピクニック2022 in YOKOHAMA
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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。

ウクレレを楽しもう！ウクレレを通じてもっといろんな人と繋がってもらおう！
“For Strings for Life”

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。

【ウクレレピクニックとは】
私ども有限会社レイランド・グロウは、日本の中で「Hawaii Lovers」のコミュニティーを作りたい、そんな想いで
2000年に「UKULELE PICNIC」をスタートいたしました。
当初は300人で始めた本イベントも、2012年には横浜赤レンガ倉庫にて2,134人ウクレレ同時演奏でギネス世
界記録を樹立し、今や世界最大級のHawaii、ウクレレイベントにまで成長しました。
2019年に20周年を迎えた「UKULELE PICNIC」。

本イベントの特徴（醍醐味）は、なんと言ってもアマチュアのプレイヤーもプロと同じステージで自らも演奏できる、
参加型イベントであるということでしょう。また、家族や友人達と感動や楽しみを共有してもらうことも
「UKULELE PICNIC」のテーマです。子供から大人、お年寄りまで3世代が笑顔になり楽しめるのも魅力のひと

つです！令和元年にアニバーサリーイヤーを迎え、気持ちを新たに今後もウクレレの魅力、ハワイをはじめとす
るビーチカルチャーやビーチライフスタイルを体感できる環境の普及およびコミュニティーづくりに努め、「音楽で
繋がり・踊りで繋がり・海を考える。」そんな精神で日本のハワイ・ウクレレシーンのさらなる飛躍を目指します。

2020年、2021年は感染症の拡大を防ぐため、中止となりましたが、「オンラインでウクレレピクニック2020」とし
て世界で活躍するジェイクシマブクロさんやサザンオールスターズの関口和之さん、高木ブーさん、KONISHIKI
さんをはじめとした多数のウクレレのプロプレイヤーに協力をいただき「おうちでウクレレを楽しもう！」という想
いを共有し、アマチュアの皆様にも動画投稿でご参加いただくことが出来ました。今年はリアルなイベントで皆
様とご一緒できることを願っております。

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
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開催概要

【イベントタイトル】
Ukulele Picnic 2022 Ｖｏｌ．23 in YOKOHAMA 2DAYS
【会場】
横浜大さん橋ホール
〒231-0002 横浜市中区海岸通1-1-4
【開催日時】
2022年7月16日（土）9：30～20:00 （予定）

7月17日（日）9：30～18:30 （予定）
※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（来場者の混雑緩和のためワンコインでの入場料の設定なども検討中です。）

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

横浜音祭り２０２２パートナー事業
■後援 横浜市（予定）・ハワイ州観光局・横浜アーツフェスティバル実行委員会
■企画制作 有限会社レイランド・グロウ

お問い合わせ・申込み先

ウクレレピクニック事務局
〒141-0032

東京都品川区大崎4丁目4-21
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
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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）

７．Shop （ショップ）

８．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を始め、毎年こんなにも著名
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！

全国から “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。

全国から“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。

日本国内やハワイにて展開するウクレレメーカーやウクレレビルダーが大集合！
人気雑貨・ハワイ・アパレル・サーフ・ジュエリーショップが約50店舗も出店予定。

日本国内やハワイにて展開するハワイアンFOODが会場に登場！
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。

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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やしの木のステージ前に集合！（予定）

４．みんなでウクレレを弾こう！

６．オープンマイクステージ（雨天時は中止の可能性あり）

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
キッズのためのウクレレコンテスト開催予定！

５．芝生のステージ（雨天時は屋内に変更の可能性あり）

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



Content１
スマイルで溢れる会場は、ハワイの空気感・南国の風を感じる豊富なコンテンツが魅力

Content-1：Ukulele Lovers Live

全国の『ウクレレ・ラヴァーズ』約60組（1日
間）が集合！本イベントの主役であるアマチュ
ア・ウクレレプレイヤーが、２つのステージで
オリジナリティ溢れるサウンドを披露
ウクレレキッズ達の演奏も見逃せません。

