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いつも弊社のイベントにご参加いただきましてありがとうございます。

来年15年目を迎えるイベント「Ukulele Picnic」 、

2012年にはウクレレ同時演奏で、ギネス世界記録を達成し、

世界最大のウクレレイベントとなりました。

2013年8月の横浜赤レンガ倉庫での開催では、２日間で104,000人の皆様に

ご来場していただき、大変盛況のなかイベントを終えることが出来ました。

ご参加いただいた皆様にあらためて御礼申し上げます。

15周年を記念のプレイベントして、2013年12月15日に、

ハワイホノルル市と姉妹都市である、沖縄県の那覇市にて

「ウクレレピクニックin沖縄 NAHA city」の開催が決定いたしました！

ウクレレ・フラダンスと三線・琉球太鼓等の沖縄の伝統芸能とのコラボレーション

（チャンプルー）イベントとして開催いたします。

ウクレレ・三線・琉球太鼓を手に・・・

そして、Hulaの素敵な踊りで２０１３年の終わりをトロピカルな沖縄のビーチで

楽しみましょう♪

音楽で繋がる・文化で繋がる・産業で繋がる

を育てるイベントが「ウクレレピクニック」です！

わたくし共の企画にご賛同頂き、ご出演、ご出店という形での

ご参加をご検討頂きますようお願い申し上げます。

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
デビット・スミス

御挨拶
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■イベント名称 Ukulele Picnic 2013 in 沖縄 NAHA city

■開催日程 2013年 12月15日(日）

■開催時間 10:00～19:00 （予定）

■来場者数（予定） 1日間 6,000人

※横浜赤レンガ：実績2013年2日間開催（104,000人）

■開催場所 波の上うみそら公園内多目的広場特設ステージ

住所：沖縄県那覇市辻3-10-12

■主催 Ukulele Picnic２０１３ in 沖縄 Naha City 開催事務局

■特別協力 NAHA えんがん共同企業体

■後援（予定）

■企画・制作・運営 株式会社レイランド/ 株式会社フラッグプロデュース

■概要 ウクレレ・フラダンス等のハワイアンミュージックステージ

三線・エイサー等の沖縄伝統芸能ステージ

プロミュージシャン（ＫＯＮＩＳＨＩＫＩ等）のステージ

トークショー/ゲームショー

ワークショップ・飲食店・ハワイ、沖縄関連ＳＨＯＰ

■HP http://hawaii.jp

以上予定

開催概要
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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

※飲食ブース出店の場合は別途資格が必要ですのでお問い合わせください。

【開催日時】
2013年12月15日（日）
10:00～19:00（予定）

【搬入日】
12月14日(土) 16：00～19：00（予定）

当日搬入は 朝7：00～9：30（予定）
【会場】

波の上うみそら公園内多目的広場特設ステージ
（住所：沖縄県那覇市辻3-10-12）

【出店募集内容】

出店のご案内

間口3.6m
×

奥行3.6m

間口3.6m
×

奥行3.6m
ブースサイズ

①出店スペース（3.6m×3.6m）
②テント（運搬、組立、撤去）
③電源１回線（1ｋｗ）
④駐車場パス 1台分
⑤夜間警備員巡回
⑥清掃
⑦床面ブルーシート
⑧腰壁

①出店スペース（3.6m×3.6m）
②テント（運搬、組立、撤去）
③電源１回線（1ｋｗ）
④駐車場パス 1台分
⑤夜間警備員巡回
⑥清掃

プランに含まれる
出店設備内容

プランタイプ 販売ブースプラン 飲食ブースプラン

金額 31,500（税込） 63,000（税込）

注意：
・油汚れ・会場の破損に関してはご出店者様に修理費、清掃費を実費にてご請求させ
ていただきますので予めご了承ください。

・《飲食営業には那覇市保健所の簡易営業等の許可が必要です。

詳しくは那覇市保健所生活衛生課 食品衛生グループまでお問い合わせください。《098-853-7963》

・飲食ブースプランにてご出店いただく場合にはお申し込み後に必要書類の
提出をお願いしております。（那覇市保健所の営業許可証等）

・照明設備、机、イス等の備品は一切含みませんので持参していただくか、
有料にてレンタルのお申し込みをお願いいたします。

・2台目からの駐車場の追加分も申込書類にてお申し込みください。
・搬入出時の事務局での台車のレンタルは一切行っておりません。
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【出店申込～受付完了までの流れ】
①出店概要を入手する

