
ワークショップ 御中

ワークショップ⽤資料

株式会社レイランド

2012/1/21

実施日程：5月25日（土）26日（日）
実施時間：10:00〜18:00

実施場所：東京ビックサイト ⻄3ホール



【Island life style show】横浜⼤さん橋国際客船ターミナルホールにて開催し、悪天候の中、有料にも関わらず一日約8,500人の方に来場いただき大盛況となりました。イベント終了後、多くの皆様からのご要望もあり、第2回目を開催する運びとなりました。アイランドライフスタイル（シンプルライフ）の提案を前提とし
今回はStudy (学ぶ) ・Shopping (買物）・Entertainment (娯楽）といった3つのテーマを掲げ、また、観光、永住、不動産、環境、産業、⽂化、美容、⾷、ブライダル、サーフィン、アートなどのセミナー講座を充実させワークショップなどの来場者様が実際に体験できるブースも企画として構成しております。対象アイテムはハワイに特化せず、アート、クラフト、雑貨、アンティーク、ヴィンテージ、アパレル、アウトドア

ご挨拶アイランド・ビーチライフに特化したこだわりのショップ・エンターテイメント・セミナー・アートが大集合！！

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ミュージックフェスティバル主宰デビット・スミス

クラシッサーフボード、楽器、家具、アクセサリー、飲⾷、輸⼊⾷品、物産品、ワークショップ、観葉植物ペット⽤品、コスメ、旅⾏＆リゾート、不動産など様々なカテゴリーのショップが⼀堂に⼤集結いたします。出店者様には来場者様に、幅広いライフスタイル（旅⾏、ショッピング、産業や⽂化交流など）の提案を促していただき各業界（出店者）様の認知・販売・理解・好感度・ブランドイメージの向上などの役に⽴てていただき業績向上に繋げていただくことを目的としております。ISLAND LIFE STYLE SHOWは13年継続するギネスワールドレコードを保持している「ウクレレピクニック」や4年連続30,000人以上の動員をした横浜大さん橋ホールにて開催されている日本最大級のHAWAII LOVER’sイベントである「LOVE HAWAII Collection」を主催しているレイランドによって運営されております。弊社の豊富な経験と国内外のネットワークを活用してプロモーション活動もおこなっております。アイランドライフスタイル＝シンプルライフのテーマに沿うものであればジャンルは問いません。是非、ご参加のご検討をお願いいたします。
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開催概要

【開催日時】

2013年5月25日（土）26日（日）
10:00〜18:00
【⼊場料】
前売り800円 当日1000円 （中学⽣以下無料）

【後援】 (予定)

【公式サポートスポンサー】 (予定)

(社)宜野湾市観光振興協会
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【会場】
東京ビックサイト ⻄3ホール
〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1
りんかい線「国際展⽰場」駅下⾞ 徒歩7分
ゆりかもめ「国際展⽰場正門」駅下⾞ 徒歩3分

【プロモーション】自主開催：Love Hawaii Collection ※動員2日間30,000人自主開催：Ukulele Picnic ※動員4日間104,000人他、国内ハワイイベントでのプロモーション、テレビ神奈川（TV）エイ出版（雑誌）ＦＭ横浜（ラジオ）、ナック５（ラジオ） Inter FM（ラジオ）Hawaii飲食店（クア・アイナ、アロハテーブル、フラハワイ等）連動 エイチ・アイ・エス相互PR関係Hawaii.jp、twitter、facebook連動



イベントフライヤー
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イベントコンセプト

コンシューマーに対して、直接的なコミュニケーションの場として
また、各専門分野のプロフェッショナルから
ライフスタイル・文化・産業をセミナー形式で学びの場を提供し
マーケット交流・シェア・拡⼤を狙います。

■セミナー／ワークショップ①特設セミナー会場旅⾏・ブライダル・写真・不動産留学・海外移住・サーフィンゴルフ・レジャー・環境・美容・健康②ワークショップゾーンリボンレイ・キャンドル・ステンシルチョークアート・ウクレレ・生花レイメイキングアクセサリー・ランヤード・デコクレイ■ショップアート、クラフト、雑貨、アンティークヴィンテージ、アパレル、アウトドアクラシックサーフボード、楽器、家具
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クラシックサーフボード、楽器、家具アクセサリー、飲食、輸入食品物産品、ワークショップ、観葉植物ペット⽤品、コスメ、旅⾏＆リゾート不動産
■ステージ①抽選会 (別途抽選ブース)②ダンス③音楽※ハワイ、沖縄三線などのビーチミュージック④ゲストトークショー

