
近畿日本ツーリスト Presents
15ｔｈ Anniversary since2000 to 2014

Ukulele Picnic YOKOHAMA 2DAYS

UKULELE LOVER’S 出演概要

ウクレレピクニックのステージでウクレレを弾こう!!
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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、本物のビーチの砂を持ち込んだリゾートエリアも見逃せません。

今年で15周年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。



ご挨拶

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

音楽で繋がる・踊りで繋がる・海を考える。

それが「ウクレレピクニック」です！

日本やハワイからトッププレイヤーが集まる

世界最大のウクレレイベント【ウクレレピクニック】

このイベントの特徴（醍醐味）は、

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、ウクレレピクニックのテーマの一つです。

2012年には7月28日にウクレレ・ラヴァーズの皆で心を一つにして

2134人のウクレレ同時演奏でギネス世界記録を見事達成しました！

今年、１５周年を迎えるウクレレピクニックは、2014年8月2日（土）、3日（日）の二日間にわたり、

横浜赤レンガ倉庫パークでの開催を予定しております。

日本のウクレレシーンをさらに盛り上げるのは

”ウクレレ・ラヴァーズ”な皆さん達です！！！

わたくし共の企画にご賛同頂き、ご出店、ご協賛という形での

ご参画をご検討頂きますようお願い申し上げます。

是非この機会に15周年を迎えるウクレレピクニックにご参加ください。
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※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】

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】
近畿日本ツーリスト Presents

15ｔｈ Anniversary since2000 to 2014

Ukulele Picnic 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1-1-1-2

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

【開催日時】

2014年8月2日（土）10:00～20:00 
8月3日（日）10:00～18:00 

主催 ： レイランド・グロウ

後援 ：

特別協賛 ：

協賛 ：

FAX送付先:03-6427-4593
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
〒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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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を始め、毎年、ハワイからの
ゲストアーティストも多数参加。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20組の“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。

約120トンの砂を持ち込み赤レンガ倉庫の中庭にビーチを再現！
ビーチで飲むビールはまた格別！ 砂浜のステージにて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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2日＆3日

2日＆3日

2日＆3日

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！ 2日＆3日

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 ＆ Beerガーデン ＆ Beach

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



会場MAP
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レイアウトは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。



みんなでウクレレを弾こう！

初心者でも簡単に
弾けるよ♪

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。

2012年にウクレレ・ラヴァーズ
の皆さんで心を一つに、力をあわ
せた結果、2134人のウクレレ
同時演奏で、ギネス世界記録を
達成することができました！

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★
2014年8月2日（土）、3日（日）
17:00～ やしの木のステージ（時間が変更になる場合があります。）
※１7時に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。
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出演概要-1

◆募集数： 100組

◆会 場： 横浜赤レンガ倉庫 パーク やしの木のステージ（10名以上）
砂浜のステージ（9名以下）

※出演ステージは「８月2日（土）、3日（日）でご希望の日にてお申し込みください」となります。
先着順となりますので、日程のご希望に添えない場合がございます。
事務局より連絡させていただきますのでご了承ください。

◆応募〆切： ２０１4年６月末日 必着
ただし、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。

◆対 象： ウクレレをメイン楽器とした10名以上で編成のアマチュアのアーティスト。

※9名以下の場合は「砂浜のステージ」にての演奏となります。

◆参加条件： 本概要をご理解し、MCを含み６分以内のパフォーマンスであること。

※時間厳守

◆エントリー方法： 本概要をよくお読みいただき、ＦＡＸ もしくは Hawaii.jpホームページより
申込みフォームにてお申込み下さい。

（ＷＥＢ申込みの場合もステージセット図はＦＡＸ、もしくはメールにて別途お送り下さい）
ＦＡＸの場合は別紙エントリー用紙とステージセット図にはっきりと
記入し、下記にＦＡＸして下さい。 ※音源資料の提出はありません。