Content-2：Ukulele Show（Guest 
Artist Live）
国内のウクレレトッププレイヤーが多数出
演する他、注目の若手のウクレレプレイ
ヤーの応援ステージが盛りだくさん！お気
に入りの新人を発掘するのにもおすすめで
す。

Content-3： Special Event – Let’s 
together ! -
2012年のギネス世界記録樹立からスタートした
イベント『みんなでウクレレステージ！』

Content-4：Hula Lovers Show

日本各地で活躍している『フラ・ラヴァーズ』
チームによるダンスステージ
※感染拡大防止のためフラステージは縮小、中止になる可能性がご
ざいます。

Content-5： Food Court
ロコモコ、ガーリックシュリンプ、コナビー
ルなど、本場ハワイの味を堪能！（過去実績）

Content-6：Official Goods & 
Hawaiian Shop
「UKULELE PICNIC」公式の限定アイテムが
登場！その他、ビーチ、ハワイの風を感じる
魅力的なショップが多数出店！

Content-7：Ukulele Specialty 
Store
現地ハワイや国内のウクレレ専門店が大集合！約
15店舗が立ち並ぶ様子は圧巻！アウトレット価格
のウクレレが登場したり、掘り出し物が数多く出
品され、ずらりと並んだウクレレの中から好きな
ウクレレを弾き比べられる機会は貴重！

Content-8：Workshop and 
Hawaii Lovers SMILE
親子で参加できるウクレレ体験などのワーク
ショップも登場し、出演者・来場者・出店者
、参加者全員の笑顔で溢れかえる会場本イベ
ントの何よりのコンテンツは” スマイル ”！



ジャパン ウクレレスーパーキッズ コンテスト 2022
後援 日本キッズ＆ティーンズウクレレ交流会

ウクレレスーパーキッズを発掘するウクレレコンテスト
をウクレレピクニックにて開催！
事前に募ったキッズウクレレプレイヤーにステージに
て演奏してもらい、国内・国外でコンテスト優勝をし
たキッズ＆ティーンズのアーティストが審査をする、と
いう国内で初めてのコンテスト！
入賞者には、豪華賞品（ウクレレなど）をプレゼン
ト！

審査委員長：JazzoomCafe
元・総合格闘家の超絶ウクレレプレ
イヤー
この世のモノとは思えない高速な
演奏で2011年ハワイ国際ウクレレ
コンテストで日本人初のMVP受賞。
タイ王国、名古屋、ハワイ国際ウク
レレコンテストなどで審査員をつと
める。日本こどもウクレレ交流会
会長もつとめる。

ゲスト参加予定のウクレレスーパーキッズ＆ティーンズ

日本キッズ＆ティーンズウクレレ交流会とは、国内・国外のウクレレコンテストで優勝、入賞したスーパー
キッズ（小学生）、ティーンズ（10代）が集って、国内の商業施設やフェスなどで演奏。
ウクレレ演奏をあまり観たことのない子供たちに、「ウクレレってかっこいい」「はじめたい！」と思ってもらう
活動をしています。初心者向けに各所で無料のワークショップなども開催しています。

ウクレレラヴァーズの裾野を広げる新たな取り組みにご協力をよろしくお願いいたします！

楽器店ブースにご出店いただくことで、コンテストへのご協賛をして頂けます。
コンテスト協賛欄にロゴマーク、企業名の掲載をさせていただきます。
※掲載不可の場合のみ事前に事務局までご連絡ください。

コンテストの景品等の物品協賛や、コンテスト冠協賛、ステージバナー協賛など、
別途追加の協賛も募集中！詳しくは事務局までお問合せください。

Content２
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過去開催時写真



ブース出店条件
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出店定数
飲食店ブース（屋内）・2店舗
キッチンカーブース（屋外）・4～6店舗

出店者資格
申し込み本人が、満18歳以上の方で概要を理解し出店申込みを行った方。
イベントの雰囲気にあった飲食販売をしている。

出店期間
付属備品

飲食店ブース（屋内） ・電気4kw、机2台、椅子2脚
キッチンカーブース（屋外） ・電気2kw

出店ブースタイプ
（スペース、料金）

■飲食店ブース（屋内）
3.0m（間口）×3.0m（奥行き）（4.5m×2m（奥行き）のブースもあり）土間渡し
出店料：300,000円（税込み）/3日間（金曜日搬入）
※共同パントリーでの調理となります。ブース内での調理行為はできません。
※販売物のゴミは販売店で回収してください。（BOX容器、瓶、缶など）
（保健所営業許可申請料、パントリー業者清掃費は出店料に含まれます。）

