令和２年 8 月吉日
各位
株式会社 Feel it
ALOHA TIME 事務局

「ALOHA TIME ~Feel ALOHA~ 動画配信ハワイアンイベント」
開催のお知らせと出演募集のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上
げます。
２月、３月に予定しておりましたイベントが新型コロナウイルスの感染拡大により中止となり、関係
者の皆様におかれましては大変ご迷惑をおかけいたしました。その後、状況によってはイベントの再実
施も検討をしておりましたが、残念ながらまだまだ多くの来場者を想定してのイベント開催は当面の間
実現出来そうに無い状態が続いております。そういったコロナ禍の状況にあって緊急事態宣言による自
粛期間も重なり、こうした書面での正式なご案内がなかなか出来ておりませんでしたが、予てより計画
を進めておりました弊社のスタジオの移転に伴い、カフェスペースを併設した新スタジオ『Studio&Cafe
ALOHATIME』が３月より営業を開始いたしました。オープンから約５か月、これまで関わってきてく
ださった多くの皆様のお力添えのおかげで少しずつ認知していただき、現在はウクレレレッスン、ラン
チ・ディナー営業、貸しスタジオ形式によるフラレッスンという多形態で運営しております。
そして今回、コロナ禍での文化芸術活動の継続と新しいイベントのプロデュースという目標を掲げ、
スタジオを活用し動画配信イベントを立ち上げることにいたしましたのでご案内申し上げます。初めて
の試みでもありますし、今後の感染拡大状況を注視しながらの実施になるため、皆様にご協力いただく
ことが多々出てきてしまうと思います。しかし、各地のハワイアンイベントが軒並み延期や中止を余儀
なくされ多くの方が落胆されていることを思うと、形を変えてやれることがあるのなら挑戦していきた
いと考えております。
つきましては、新たにスタートする動画配信イベントにフラダンスショーやウクレレ演奏等でご出演
いただける方々を募集いたします。お申込み・撮影・編集・YouTube 配信までの流れを別紙の要項でご
確認いただき、ご参加を希望される場合は所定の方法にて事務局までお申込みくださいますようお願い
申し上げます。
このような状況の中ではございますが、皆様のご健康を心よりお祈り申し上げますと共に、一人でも
多くの方に笑顔になっていただけるよう、事務局として出来ることを引き続き模索して参ります。
謹白

【ALOHA TIME 事務局】担当：安部
〒243-0005 神奈川県厚木市松枝 1-1-15
TEL：046-212-2620
Mail：info@feel-it.net

［イベント開催概要・出演者募集要項］
１） 名称
「ALOHA TIME ～Feel ALOHA～」
２） 撮影実施日時
参加団体ごとに撮影スケジュールを組み、３密を避けて実施いたします。出演関係者以外の観覧
目的の方はご入場できません。
❶２０２０年 １０月４日（日）

１０：００ ～ １７：００

❷２０２０年 １０月１０日（土） １０：００ ～ １７：００
❸２０２０年 １０月１１日（日） １０：００ ～ １７：００
※一団体につき、基本 1 時間の持ち時間で撮影していただきます。(お化粧・お着替え・撮影・
撤収込み)
※撮影日は第一希望日、第二希望日までご選択ください。時間指定はできません。
３） 配信予定日時
２０２０年 １０月１８日（日）

１０：００～

※配信後は当スタジオの YouTube チャンネルに一定期間アーカイブされどなたでもご鑑賞い
ただけます。
４） 撮影会場
『Studio&Cafe ALOHATIME』
〒243-0005 神奈川県厚木市松枝町 1-1-15
TEL：046-212-2620
※駐車場は各団体１台までは無料スペースを確保いたします。
５） 主催
株式会社Ｆｅｅｌ iｔ
６） 実施主体
ＡＬＯＨＡ ＴＩＭＥ事務局
７） 協賛
数社予定。 コマーシャルを ON AIR できます。(動画撮影などはご相談ください。)
ご協力いただける場合は事務局までご連絡ください。
８） 内容
・参加団体によるフラダンス＆タヒチアンダンスショー

１５団体程度を予定

※ 1 枠につき上限 4 曲とさせていただきます。その後 2 曲単位で追加可能としま
す。2 曲ごとに 30 分の撮影時間を追加いたします。
・参加団体によるウクレレ演奏、ハワイアンバンドの演奏

５団体程度を予定

※ 1 枠につき演奏時間を 20 分とさせていただきます。その後 10 分単位で追加可能
とします。10 分枠追加ごとに 30 分の撮影時間を追加いたします。

９） 参加費
安全安心にご参加いただくため、１団体につき出演者１５名まで（引率者含め全体で２０名まで）
の人数制限をさせていただきますのでご了承ください。
フラ団体・１枠 20 分上限 4 曲 2500 円（税抜）／人
追加１枠 10 分上限 2 曲 1500 円（税抜）／人
※今回は編集の観点から曲数の上限を決めさせていただきましたが、
2 曲同時に撮影を行う場合は 1 曲とカウントいたします。
演奏団体・２０分枠
追加１０分枠