《来場促進施策》

■抽選券付入場券
会場内抽選会ブースにて素敵な賞品があたる
抽選会を開催致します。
入場券を持って、抽選カウンターでアンケートに記載すれば、誰でも参加可能！■掘り出しモノやメーカー処分品、オンリーワン商品、作品など来場者することによる楽しさとお得がいっぱい
出店数：160店



特徴

Study(学ぶ)・Shopping(買物)・Entertainment(娯楽)の3つが大きなテーマPoint1
構成 来場者が楽しめるコンテンツとして、買物のみではなく、セミナー講座やワークショップを充実させ実際に体験できて学べるコンテンツも用意。またアイランドフードを楽しめるフードコートも充実。

セミナー講座、体験型ワークショップも開催
Point2

学ぶ
◎セミナーコンテンツ一覧観光／美容／料理／サーフィン／永住権の取得／不動産／留学／カルチャー／ブライダル◎ワークショップゾーンリボンレイ／キャンドル／ウクレレ／ステンシル／チョークアート／生花レイメイキング

Island life style に特化した様々なカテゴリーが集まる大型コレクションマーケットPoint3
買物 Island（島）のライフスタイルに特化したアート、アンティーク、アパレル、フラ、楽器、アクセサリー、コスメ、食品、アロハ、クラシックサーフボード等のショップが一挙に集結！！
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食品、アロハ、クラシックサーフボード等のショップが一挙に集結！！
特設ステージによるエンターテイメントショーを開催Point4

娯楽 ダンス、音楽（ハワイや沖縄三線などのビーチミュージック演奏）、トークショーを開催。別途ブースにて入場券で参加できるスペシャル抽選会も実施。
ウクレレピクニック（ギネスワールドレコードを保持している世界一のウクレレイベント）ラブハワイコレクション(日本最大級のハワイイベント）を主宰しているレイランドが持つ、来場者層Point5

客層 ⼊場料をお⽀払いいただきアイランド＆ビーチライフスタイルへの関⼼度が非常に⾼いユーザーが多数集まると考えられます。故に購買意欲が高いと思われる層へ商品をアプローチすることができます。セグメントされたお客様に対して、より角度の⾼いプロモーション活動が可能となります。
レイランドによる充実したプロモーション活動Point6プロモーション 月間20万〜30万PVを誇るHawaii.jp webサイトやFacebook（35,345人 いいね！1/16現在）、twetter等のSNS活用、またハワイ州観光局、FM横浜、ナック5、Inter FM等のラジオ局,エイ出版社等の雑誌広告との連動により告知を実施。



○アーティスト・ショッププロフィール

Hawaii.jp

○ワークショップ・抽選会告知等



◎Hawaii.jp 「36,140 いいね♪」 ※2013年1月21日 現在

○マウナケアビーチパークホテル お好きな、URLの貼付が可能です。

Facebook
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ニュースフィードよりwebサイトへのアクセス率 ７０％！！



出店要項②＜販売禁止品目＞(1)コピー商品（著作権侵害物）(2)盗品や法律で禁じられている物品(3)風船(4)医薬品(5)アダルト関連商品(6)⾦券等(7)事務局が販売に対して不適当と判断した物品＜販売上の注意事項＞(1)返品可能が原則です！(2)販売・商品等に関わるお客様とのトラブルは、主催者側は⼀切責任を負いません。(3)パーテーション(パネル等)の高さは3mまでです。防災物品または難燃以上の性能を有する建築材料等を使⽤してください。※その他の備品を使用される場合は(株)レイランド(03-6427-4596)までご連絡ください。(4)出店の際に出たゴミは各自でお持ち帰りください。(5)屋根付きの備品(テント等)は使用できません。
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(5)屋根付きの備品(テント等)は使用できません。(6)その他注意事項 (防災含む)に関しましては、4月中頃発送予定の搬入出に関する注意事項を熟読してください。＜禁止事項＞(1)コピー商品の販売(2)ブースの又貸し(3)⼀切の転売⾏為（当⽇会場内で他出店者から買った物品を⾃分の出店場所で売る⾏為）(4)危険物の持込及び火気・発電機の使用(5)所定の場所以外での喫煙(6)周囲に対して美観を損ねたり風紀を乱す⾏為（ラジカセ⾳量含む）(7)「ＰＲ」「勧誘」「布教」「契約⾏為」を目的とした出店（企業出店は除く）(8)会場周辺の道路での違法駐⾞(9)会場の床⾯、壁⾯、柱等に、ガムテープを貼る⾏為(10)ペットの持込み(11)ハンドマイク、ラジカセ、メガホン等の音響機器の使用(12)事務局が不適当と判断した⾏為※禁⽌⾏為を⾒つけた場合、退店していただく場合があります。尚、出店料の返⾦はいたしません。



