
 
 

                              平成２３年６月２９日 １４時提供 
 
大阪経済記者クラブ会員各位 
（同時資料提供 大阪府政記者会 大阪市政記者クラブ）                      

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
御堂筋 kappo 実行委員会（大阪府・大阪市・大阪商工会議所等で構成）では、この秋に予定していま

す御堂筋 kappo2011 の準備を進めているところです。  
このたび、御堂筋 kappo2011 に出演していただける方を、下記のとおり募集いたします。 
ふるってご応募ください。  
 

記 
 

１ 御堂筋 kappo2011 の概要  
御堂筋 kappo2011 は、“新しい私に、新しい大阪に、チャレンジ”をテーマに１日限定で歩行者に開

放された大阪のメインストリート「御堂筋」の魅力を体感していただくお祭りです。御堂筋を舞台に、

来場された方や出展者の方の様々なチャレンジを応援するプログラムが満載です。  
◎ 開催日時（予定）  
 平成２３年１０月９日（日） １２:００から１６:００ （荒天中止）  
◎ 開催エリア（調整中）  
 淀屋橋（土佐堀通）から新橋（長堀通）までの１.９㎞  
◎ 主催  
 御堂筋 kappo 実行委員会  

２ 募集対象  
(1) 音楽ステージ出演者  
御堂筋 kappo2011 の会場内に設置する音楽ステージで、音楽演奏をしていただける出演者  

(2) パフォーマンス広場出演者  
御堂筋 kappo2011 の会場内に設置するパフォーマンス広場で、各種パフォーマンスを披露していた

だける出演者  
３ スケジュール  
・募集期間 ： 平成２３年６月２９日（水曜日）～７月２９日（金曜日）  
・審査・結果通知 ： ８月下旬  

  

御御堂堂筋筋 kkaappppoo22001111 のの出出演演者者をを募募集集ししまますす 

記者配布資料 

【お問合先】御堂筋 kappo実行委員会 

 事務局：大阪府府民文化部 都市魅力創造局 都市魅力課 

（竹田・桑原） 

☎06-6210-9304 



・説 明 会   ： :９月中旬  
４ 必要書類等  

(1) 音楽ステージ出演者  
 ア 御堂筋 kappo2011 音楽ステージ出演申込書・・・５部  
 イ デモ音源・・・１部  
 ウ  出演希望メンバー全員が写っている演奏風景写真・・・１部  
(2) パフォーマンス広場出演者  
ア 御堂筋 kappo2011 パフォーマンス広場出演申込書・・・５部  
イ デモ映像・・・１部  

５ 選定方法  
実行委員会内に審査会を設置し選考します。 

６ 申込み・お問い合わせ先 
大阪市北区天満 4-6-10 合椎ビル 301 

 御堂筋 kappo 実行委員会 音楽ステージ・パフォーマンス広場公募受付担当 
（株式会社ネッツ・コミュニケーションズ内） 

 電話：06-6351-1696（受付時間 10 時から 17 時（土日祝除く）） 
 ＦＡＸ：06-6351-1316 
  メールアドレス：ｋａｐｐｏ２０１１_ ｊｉｍｕ＠ｄａｉｋｏ．ｃｏ．ｊｐ     
７ その他 

(1) 参加料は無料です。  
(2) 出演料（交通費、運搬費等含む）は支給しません。  

 
【参考】 
・昨年のイベントの状況は御堂筋 kappo のホームページをご覧ください。 

http://www.pref.osaka.jp/toshimiryoku/kappo/ 
・御堂筋 kappo 実行委員会 
 大阪府、大阪市、国土交通省近畿地方整備局、公益社団法人関西経済連合会、大阪商工会議所、社団

法人関西経済同友会、財団法人大阪２１世紀協会、財団法人大阪観光コンベンション協会、御堂筋まち

づくりネットワーク、ＮＰＯ法人長堀２１世紀計画の会、中之島・御堂筋ＳＢＪ連絡協議会  
【実行委員長】大阪府知事 【事務局】大阪府都市魅力課 

http://www.pref.osaka.jp/toshimiryoku/kappo/�
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１．御堂筋ｋａｐｐｏ２０１１について 

御堂筋 kappo2011は、“新しい私に、新しい大阪に、チャレンジ”をテーマに１日限定で歩行

者に開放された大阪のメインストリート「御堂筋」の魅力を体感していただくお祭りです。御

堂筋を舞台に、来場された方や出展者の方の様々なチャレンジを応援するプログラムが満載で

す。 

【参考：昨年のイベントＵＲＬ】 

http://www.pref.osaka.jp/toshimiryoku/kappo/ 
 

◆開催日時（予定） 

平成２３年１０月９日（日） １２:００～１６:００ （荒天中止） 

《交通規制実施予定時間 11:00～17:00》 

 