2500 円（税抜）／人
1500 円（税抜）／人

※１グループ１０名以下の場合は１０名分の料金となります。
※演奏団体はライブ形式とし、1 回の動画撮影で行います。1 曲ごとの編集はしませ
ん。
１０） 編集動画の送付
・編集済の動画は配信終了後、ご希望の代表者様に送付させていただきます。
※ 著作権は株式会社 Feel it が保有いたします。
※ SNS などで無断アップロード、
商用などのご利用は NG とさせていただきます。
あくまでも個人間でお楽しみください。
※ 著作権を譲渡しご自由に使用になられたい方は別途ご相談ください。
１０）配信までの実施スケジュール
・デモ実施によるサンプルビデオのご提供（9 月 1 日を予定）
↓
・参加お申込み
↓
・お申込み確認、撮影日時のご連絡、参加費お支払いのお願い
↓
・［撮影当日］指定時間前のご入場はご遠慮ください。お仕度ができ次第撮影を開始いたします。
持ち時間終了の 10 分前には撮影終了して撤収の準備とさせていただきます。1 分
でも過ぎましたら追加枠の料金が発生いたします。また 1 曲ごとに撮影後動画の
バックアップ作業として 5 分程度の時間が必要です。この時間を有効活用し着替
えなどに充ててください。事務局からのご説明もありますので時間内に進行でき
るようご協力をお願いいたします。編集が出来ることがメリットの１つでもあり
ますので、少人数の参加であっても時間内であれば途中で一旦止めて衣装替えが
可能です。
※感染拡大防止対策のため、当日はカフェの営業はありません。通常営業日のご
来店をお待ちしております。
↓
・編集作業（事務局で行います）
↓

・SNS による配信告知
↓
・YouTube 配信

１１）ステージ、音響、更衣スペースについて
①ステージスペース
・幅 3ｍ×奥行 1.8ｍ ステージのカーペットよりはみ出ますが、2.5m までは可能です。
※下手カフェスペースのカウンターとなり、下手から入り・ハケはできません。
上手は扉がありますが扉を開けての入り・ハケは可能です。
②音響
・再生音源は CD のみの対応となります。必ず１枚にまとめてご用意ください。
・板付／音先等のきっかけに関する音響依頼書を当日お持ちください。
・演奏に係る音響機器に関しては事務局までお問合せください。

③更衣スペースについて
・スタジオスペースを更衣室とします(約 10 畳)
・３密状態を避けるためにも、出来る限りご自宅でご準備いただき、更衣スペースでは
お着替え程度で支度を終えられるようご協力お願いいたします。
・使用できる範囲に限りがあるため、男性用の更衣室はご用意できません。
・お手洗いでのお着替えは禁止いたします。
＊早着替えスペース

－

持ち時間の中で流れを止めたくない場合は通常のイベント

のように早着替え対応となります。店内の更衣スペースをそのまま早着替えにもお使
いいただきますので、動線の確保は撮影開始時に各自でお願いいたします。一旦 CD
再生を止めて焦らずに衣装替えをご希望される場合は音響指示書にご記載いただく
とともに、撮影時にお声をおかけください。

１２）注意事項
・新型コロナウイルス対策のため、撮影本番直前までは各自マスクの着用を徹底してくださ
い。特別な事情で無い限り、お持ちでない方は入場をお断りさせていただきます。店内に
入る際は入口の消毒器で全員の手指消毒をお願いいたします。また、事前に代表者様に送
付する参加者名簿に皆様の当日の体温についてご申告いただき、１か月間名簿を事務局で
保管させていただきますのでご了承ください。
・今後、撮影実施時期までの間の感染拡大状況の悪化により、行政による再度の緊急事態の
宣言や自粛制限の実施、または事務局の判断により安全に実施することが難しいと判断し

た場合、延期させていただく場合があります。その際の参加費の扱いについては延期期間
の目安によりそのままお預かりさせていただくか、目途が立たない場合、撮影前の場合は
全額を返金させていただきます。撮影後は動画をご提供させていただき返金はいたしませ
ん。
・当イベントにて事務局が撮影した映像や写真等は、今後のイベント募集時に参考にするこ
とがあります。またテレビや新聞等、各種媒体に取り上げられることがありますので予め
ご了承ください。
・出演者間で生じたトラブル、物品の紛失、事故等については、事務局は一切の責任を負い
ません。
・その他、実施にあたり安全で円滑な運営を確保するため、事務局より要請・指示があった
場合には速やかに応じてください。ご協力いただけない場合は次回以降の参加をお断りい
たします。

参加お申込みは次項【出演申込みの流れ】へ

【出演申込みの流れ】

①開催概要・募集要項を必ずご一読ください。
②イベント専用 WEB サイトよりお申込みください。
出演オンライン申込み URL：http://alohatime.net
※オンライン申込みができない場合はお電話、もしくは、Studio&Café ALOHA TIME へ直接お越
しください。ＴＥＬ：０４６－２１２－２６２０

申込受付期間

２０２０年

９月１日（火）～9 月 30 日（水）

＊先着受付

③事務局より、数日中に申込み受付確認、撮影日時のご連絡をいたします。
指定の期日までに参加費のお支払いをお願いいたします。振込手数料は出演者のご負担となります。

④お支払いが確認された時点で出演決定となります。
※振込確認メール等はお送りしませんが、期日までにお振込みが確認できなかった場合には、事務局
よりご連絡させていただきます。※返信がない場合は出演取り消しとします。

⑤当日、受付にて人数確認をいたします。人数制限内でお申込み時の人数に加えて増員がある場合は、
その場で追加人数分の参加費をお支払いいただきます。無申告で当日人数変更が発覚した際は、手数
料として１人あたり５００円を加算させていただきますのでご注意ください。事前にお知らせいただ
ければ手数料はありません。出来るだけ５日前までに事務局へ人数変更連絡の上、事前入金のご協力
をお願いいたします。

各種問合せ
【ALOHA TIME 事務局】担当：安部
〒243-0005 神奈川県厚木市松枝 1-1-15
TEL：046-212-2620
Mail：info@feel-it.net