①申込方法

→申込用紙に必要事項ご記入後、FAXでお申込。
03-6427-4593までFAXを送信。
お申込みの締め切りは、3月21日（木）となります。

②申込⽤紙確認後、お申し込み受理完了をFAXで返送いたします。

③出店料⾦のお⽀払い

ご注意事項
・⼊⾦の確認後、出店が確定します。
・⼊⾦期⽇までにお⽀払いが無い場合には、申込をキャンセルしたものとします。
・⼊⾦期⽇は、お申込み受理FAXから1週間となっております。予めご了承ください。

申込から当日までの流れ

・⼊⾦期⽇は、お申込み受理FAXから1週間となっております。予めご了承ください。
・⼊⾦が確認できましたら、出店許可証兼受領書を発⾏致します。(4月中頃発送予定)
・請求書をご希望の出店者様は予め事務局までご連絡ください。

ブースの場所に関しましては、⼊⾦確認後、先着順に決定いたします。
(4⽉中頃発送の出店許可証兼受領書に記載いたします。)
●口座情報 三菱東京UFJ銀⾏ 鎌倉支店 普通 0075100 カブシキガイシャレイランド
※振り込み⼿数料はご負担頂くようお願い致します。

④出店許可証の到着

4⽉中頃に出店許可証兼受領書を発送致します。
4月末日までに出店許可証が到着しない場合は、事務局までご連絡ください。
※お申込み後、住所変更等があった場合は必ず事務局にご連絡ください。
※当⽇の流れ及びブース場所に関しては、出店許可証発⾏時にあわせてお知らせ致します。
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施工上の注意

○搬⼊搬出及び駐⾞証（予定）

会場（ホール）内入場可能時間帯
会場（ホール）内への⼊場可能時間帯は原則、次のとおりですので、この範囲内での作業計画を⽴て
てください。
・5月24⽇（⾦）（ショップ搬⼊⽇） 16:00〜22:00 (予定)
・5月25日（土）（開催日） 10:00〜18:00
・5月26日（日）（開催日） 10:00〜18:00 
※会場（ホール）内に⾞両を乗⼊れることはできません。
※搬⼊出については、全て駐⾞場より台⾞(各自でご用意ください)もしくは、手運びでの搬入となります。

○搬出

・5月26日（日） 18:30〜21:00(予定)
※お客様完全退館後

○施工上の注意
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○施工上の注意

・展⽰ブースは、災害時に、転倒・落下・移動等により来場者の避難及び
消防活動等初動処理の障害とならないよう、安全に⼗分配慮して施⼯してください。
※危険な施工であると事務局が判断した場合には、出店を取りやめて頂く場合もあります。
・展⽰場内に汚損・破損・漏⽔等を⽣じるおそれがある場合には、出店者の責任において予め養⽣
をしてください。
尚、出店者が展⽰場内の施設を破損した場合は、その出店者に原状回復に関わる尚、出店者が展⽰場内の施設を破損した場合は、その出店者に原状回復に関わる
費用を負担して頂くことになります。費用を負担して頂くことになります。
・会場の管理運営に⽀障を⽣ずる騒⾳・振動・臭気・煙等を発する⼯事は原則として禁⽌します。
・展示会場の床面・壁面・柱には、次の直接工作を禁止します。
・ポスター・チラシ等の、両面テープやセロテープ等による掲出（床面は除く。）
・釘・鋲打ち・削り・掘削・切断・ガス溶断・はつり等の施⼯
・ペンキ等の塗料塗り及び接着剤を塗布しての貼付
・会場の管理運営に⽀障を⽣ずる騒⾳・振動・臭気・煙等を発する⼯事は原則として禁⽌します。
・ネオンサインの設置は原則として禁止です。