◆開催エリア（調整中） 

淀屋橋（土佐堀通）から新橋（長堀通）までの１.９㎞ 

 

◆主催 

御堂筋 kappo 実行委員会 (大阪府、大阪市、国土交通省近畿地方整備局、公益社団法人関西

経済連合会、大阪商工会議所、社団法人関西経済同友会、財団法人大阪２１世紀協会、財団

法人大阪観光コンベンション協会、御堂筋まちづくりネットワーク、ＮＰＯ法人長堀２１世

紀計画の会、中之島・御堂筋ＳＢＪ連絡協議会)  

【実行委員長】大阪府知事 【事務局】大阪府都市魅力課 

 

２．ステージ設置箇所（屋外） 

ステージの設置箇所は、御堂筋の本線車道上１カ所、沿道ビル前５カ所を予定（変更する場

合があります）。 

 

３．ステージの仕様 

◆広さ：最大２.７ｍ×４.５ｍ（予定）※編成人数等にご注意ください。 

◆形状:平場（道路またはビル公開空地にパンチカーペット敷） 

◆標準装備の機材等： 

機  材／A set＝Dr×１・B Amp×１・G Amp×１・Key×１・DI×１・Vo Mic×５ 
 B set＝G Amp×１・Key×１・DI×２・Vo Mic×３ 
 C set＝G Amp×１・DI×２・Vo Mic×２ 

※ドラムは基本セット。DIは B・Key用を除きます。 
※スピーカーは各ステージ１対向、モニタースピーカーはご用意いたしません。 

スタッフ／ディレクター×１・ＭＣ×２・音響オペレーター×１ 

 

４．出演枠 

４０組程度 

 御堂筋 kappo実行委員会では、開催に向けて準備を進めております「御堂筋 kappo2011」

の会場内に設置する音楽ステージにおける出演者を募集いたします。 

 以下の要領をよくお読みいただき、ご応募いただきますようお願い致します。 

http://www.pref.osaka.jp/toshimiryoku/kappo/
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５．演奏時間 

１組あたりの出演時間は、最大２０分程度とさせていただきます。なお、出演時間とは別に

転換時間（約１０分）で、撤収・準備を行います。 

 

６．応募資格 

標準装備以外の楽器等を自ら調達し、手運びで搬入搬出できる方。また、持ち込んだ楽器等

を自らの責任において管理できる方であれば資格は問いませんが、未成年者のみでの応募は認

めません。 

 

７．募集ジャンル 

「ロック／ポップス」、「ジャズ／フュージョン」、「フォーク／アコースティック」、「クラシ

ック」、「その他」のジャンル毎に募集をいたします。但し、公序良俗に反するものや大音響が

発生する可能性がある等のイベント会場にそぐわないものはご遠慮ください。 

 

８．申し込み方法 

(1) 提出物（返却致しません） 

以下の提出物を、下記のあて先までご持参いただくか、郵送してください。 

①御堂筋 kappo2011音楽ステージ出演申込書 ５部 

②デモ音源 １部 

※デモ音源は、一般のプレイヤーで再生可能なＣＤ又はＭＤで作成してください。 

③出演希望メンバー全員が写っている演奏風景写真 １部 

 

(2) あて先・お問い合わせ先 

〒５３０－００４３ 

大阪市北区天満４－６－１０ 合椎ビル３０１ 

御堂筋 kappo実行委員会 音楽ステージ公募受付担当 

（株式会社ネッツ･コミュニケーションズ内） 

電 話  ０６－６３５１－１６９６ ※受付時間＝10:00～17:00（土日祝除く） 

ＦＡＸ   ０６－６３５１－１３１６ 

Ｅ-mail  kappo2011_jimu@daiko.co.jp 
 

※郵送での申し込みの場合は、封筒に「デモ音源在中」と明記してください。 

※メールでの問合せは、件名に「音楽ステージ」と表記してください。 

 

※株式会社ネッツ・コミュニケーションズは、御堂筋 kappo音楽ステージ出演者公募にあたり、 

受付・問合業務等を受託しています。 

 

(3) 申込期間 

平成２３年６月２９日（水）～７月２９日（金） 

持参の場合は、各日とも１０：００～１７：００（土日祝除く） 

   郵送の場合は、平成２３年７月２９日（金） （必着） 

 

mailto:kappo2011_jimu@daiko.co.jp
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９．選考について 

• 実行委員会内に審査会を設置し選考します。 

• 出演決定については、８月下旬に申込み代表者への通知を予定しています。 

• 具体的な演奏場所や時間は演奏者決定後、ジャンル等を考慮し事務局で決定します。 

• 審査内容等についてのお問合せには応じません。 

• 出演決定後の辞退はご遠慮ください。 

• 出演決定通知と同時に、９月中旬に予定しております「出演者説明会」のご案内を送付しま
すので、必ずご出席ください。 

 