■キッチンカーブース（屋外）
4.0m（間口）×3.0m（奥行き）土間渡し
出店料：150,000円（税込み）/2日間（当日搬入）
※総重量2t未満の車両のみ出店可能（車検証を提出いただきます）
※共同パントリーの使用はできません。キッチンカー内での調理行為のみとなります。
※販売物のゴミは販売店で回収してください。（BOX容器、瓶、缶など）

●応募締切：応募組数が先着順にて規定数に達した時点で応募を締め切ります。

●出店場所の指定はできません。すべて事務局にて決定いたします。

【注意事項】

■飲食ブース（屋内）
※2店舗の共同パントリーとなりますので、規定の範囲内での使用をお願いします。
※ホール内での調理行為は一切できません。
パントリー内でパッキングいただきホール内のブースで販売となります。

※駐車場でキッチンカーを停めて調理するとこはできません。

■キッチンカーブース（屋外）
※横浜市の営業許可を有する車両が出店可能です。ご不明な場合は事務局までご連絡ください。
※出店可能な車両は総重量2t未満の車両のみといたします。
車検証を提出いただき確認をさせていただきます。
当日、重量オーバーなどが確認された場合は即時に撤収いただきます。
また、その際にかかる費用も全額ご負担いただきますのでご注意ください。

※調理は車両内のみで行ってください。車両外の調理は一切できません。
※火器の使用も車両内のみとなります。ガスボンベを車両外に置くこともできません。
※車両は土曜日の朝に搬入いただき、土曜日のイベント終了後に一旦施設外へ車両を出していただき、
再度日曜日の朝に搬入いただく形になります。

■その他
※会場内にゴミ箱は設置いたしません。
販売物のゴミは販売店で回収してください。（BOX容器、瓶、缶など）

※提供場所の床などには必ず養生を施してください。
別途清掃費・修繕費をご負担いただく場合がございます。

※保健所への申請の為、「営業許可証」「車検証」「調理工程表」「店舗営業許可証」などを
提出いただきます。申込確認後、送付いただきますのでご準備ください。



有料備品について
ブース出店 本申し込み完了までのフロー
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【本申し込み完了までのフロー】

【有料備品について】
●会場は照明が薄暗いため、ブース内では各自で照明をご持参ください。
（電気各ブースに準備いたします。事前に電気使用機器のワット数を御確認ください）

●長テーブル、イス、電源の追加は有料となります。
・追加用電源1.0kw 11,000円（税込）
・長テーブル1台 3,300円（税込）
・イス1脚 550円（税込）
・システムパネル、ショーケース、スポットライト等の備品をご希望の方は別途お問合せください。

出店概要の確認

WEBお申込みフォームより申し込み
⇒受付メールの自動返信（仮申し込み）

お申込み後、2週間以内に事務局よりご出店費の請求書をお送りいたします。
指定口座へのご出店料金の入金をお願いいたします。
※ご入金が確認できた方からご出店枠を確保いたします

※ご入金が確認されない場合、出店申し込み完了となりませんのでご了承ください。
ご入金が遅れる場合には必ず事務局に事前にご連絡をください。

ご連絡の無い場合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。

事務局からの本申し込み完了連絡をお待ちください。
※ご入金後2週間以上経過しても事務局から連絡のない場合には事務局までご連絡ください。

イベントWEBページに掲載するご紹介用のお写真、紹介文章、リンク先をお送りください。

宛先： contact@leiland.jp

2022年6月中旬頃
事務局よりご出店に関する詳細資料をメールにて送付いたします。

搬入日に 出店許可証兼誓約書にサインをし、ご持参いただき出店受付をお済ませください。



WEBページでのPR情報掲載に関して

https://hawaii.jp/

■イベントホームページ内の出店者紹介にてブースのPRコンテンツを掲載させて
頂きます。

★お申込みフォーム「ブース紹介商品紹介」欄に以下の記入をお願い致します。
・ブース名
・ブース紹介文章 ３００文字程度
・リンク先
（HPやオンラインショップのほか、Instagram等のSNSのリンクでも可能です。）