小間概要及び出店料ワークショップタイプ(出店者Pass 2枚付き) 50,000円 (税抜) 4.5m（間口）×3m（奥⾏き）
○ワークショップブースタイプ小間サイズ：W4500×D3000ワークショップブースタイプ

※出店料⾦は⼟間渡しの料⾦(2日間)となります。電気⼯事料⾦、リース品等は含まれておりません。
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ホームページ広告 Facebook広告○Facebookタイアップ広告掲載回数：2回／月／いいね「約3万5千人」 ○入場時にお渡し数量：5000枚会場サンプリング

￥100,000（税抜き）

○イベントホームページ広告期間：1ヶ⽉〜／PV：30万

￥50,000（税抜き）￥50,000（税抜き）

※出店料⾦は⼟間渡しの料⾦(2日間)となります。電気⼯事料⾦、リース品等は含まれておりません。○無料リース→テーブル 5脚、イス 10脚※追加が必要な場合は、別途リース申込書にてご注文下さい。



イベント宣伝活動のお願い。

①ご自身のTwitter、Facebook、Mixiなどでイベント開催の告知をしていただき、
集客動員活動にご協⼒ください。

②ご自身のブログ、ホームページなどでイベント開催の告知をお願いします。
イベントのリンクバナーはhttp://hawaii.jp（オフィシャルホームページ）にて
ダウンロードいただけます。

③ショップ等をお持ちの⽅は、ショップ内にてポスター、チラシ等の掲⽰、露出を
お願いいたします。
※ポスター、チラシは後日送付いたします。

前回よりも盛⼤なイベントになるよう、是非宣伝活動にご協⼒ください。
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皆様の積極的なご協⼒をお願いいたします。



会場内イメージ図 東京ビッグサイト西３ホール
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リースリースリースリース備品一覧備品一覧備品一覧備品一覧①⻑テーブル（W1500×D600×H700）¥3,150-（税込み） ②イス（W530×D510×H430）¥525-（税込み）

③白布（W2200×H1000）¥1,260-（税込み） ④3つ折パーテーション（W2250（ｗ750/1枚）×H1800¥10,500-（税込み）
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⑤ハンガーラック（W950×D450×H950〜1700）¥2,520-（税込み）

⑧販売平台（三面台）（W1500×D750×H770）¥8,400-（税込み）

⑦姿⾒（W530×D450×H1500）¥4,200-（税込み）

⑨ディスプレースタンド（W900×D690×H1670）¥14,700-（税込み）
⑥ハンガー¥150-



⑩鏡面ショーケース（大）（W1800×D600×H920）¥21,000-（税込み） ⑪鏡面ショーケース（小）（W1200×D600×H920）¥16,800-（税込み）

⑫100V用コンセント（差込口2口 1.5kw迄送電可能） ⑭アーム式スポットライト（レフ球）消費電⼒100W¥3,675-（税込み）※照明・鍵付 消費電⼒40W 別途電気工事が必要となります。 ※照明・鍵付 消費電⼒40W 別途電気工事が必要となります。

リースリースリースリース備品一覧備品一覧備品一覧備品一覧
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⑬追加電源 1kw＝￥＊＊＊＊-（税込み）⑮アーム式ダイクロスポットライト（消費電⼒100W）¥4,725-（税込み） ⑯出店者追加Pass¥800-（税込み） ※Pass（イメージ）

⑰システムパネル（白）（W1000×H2100）¥8,400-（税込み） 3枚からオーダー可能 ⑱展示用ワイヤー ＋吊具￥420- (税込) ※ワイヤー1本 吊具1個



　　　　Island life style show 出店概要を理解し、下記の通り出店を申し込み致します。

《ワークショップ様用》 受付申込期限：2013年３月21日（木）

フリガナ

フリガナ

フリガナ

出店ブース名

会社名

代表者氏名

住　所

ワークショップ内容
(カテゴリー)