ウクレレピクニック事務局 株式会社レイランド ＦＡＸ：０３－６４２７－４５９３

※ステージセット図には編成、人数、使用楽器等を具体的にご記入下さい
※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、予めご了承下さい。

◆エントリー費： 公式グッズお届け時に代金引換（現金のみ）にてお支払い頂きます。

＊10人以上の場合 1組につき￥10,800（PA代）＋１人につき￥3,600の公式グッズ購入
＊9人以下の場合 1組につき ￥5,400（PA代）＋１人につき￥ 3,600の公式グッズ購入

（公式グッズ送料は一律￥1000税込とさせていただきます。また、代引き手数料が金額に応じてかかります）

クレレピクニック2014公式グッズ オフィシャルソングＣＤ（予定） （￥3,600税込）
ウクレレピクニック出演者限定の缶バッジを出演者証の代わりにプレゼントしています。
当日は身につけてご参加下さい。
※公式グッズ詳細は本概要9ページ、又はＨａｗａｉｉ．Ｊｐホームページをご覧ください。

※ 小学３年生以下のお子様は基本的にエントリー費を無料としておりますが（PA代は除く）

無料イベントの運営は皆様の公式グッズ購入売上で成り立っています。
出来る限りご協力をお願いします。

※ お支払いは代金引換です。代金引換料金にはPA代も含まれた合計金額となります。
※ お申込後及び出演決定後、発送後のキャンセル、返金、返品、交換は出来ません。
※ 荒天中止となった場合、及び出演者の都合でキャンセルとなった場合、エントリー費

公式グッズの返金・返品は出来ませんので予めご了承ください。
※ 開催当日、急な天候不良になった場合、ステージの進行を変更することがあります。

予めご了承ください。
※ 荒天中止となった場合、（イベント進行上の部分的中止も含む）、

及び出演者の都合でキャンセルとなった場合、エントリー費（公式グッズ）及び
PA代の返金・返品は出来ませんので予めご了承下さい。
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出演概要-2

◆ステージについて： ・出演ステージの順番については当方にて決定させていただきます。
・ステージにはギターアンプ、ベースアンプ、ドラムセットはありません。
・ステージの使用可能機材はボーカルマイク5本、楽器用DI 3本、
楽器用マイク4本までです。

・ステージの使用可能機材は固定となっておりますので、
機材の場所に合わせて演奏をお願いします。

・人数の多いグループの場合、例年通りステージ上に並んでいただき、
その場にマイク等を設置します。

・開催日当日のステージセット変更は受け付けられませんので予めご了承下さい。

※ 音源資料の提出は排除しました。
参加者全員が気持ち良く、ステージが速やかに
進行するよう参加条件の６分以内（ＭＣを含む）のパフォーマンスをお願いします。

◆出演までの流れ： ① 応募概要をよく読み記入済みの出演申込書（FAX、郵送、メール）、セット図を
提出（郵送又はFAX）する。

※申し込み後の人数の追加の場合にはお電話にてご連絡下さい。
※グッズ発送後の人数の変更につきましては当日受付となります。

↓
② エントリー費

公式グッズ出演人数分、及びPA代（10人以上の場合¥10,800)
(9人以下の場合¥5.400)

及び公式グッズ送料(¥1000)、手数料の合計は
グッズお届けと同時に代金引換え（現金のみ）にてお支払い頂きます。
（グッズ到着後の人数の追加は別途送料、手数料が発生いたしますのでご注意ください）

↓
③ 事務局によるグッズ到着確認後、受付証及び出演決定についての案内を事務局

より郵送にてお送りします。 7月上旬～中旬頃までにお届けいたします。
↓

④ 開催日当日は、受付証を受付に必ずお持ちください。

◆注意事項： ＊ 出演順は決まり次第ＨＰに掲載します。
＊ エントリーは申込み順を基本にし、

応募既定数に達した段階で締切させていただきます。
＊ エントリー受付完了は出演申込書の提出となり、提出後のキャンセルは

出来ませんのでご注意下さい。

FAX:03-6303-2266
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
〒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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公式グッズ デザイン