出店概要を入手し、よくお読みください。
ご不明点がございましたら以下まで

お問い合わせください。

■お問い合わせ先

〒900-0012 沖縄県那覇市泊2-13-6
株式会社フラッグプロデュース内

担当者：多嘉山督史 090-2231-7757

電話：098-861-3835 
FAX：098-861-0985

②出店申込書に必要事項を記入してFAXして下さい。
ＦＡＸ送付先：098-861-0985

ご出店申込の流れ

③出店申込書を事務局にて確認後に、
申込確認書をＦＡＸにて返信させていただきます。

④申込確認書送付後、1週間以内に、事務局指定口座に
出店費及び追加分駐車場代、レンタル物（テーブル・イス・照明・電源）の

お振り込みをお願いします。

⑤出店許可証、搬入出の詳細に関しては12月月初までに
お申し込み書類の住所まで、郵送にてお送りいたします。

銀 行 名：三菱東京ＵＦＪ銀行 鎌倉支店
口座番号：普通 ００７５１００
口座名義：株式会社 レイランド

ご出店料お振込口座
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会場

■会場アクセス方法
【那覇空港から】
那覇うみそらトンネルを利用して約6分。
（タクシーの場合は約4.5ｋｍ運賃）
モノレール（県庁前駅下車）
那覇バス
（パレットくもじ前 2・45番に乗車西武門で下車）徒歩約12分
【モノレール】
モノレールをご利用の場合は県庁前駅、もしくは旭橋駅で降りて、
タクシーをご利用ください。 約5～10分で到着します。※徒歩約30分
【路線バス】
下記の路線バスをご利用ください。
●波の上ビーチ若狭側 若狭海浜公園
波の上ビーチ バス停 下車
・市内線 19 番空港ホテル巡回バス 西エリア
・市内線 19 番空港ホテル巡回バス 東エリア
波の上ビーチ辻側
●西武門 バス停 下車 徒歩五分
・市内線 1番 首里 牧志線
・市内線 2番 識名 開南線
・市内線 3番 新都心線
・市内線 5番 識名線
・市内線 15番 寒川線
・市内線 45番 与根線
●波の上ビーチ緑地 三重城小船溜り（三重城港）
市内線 三重城（折り返し線）バス停にて下車 徒歩7分
史跡 三重城 横よりプロムナードをご利用ください。

波の上うみそら公園内特設ステージ

【車・レンタカー】
空港より58号線北上、久茂地交差点左折後直進、
施設の有料駐車場をご利用下さい。
またカーナビでの誘導が可能。
下記のコードで誘導してくれます。

三重城小船溜り
mapcode33 154 866*25
波の上ビーチ・公園管理事務所
mapcode33 155 840*25
波の上ビーチ若狭側
mapcode33 185 058*85
若狭海浜公園
mapcode33 186 214*37
若狭海浜公園駐車場
mapcode33 186 120*25

（住所：沖縄県那覇市辻3-10-12）
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３．ゲストライブ＆トークショー＆ゲームショー

１．Ukulele & 三線 Lovers LIVE （一般参加者LIVE）

9．Shop （ショップ）

8．Cafe & Food （カフェ、フード）

沖縄・ハワイ・アジアで活躍するゲストによるウクレレ・三線など
ライブパフォーマンスやトークショー、ゲームイベントを開催！

全国より自由参加による“ウクレレ・三線ラヴァーズ”のパフォーマンスステージ
アマチュアプレーヤーの（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40組の“フラ・ラヴァーズ”、沖縄伝統芸能チームに
よるパフォーマンスステージ！
アマチュアチームの（大人・子供含む）の募集を行い、ステージでパフォーマンスを
披露。フラをはじめ、沖縄の様々な伝統芸能ステージを見ることができます。

