BochAloha Keiki Party
東京 概要
今年も開催！
アニメとケイキフラの夢のコラボイベント！

ボチャロハケイキパーティって？
ハワイの小さな小さな魅惑の島「ボチャロハ島」のおてんばフラガールのマプアが、日本のケイキちゃんと楽しむ為にプロ
デュースしたケイキパーティ！ボチャロハのオリジナルアニメとケイキちゃんの可愛いステージがコラボした夢いっぱいの
ケイキちゃんの為のイベントです。マプアと一緒に BochAloha ワールドでフラを踊っちゃおう〜！！

◆ 日時：2018 年 12 月 22 日（土）12 時〜
●新宿文化センター・小ホール

〒160-0022

新宿区新宿 6-14-1

【ご出演について】
●ご出演料：1名/3,000円（税込）BochAlohaプレゼント付き
●募集対象：フラ・タヒチアンダンス教室のケイキクラス
※対象年齢は、各お教室のケイキクラスが定める対象年齢に準じます。
※複数教室での合同出演も可能です。

※応募数に達し次第、締切ります。

●ご出演時間：10 分間
●出演人数：７名より参加可能
l

10 分に満たない場合でもご出演可能です。

l

出演枠は１枠です。

l

教室内でクラスが細かく分かれ 10 分にまとめられない場合は、当社へ御相談下さい。

l

ステージは MC の紹介によってスタート、デハケを含め、時間内に収めて下さい。

●ステージサイズ

間口 9.70m、奥行 4.84m、高さ 0.5m

新宿文化センター小ホールは、建物の構造上、他の部屋に振動・音が伝わりやすいため、
以下の演目は不可となりますこと、ご了承下さいませ。
・足を踏み鳴らすフリつけがある演目
・イプ・トエレ、タヒチアンドラムを使用した演目

l

センターから1Mのバミリ有り（前列のみ）

l

l

当日は場当たりの時間はございません。

l

事前ステージ下見はございません。

l

早着替え不可。小物の付替可能。

l

ステージ下利用可（1列のみ）

l

ピンク紫のパンチカーペットを敷きます。

上手、下手どちらも利用可。下手のスペースが広く、
登場、舞台袖待機におすすめです。

【お申し込みについて】
メール又はお電話
TEL :

にて、予約受付いたします！

042-312-1104

メール：info@alohawave.jp

※この時点では、ご出演は確定ではございません！

ご予約日から２週間以内、エントリー用紙（この概要最後から 2 ページ目）に、必要事項とその時点で
決定している出演人数を書き込んで当社へ FAX またはメールにてお送り下さい。

l

エントリー用紙送付後、当社よりご請求書を発行致します。

l

お振込を持って出演確定となります。

l

その後、参加人数に変更がある場合はご連絡下さい。

l

２週間以内にエントリー用紙を確認出来ない団体様は、自動キャンセルとなります。
提出が遅れる場合は、事前にお申し出下さい。

l

出演予約のハラウ数が定員に達し次第、キャンセル待ちでの受付となります。

◆出演人数最終締切 11月16日（金）
※ 期日を過ぎた出演人数追加は、当日にお渡しするプレゼントのご用意が出来かねます。

◆CD 11月16日（金）◆集合写真10月31日(水)必着
※ 集合写真はアニメーションで使用します。写真の内容は、先生に一任致しますが、横撮りの写真でお願い致します。

当日イベントの紹介時の掲示とサイトでの紹介の為に使用します。メールにてお送り下さい（郵送可）
※ CD

l

踊る曲順に CD を 1 枚におまとめ下さい。

l

この概要最終ページにある CD シートに必要事項を記載して下さい。

l

追跡可能な郵送方法でお送り下さい。

・CD にはハラウ名

をお書き下さい

タイムスケジュール・最終案内

2018年11月22日以降

郵送

l

１１月２２日以降に出場ケイキちゃん人数分のマプアからの招待状と共に郵送いたします。

l

マプアからの招待状は、先生にて名前を書込み、出演するケイキちゃんへお渡し下さい。

l

1１月３０日頃になってもお手元に届かない場合は、お問合せ下さい。

当日観覧にあたり、全席自由の入場券（500 円）が必要となります。
入場券の販売はタイムスケジュールが決定する 1１/２２よりイベント HP からお求め下さい。残席によっ
て当日券も販売致します。