出店ブース詳細

出店料お振込名義人
※お振込確認に使用致します。

ブースタイプ ワークショップブース

合計(税込み)

ブースサイズ：３m×4.5m

※備品はテーブル5台　、イス10脚を含みます。
(テーブル、イスが必要ない場合には事前にご連絡ください。)

※電気工事別途
※システムパネル、追加リース備品別途

連絡先 TEL： FAX：

携帯：

E-MAIL

WEB

担当者 名前：

※PC (パソコン)のメールアドレスをご記入ください。

※webや案内チラシ等に表記する表示名をお書きください。

※ホームページのURLをご記入ください。

※ワークショップの詳細内容や金額・目安時間、作成物、講師プロフィール等。イベントホームページにて、ご紹介する場合がございます。
※コチラの用紙と併せて【contact@leiland.jp】宛にEmailで写真をお送りください。
※紹介文・写真を送って頂いても、ホームページ掲載をお約束することではございません。

※上記料金には電気工事料金は含まれておりません。
追加リース備品は別途リース備品申込み書にてお申し込みください。
※出店料金は土間渡しの料金となります。
※振込み先口座は出店申込み受理時にFAXにて別途お送りします。

○運営事務局確認印 印

出店申込受理確認の為、FAXにてご返信致します。
FAXが届かない場合は、お手数ですが、再度FAXを送信して頂くか、お電話にてお問い合わせください。

Island life style show 2013の出店申込を
確かに受付致しました。

印

〒

2013 年    月    日

http://www.

@

■申込期間：2013年3月21日（木）　
■申込先：アイランドライフスタイルショー事務局　
(株)レイランド内　TEL：03-6427-4596

Island life style show 2013 出店申込用紙

FAX　03-6427-4593
下記申込先へFAXにてお申込ください。

出店ブース紹介分

￥52,500-（税込み）



No
1 長テーブル W1500×D600×H700

2 イス W530×D510×H430

3 白布 W2200×H1000

4 3つ折パーテーション W2250×H1800

5 ハンガーラック
6 ハンガー
7 姿見 W530×D450×H1500

8 販売平台 W1500×D750×H770

9 ディスプレースタンド W900×D690×H1670

10 鏡面ショーケース（大） W1800×D600×H920

11 鏡面ショーケース（小） W1200×D600×H920

12 100V用コンセント 差込口 2口 1.5kw

13 追加用電源 1.0kw

14 レフ球（消費電力100W）

15 消費電力100W

16 出店者追加Pass
17 システムパネル W1000×H2100 ※3枚より設置可能
18 ※パネル備品
91

20
21
22
23
24
25

￥

※この申込書に必要事項、並びに備品の数量・金額をご記入の上、FAXにてお申し込み下さい。
※料金は、開催期間中の税込み金額です。
※お申込後の変更は原則として受け付けません。
※お支払い方法 ：出店費用お支払い頂く際に併せてお振り込み下さい。

●口座情報　三菱東京UFJ銀行　鎌倉支店　普通　0075100　カブシキガイシャレイランド
※振り込み手数料はご負担頂くようお願い致します。
※ご不明な点やお問合せは事務局(担当/岩永･鬼柳)までご連絡下さい。　TEL 03-6427-4596

W950×D450×H950～1700

展示用ワイヤー＋吊具 ワイヤ-１本、吊具１個 \420

\21,000
\16,800

お問い合わせください。

お問い合わせください。

\150

合　　　　計

アーム式スポットライト
アーム式ダイクロスポットライト

\3,675
\4,725

\800
\8,400

\4,200
\8,400

\14,700

\525
\1,260

\10,500
\2,520

数量 金額(税込み) 備考
\3,150

号番XAF号番話電

品名 サイズ 単価(税込み)

出店者名

申込会社名 担当者名
※代理店等の名前

備品リース申込書
お申込先：事務局　担当／岩永･鬼柳

 FAX 03-6427-4593
お申込締切／

3月21日(木)



お問い合せ

FAX送付先:03-6427-4593

お問い合わせ・申込み先
Island life style show 

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-11-8 渋谷パークプラザB1F
TEL:03-6427-4596 （渋谷オフィス）
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FAX送付先:03-6427-4593
E-mail : contact@leiland.jp

Web : http://hawaii.jp