※写真の掲載も可能です。掲載希望写真を3点程度 contact@leiland.jp のメール宛に
お送りください。
※画像サイズは幅700ピクセル以上のものを送っていただけますようにお願いいたします。
複数掲載希望の場合には弊社にて画像を組み合わせて1枚の画像として掲載させて頂きます。

お申込、ご入金確認後にWEBページに掲載させていただきます。
また、弊社SNSでのイベントPR時にも活用させていただく場合がござ
います。予めご了承ください。

←イベントホームページ掲載
参考例

文字数が多い場合には弊社にて省
略させていただきます。
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ご出店に関するルール・注意事項➀

①ブースの高さ制限について
（ブースの高さ制限が厳しくなっていますので必ずご確認ください。）
消防法に基づき、ブースの高さ制限が2,300mm以下となります。
また、屋根のついたブースの設置は出来ませんのでご注意ください。

②ブースの利用はお申込みいただいたご出店者様のみに限らせていただきます。
ブースの又貸し、お申込み書類に記載のない商品の販売は、出来ません。
また、事務局にてイベントでの販売に不適切と判断した場合には、
即時に販売・出店を中止して頂く場合がございますので予めご了承ください。

③発電機の持ち込み及び使用はできません。
会場内に絶対に持ち込まないでください。

④会場オープン時間
一般来場者の会場オープンは両日ともに、9：30頃予定となっております。
各店舗様とも時間までにご準備をお願いいたします。
イベント当日の出店者様向け入り口のオープンは9：00となりますので、
前日の搬入日に出店の準備をお願いいたします。
※キッチンカーの乗り入れは8：45を予定しております。

⑤入場制限について
会場内が想定以上の混雑をした場合に、事務局の判断により一時入場規制を
行う可能性があります。予めご了承の程よろしくお願いいたします。

⑥ブース間通路について
地震に備え、関係各省庁より通路幅を多くとるように指示がきております。
本イベントにおきましても、消防規定に準じて通路を確保しております。
ブーススペース外への展示物及び販売物の設置は非難導線の妨げとなりますので
絶対におこなわないようお願いいたします。
※出店スペース以外への空き箱や物を置く行為は禁止です！
場合により、スタッフが移動する場合もございますのでご理解ください。

⑦拾得物・遺失物について
拾得物及び遺失物につきましては、全て受付にて一元管理をさせていただきます。
ブース付近で落とし物を見つけた方、会場内でモノを落とされた方はお手数ですが、
受付までお申し付けください。

次項へ続く→
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ご出店に関するルール・注意事項②

⑧ゴミについて
ブースで発生しましたゴミについては、原則的に出店者様にて
お持ち帰りいただきますようお願いたします。

⑨迷子の対応について
迷子の対応につきましては下記のフローに従って対応ください。
１）迷子を見つけた場合
本人から“名前・誰ときたか？”を聞いた上で周囲を検索保護者が
見つからない場合は、受付にて保護 場内放送にて迷子のお知らせ。

２）お子さんを探されているご家族がいる場合全て受付をご案内ください。

⑩地震等の災害が起きた場合
地震が起きたら直ぐガラス等から離れ、身を守れる場所で揺れが収まるまで
待機してください。非難指示につきましては、誘導スタッフより行います。
スタッフの指示に従って非難してください。
出店者様におかれましては、一般来場者の誘導へご協力をお願いする場合が
あります。その際はご協力の程よろしくお願いいたします。
また揺れが収まるまでは絶対に会場外に出ないようお願いいたします。

⑪キャンセルについて
お客様のご都合によるキャンセルは一切受け付けいたしません。
ご入金いただきました出店料のご返金も致しかねます。
雨天中止・中断などによるキャンセル・ご返金もできませんのでご了承ください。

イベント開催時の新型コロナウィルス感染症の感染状況に応じて感染症
対策のために運営内容やご協力いただく事項が変更になる可能性がござ
いますので、予めご了承ください。
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ご出店に関するルール・注意事項②