必ずお読み下さい
人身事故・損害・減失・盗難等の物損、その他の事故に

イト、YouTube（BochAloha チャンネル）、イ

ついて

ベント公式サイトや BochAloha Facebook ペー

l

ジに掲載する場合がございます。

イベント開催期間中に発生した事故については、当
社および施設は一切責任を負いかねます。

l

この場合の肖像権の使用につきましては、イベント

イベント当日の撮影、取材について

の内容を伝えるものとして、当社に帰属しますので

l

予めご了承下さい。

当日はお客様も自由にお写真を撮影出来るように致
します。

l

撮影禁止ご希望のハラウ様は、エントリー用紙に可

イベントの中止について

否をご記入下さい。当日 MC が教室紹介とともに撮

l

影不可のご案内を致します。

大規模災害による施設の損壊等、やむを得ない事由
によりイベントの中止が決定する場合がございます。

肖像権について

その場合、ご出演料の御返金は行いませんので御了

l

承下さいませ。

本イベントに関する模様(写真/映像)を広報用とし
て、テレビ・雑誌等のメディア取材、弊社 Web サ

良くある質問

■ お申込について
１、出演時間の指定は出来ますか？

ャンセルとさせて頂きます。

→様々なご事情がございますこと、重々承知致してお
りますが、参加される一部のお教室だけを優遇するこ

４、出演料を振り込む際に、当日のチケットも購入した

とは出来ません。※ただし遠方から参加されるお教室

いのですが・・・

が、なるべく移動時間がご負担にならないよう、当方

→こちらは11月22日よりチケットをオンラインサイト

で配慮致します。

で販売いたしますので、それまでお待ち下さい。

２、エントリーシートを送り入金もしましたが、

５、ハラウの写真はどのように使用しますか？提出にあ

追加人数の申込をしたいです。

たり、どんな写真が良いですか？

→11月１６日（金）までにお知らせ下さい。その後追加

→当日流すアニメーションで出演教室紹介の際に使用し

分のご請求書をお送り致します。

ます。横撮りの写真だと助かります。写真の内容につき
ましては先生方へ一任致します。

３、参加費を間違えて少なく払っていました。

→少なくお支払いを戴いている場合は、まず、当方へご

６、タヒチアンダンスでも出演できますか？

一報下さい。その後追加分のご請求書をお送り致します。

→もちろんご出演可能です。

期日までにお支払いが確認出来ない場合は、ご出演をキ

７、親子フラのクラスで出演をしたいのですが・・・

８、持ち込みでピンマイクを使用したい

→恐れ入りますが、大人の方はご出演が出来ません。お

→会場の規則で音響設備の持ち込みは禁止致しておりま

子様のみの出演となります。

す。

■当日について
１、当日のイベントの流れは？

法により会場収容人数分のチケットのみのご用意とな

→出演するケイキちゃん達は全員着替えた状態で客席に

ります。立ち見での観覧も出来ません。会場収容人数

座り、イベントがスタートします。

以上の入場は施設の規約により禁止されております。

BochAloha のアニメを見ながら、ストーリーにそって
順番にステージに上がって踊るイベントとなります。

6、当日、一部の生徒さんが集合時間に間に合いません。

踊り終えたら、座っていた席に着席して頂きます。その

→出演時間に間に合わない場合は、イベントの進行を優

場で参加ケイキちゃん全員で踊って頂く場合もございま

先とさせて頂きますのでご了承下さい。また集合時間

す。

を過ぎた場合、生徒様と先生の間で連絡を取り控室へ
お入り下さい。

2、親は着替えの手伝いで控室に入ることが出来ます
か？

7、当日生徒さんがやむを得ない事情でお休みすること

→可能ですが、他のお教室と共同でお使い戴くスペース
のため、付添者のスペースを確保致しませんので、予め
ご了承下さい。

になってしまいました…。

→ご出演できなかった生徒さんの分のプレゼントを当日
お渡し致しますので、先生から後日お渡し戴くようお
願い致します。

3、持参したお弁当やおやつを会場で食べることは可能
ですか？

8、ステージ直前に全体確認を行いたい。イベント中に

→会場・ロビー共に、飲食が不可となっております。ホ
ール内のレストラン、近隣の飲食店をご利用下さい。

席を離れて練習できますか？

→練習場所を確保しておりません。イベント中の大人数
のご移動は後ろの席に座られているお客様の観覧の妨

4、どの教室が自分のクラスの前後に出演し、何の曲を

げとなりますので、お控え戴きますようお願い致しま
す。

踊るのかを教えて下さい。

→恐れ入りますが、他のお教室の曲目はご案内が出来ま
せん。曲かぶりが無い様、注意致します。

9、会場に忘れ物をしてしまいました…

→イベント終了後は施設管理事務所へ預けますので、直
接お問合せ下さいませ。

5、観覧者は当日会場の席の確約は出来ますか？

→全席自由席となっております。お席の確約は出来兼ね

１０、ステージに出演後、次の部でアニメを見たいです

ます。お席の空き状況によっては同行のお客様と席が

→こちらにつきましては、最終案内で改めてご案内いた

離れてのご観覧になる可能性もございます。又、消防

します。

イベントに関するお問い合せ、各種送り先
イベントに関してご不明点、ご相談等がございましたら、お気軽にお問い合せ下さい。
※開催会場へはお問合せをしない様お願い致します。

【社名・宛名】アロハウェーブインターナショナル・インク イベント担当者宛
【住所】〒187-0035

東京都東京都小平市学園東町 1-8-2-303

【電話】042-312-1104（平日 10 時～17 時）
【メール】info@alohawave.jp

BochAloha

Keiki

PARTY

エントリーシート

FAX：042-312-1174
ご出演概要の内容全てをお読

□

み戴き、ご了承戴けましたら

出演概要の内容を全て確認し、了承しました。

右へチェックをお付け下さい
教室名

フリガナ

当社からの郵送物宛先

住所〒

宛名
教室紹介文

お電話番号

FAX

代表者名

印
当日責任者氏名

当日責任者携帯番号

E-Mail アドレス

■ご参加人数
（

）人 ×参加料金 3000 円＝

参加人数 （7 名以上）
計

■ALOHAWAVE 記入欄
御連絡内容

円

BochAloha

Keiki

PARTY 2018

CD シート

CD と共にご送付下さい 11/22 必着
ハラウ名

代表者名
ご連絡先

CD内容

踊る順番に録音して下さい。

曲数が書き込めない場合は2枚印刷して下さい。
CDの再生は

流しっぱなし ・
曲名

曲だしタイミング

1.
2.
3.
4.

■ ALOHAWAVE記入欄
CD再生チェック

月

日

板付

・

曲先行

板付

・

曲先行

板付

・

曲先行

板付

・

曲先行

１曲ずつ止めて欲しい
人数

備考