ウクレレ、三線メーカー、沖縄物産、ハワイアン、フラグッズなどを
中心に、お買い物ブースが多数登場！

日本国内やハワイにて展開する飲食店が会場に登場！
ビールを片手にハワイアンプープーや沖縄グルメを
つまみながら裏庭気分で音楽とパフォーマンスを気軽に楽しんで下さい。

ス
テ
ー
ジ
エ
リ
ア

シ
ョ
ッ
プ
エ
リ
ア

１６：００にステージ前に集合！出演者・来場者全員で
ウクレレピクニック公式ソング「ハイ・ファイブ」を弾いて、歌って、踊って楽しもう！

４．みんなで参加、ウクレレ・三線・フラ・エイサーのチャンプルーイベント！

２．Hula Lovers& 沖縄伝統芸能 Performance（一般参加者LIVE）

実施内容



お申し込み日：2013年　　　　月　　　　日

フリガナ

出店名
（会社名）

フリガナ

代表者名 　　　　　　印

〒

TEL

FAX

e-mail

出店物

物品 金額 規格・備考 発注数

机 ￥2100(税込)　/1台 W1,800×D450×H700 mm 台

椅子 \525(税込)　/1脚 パイプ椅子 脚

照明器具 ￥3150(税込)　　/1個 クリップライト 個

追加電源 ￥6300(税込)　　/１回線 １回線　1Kw 回線

追加駐車場 ￥500(税込)　/1日1台
会場駐車場を事前に

確保いたします。 台

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝合計￥

　￥

※ゴミは各自御持ち帰りください。

出店費に含まれる設備内容
①出店スペース（3.6m×3.6m）
②テント（運搬、組立、撤去）　③電源１回線（1ｋｗ）
④駐車場パス　1台分　⑤夜間警備員巡回
⑥清掃　⑦床面ブルーシート ⑧腰壁

ウクレレピクニック2013　in 沖縄　NAHA city　　 出店社様申込書

ウクレレピクニック2013出店概要を理解し下記の通り出店を申し込みます

※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。

※１出店社様につき、１テントとなります、別の出店社様とのテントのシェアは出来ません。

※申込み確定後12月月初までに受付証及び搬入出書類、駐車場Pass等を発送致します。

※テントには横幕も付属しております。
　夜には専属の警備員が巡回しますが、貴重品、高価品は一時お持ち帰るか、車内にて管理願います。

Ｂ．レンタル品

Ａ（出店費）＋Ｂ（レンタル品）

総合計金額

住所

Ａ．出店費

指定のプランに○をつけてください。

例）ハワイアンジュエリー、ウクレレ、ハワイアン雑貨　等

販売ブースプラン 飲食ブースプラン

31,500（税込） 63,000（税込）

出店費に含まれる設備内容
①出店スペース　3.6m×3.6m
②テント（運搬、組立、撤去）　③電源１回線（1ｋｗ）
④駐車場パス　1日1台分　⑤夜間警備員巡回
⑥清掃

申込書送付先

Ukulele Picnic２０１３ in 沖縄　Naha City 開催事務局
　　　ＦＡＸ：　098-861-0985

（ＦＡＸ送付後1週間たっても事務局より確認書が届かない場合にはお手数ですが、ご連絡ください。）

　　　　　銀 行 名：三菱東京ＵＦＪ銀行　鎌倉支店
　　　　  口座番号：普通　００７５１００
               口座名義：株式会社　レイランド

注意事項
お振り込み先

※Ａ＋Ｂの総合計金額を上記に記載し、下記の指定口座までお振り込みお願いします。

※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。

備品のレンタルが可能です
ご希望の方は

お申し込み下さい
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お問い合わせ・お申込み先
〒900-0012 沖縄県那覇市泊2-13-6

株式会社フラッグプロデュース内
担当者：多嘉山督史 090-2231-7757

電話：098-861-3835 
FAX：098-861-0985

ご出店のお問い合わせ・お申込み先