◆オフィシャルソング ＨＩＧＨ ＦＩＶＥ ＣＤ
＋ 15周年記念ステッカー入り

※発送後の返品・交換はできませんのでご了承ください。
※グッズは6月中旬頃完成予定です。発送はグッズ完成後順次行ってまいります。

◆出演者全員にプレゼント stageplayers限定缶バッジ（非売品）

オフィシャルソング ＨＩＧＨ ＦＩＶＥ ＣＤ 15周年記念ステッカー



（ＦＡＸがない方は以下内容をメールにてお送りください。 ウクレレピクニック事務局宛　contact@hawaii.jp　）お申し込み日：2014年　　　　月　　　　日

フリガナ

チーム名

フリガナ

代表者名 　　　　　　印

〒

TEL

FAX

e-mail

プロフィール ＰＲ

規約

 Ｂ．ＰＡ代

Ｃ．送料

貸切駐車場の為確実に駐車場所を確保（会期中その日限り出入り自由）　　　　　　　合計￥

　￥

④￥100,000以上／￥1,080

出演希望日
Ａ．8月2日（土）　　　　Ｂ．8月3日（日）　　　　Ｃ．どちらでもかまわない

希望する出演日に○をつけてください。
※出演日はお申し込み順で決定させていただきます。必ずしも希望に添えない場合がありますので予めご了承下さい。

Ａ．エントリー費
公式グッズ購入費

各￥3,600

※発送後の返品、交換は出来ませんので予めご了承ください。

①￥10,000未満／￥324　②￥10,000〜¥30,000／￥432　③￥30,000〜￥100,000／￥648

※総合計金額の他に金額に代引き手数料がかかります。手数料は商品金額により異なります。

ウクレレピクニック事務局（株式会社レイランド）　ＦＡＸ：03－6427－4593

申込書送付先

注意事項

Ａ（エントリー費：公式グッズ購入金額）＋Ｂ（PA代）＋Ｃ（送料）＋D（駐車場）

一律　￥1000(税込)

総合計金額

D．駐車場
1Day Pass \2,500(税込)　　　　2日用×　　　　枚　　、　3日用×　　　　枚

ウクレレピクニック2014出演申込書
（ＵＫＵＬＥＬＥ　ＳＴＡＧＥ）

ウクレレピクニック応募概要を理解し下記の通り申し込みます。

※商品は代金引換（現金のみ）のお届けになります。

公式グッズのインターネット及び会場での販売は禁止です。行為が行われた場合は出演をお断りします。
このイベントは公式グッズの売上にて運営されておりますのでご了承下さい。

住所

人数　　　　　人　×　公式グッズ（公式ソングＣＤ）代 ￥３,600(税込)

1グループ：　 やしの木のステージ(10名以上)の場合：　￥10,800(税込)
　　　　　　　砂浜のステージ(9名以下)の場合：　￥5,400（税込）

ＣＤには15周年記念ステッカーがつきます。
＋出演者限定缶バッジ付（非売品）



ウクレレピクニック2014

【ＵＫＵＬＥＬＥ ＳＴＡＧＥ：ステージセット図】

ＭＯＮＩ

ＤＩ

グループ名・出演者名

ＭＯＮＩ

ＤＩ
ＭＯＮＩ

ＤＩ
ＭＯＮＩ

ボーカルマイク 楽器用マイク

※ステージには上記のように機材が設置（固定）してありますので、この前で演奏を行ってください。

※使用可能機材は、ボーカルマイク×5本、楽器用 ＤＩ×3本、楽器用マイク×4本です。

※編成、人数。使用楽器、アウトライン等を具体的にご記入ください。

※会場には、ギターアンプ、ベースアンプ、ドラムセットはありません（持ち込み不可です）。

※譜面台はありませんので、必要な方はお持ちください。

※出演決定後の変更はできません。