【出店・搬入日の流れ】

搬入＆ 準備 の日程はブースタイプによって異なりますので
後日（6月中旬頃）発送いたします出店受付証と、搬入出に関する書類をご確認くだ
さい。現地受付（ウクレレピクニック事務局）にて出店許可証兼誓約書
（サインしたもの）を提出して、出店場所を確認してください。

駐車場をご利用の方は別途、駐車料金を自己負担でお支払いください。
駐車場料金は会場のホームページよりご参考ください。
大型スペースへの駐車は別料金となります、ご注意ください。
（下記より大型スペース適応サイズ、駐車料金を参考ください）

大さん橋駐車場Webページ https://osanbashi.jp/access/parking.php

満車時は出店者、関係者車両にかかわらず入場できません。
駐車場入り口にて空くのをお待ちください。
入場に関することは、駐車場係員の指示に従ってください。
駐車スペースをパイロンなどで場所取りする行為は一切できません。
発見した場合は駐車料金を請求させていただき、退場いただきます。

出店者入場時間 7月16日（土） 9:00 /  7月17日（日） 9:00
受付は大さん橋国際客船ターミナル駐車場にて駐車をし、現地事務局（受付）にて
受付後、荷降ろし＆搬入作業をおこなってください。
※駐車場からの荷物搬入は台車（各自でご持参ください）などでお願いいたします。

最終搬出について、ステージでの演目がすべて終了後に可能となります。
※当日の事務局のアナウンスにしたがってください。アナウンスがあるまでは台車を
利用したブース外での撤去作業は一切できません。

駐車場内に荷物を置くことは禁止いたします。
見つけ次第、スタッフが回収させていただく場合がございます。
※駐車場内での作業はスタッフの指示に従ってください。

普通車 長さ5.5m以下 幅1.9m以下 高さ2.5m未満

普通車（大型スペース） 長さ6.0m以下 幅1.9m以下 高さ2.5m未満
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ルール＆マナー

【☆ルール & マナーを守り、誰もが楽しめるイベントに!!

●会場は照明が薄暗いためブース内では各自で照明をご持参ください。
●中止による返金は一切できませんので予めご了承ください。
●出店場所の指定はできません。事務局にて決定いたします。
●時間外の搬出入はご遠慮ください。
●搬入出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ください。

●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止めください。

●出店ブース内及び周辺でのライブやラジカセなどを使用した音出しは
原則ご遠慮ください。

●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。

●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｡
●主催者の指示に従い、本概要及びルールを厳守してください。

また、ルールから逸脱した行為を発見した場合は退去していただきます。

お問い合わせ・申込み先

Ukulele Picnic 事務局
〒141-0032 東京都品川区大崎4丁目4-21

TEL：03-6712-7355 FAX：03-6712-7356
［メールでのお問い合わせ］contact@leiland.jp

［ホームページ］http://hawaii.jp/

横浜銀行 鎌倉支店 (普通)
口座番号 6002030 口座名 ユ）レイランド・グロウ
※振込名義人はお申込み時の会社名もしくは店舗名と同一でお願いいたしま
す。異なる確認がとれませんのでご注意ください。
※事務局にて指定口座への入金が確認されて正式に申し込みが確定いたします。
※お振込み手数料は出演者様にてご負担をお願いいたします。
※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。

mailto:contact@leiland.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お申込ください。

※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。

会場レイアウトは大幅に変更になる可能性がございます。

観覧エリア

パンチカーペット

直前控室エリア

出入口

受
付

控室テントエリア出入り口

出入口

早着替え
スペース

会場図

芝生の
ステージ やしの木のステージ

早着替え
スペース

観覧
エリア

待機
エリア

～お問い合わせ・申込み先～
ウクレレピクニック事務局

〒141-0032 東京都品川区大崎4-4-21
TEL:03-6712-7355

E-mail : contact@leiland.jp
Web : www.hawaii.jp

会場図・ステージ［予定］
会場図は変更になる可能性がございますので予めご了承ください。芝生のス

テージは雨天時に屋内に変更になる可能性がございます。
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