１０．失格事項 

つぎのいずれかに該当すると認められる場合、落選とすることがあります。出演決定後に判

明した場合も同様といたします。 

(1) ステージサイズを著しく超える等、物理的に演奏不可能と認められるもの 

(2) 他行事の進行の妨げとなるおそれのあるもの 

(3) 生演奏を行わないもの又は自動演奏が主となるもの 

(4) 虚偽の申し込みを行なったもの 

(5) 出演枠を他者に譲渡する目的で申し込んだもの 

(6) 必要書類を提出しないもの 

(7) デモ音源が出演予定者以外の演奏であるもの 

(8) 掛け持ち出演を予定しているもの 

 

１１．出演者決定の取り消し 

つぎのいずれかに該当すると認められる場合、出演決定を取り消す場合があります。 

(1) 特段の理由なしに「出演者説明会」に出席しない場合 

(2) 沿道ビル管理者等の理解が得られなかった場合 

(3) 主催者の指示に従わない場合 

 

１２．当日出演時における禁止事項 

つぎの行為は禁止します。違反した場合は、出演をお断りすることがあります。また、演奏

中であっても、演奏を中止していただくことがあります。 

(1) 掛け持ち演奏を行うこと 

(2) 申し込み内容と著しく異なる内容の演奏をすること 

(3) 持ち時間を超えて演奏すること 

(4) 施設、機材等に危害を加える恐れのある演出等を行うこと 

(5) 公序良俗に反する行為や来場者に不快感を与える行為を行うこと 

(6) 来場者に演奏報酬を求めること（募金等の行為も含む。） 

(7) 自作ＣＤ等の販売等の営利活動や他の事業等のＰＲを行うこと 

(8) 会場内において、出演ステージの枠外で演奏又はチラシ配布すること 

(9) 他の出演者等の迷惑となる行為をすること 

(10)主催者の指示に従わないこと 

 

１３．その他 

(1) 参加料は無料です。 
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(2) 出演料（交通費、運搬費等含む）は支給しません。 

(3) 提供された個人情報は、本行事を実施する目的に限り利用します。 

(4) 本行事実施のため、業務の一部を外部事業者に委託する場合があります。委託先には、個
人情報の適切な取り扱いおよび保護を行わせ、委託業務以外の利用を禁止します。 
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１．御堂筋ｋａｐｐｏ２０１１について 

御堂筋 kappo2011は、“新しい私に、新しい大阪に、チャレンジ”をテーマに１日限定で歩行

者に開放された大阪のメインストリート「御堂筋」の魅力を体感していただくお祭りです。御

堂筋を舞台に、来場された方や出展者の方の様々なチャレンジを応援するプログラムが満載で

す。 

【参考：昨年のイベントＵＲＬ】 

http://www.pref.osaka.jp/toshimiryoku/kappo/ 
 

◆開催日時（予定） 

平成２３年１０月９日（日） １２:００～１６:００ （荒天中止） 

《交通規制実施予定時間 11:00～17:00》 

 

◆開催エリア（調整中） 

淀屋橋（土佐堀通）から新橋（長堀通）までの１.９㎞ 

 

◆主催 

御堂筋 kappo 実行委員会 (大阪府、大阪市、国土交通省近畿地方整備局、公益社団法人関西

経済連合会、大阪商工会議所、社団法人関西経済同友会、財団法人大阪２１世紀協会、財団

法人大阪観光コンベンション協会、御堂筋まちづくりネットワーク、ＮＰＯ法人長堀２１世

紀計画の会、中之島・御堂筋ＳＢＪ連絡協議会)  

【実行委員長】大阪府知事 【事務局】大阪府都市魅力課 

 

２．ステージ設置箇所（屋外） 

中央大通りとの立体交差点を予定（変更する場合があります）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 御堂筋 kappo実行委員会では、開催に向けて準備を進めております「御堂筋 kappo2011」

の会場内に設置するパフォーマンス広場における出演者を募集いたします。 

 以下の要領をよくお読みいただき、ご応募いただきますようお願い致します。 

パフォーマンス広場 

更衣室（大阪府商工会館） 

http://www.pref.osaka.jp/toshimiryoku/kappo/
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３．パフォーマンス広場の仕様 

◆広さ：南北１６.２ｍ×東西９ｍ程度（予定）※編成人数等にご注意ください。 

◆形状：平場（道路上にパンチカーペット敷） 

◆標準装備の機材等： 

機  材／スピーカー×６・ＣＤプレイヤー×１・ＭＤプレイヤー×１・マイク×１０ 

 移動式照明×２ 

スタッフ／ディレクター×１・アシスタントディレクター×２・ＭＣ×１ 

 音響チーフオペレーター×１・音響サブオペレーター×１ 

◆更衣室：大阪府商工会館 

 

○ステージ見取り図(配置は変更する場合があります) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．出演枠 

７組程度 

 

５．出演時間 

１組あたりの出演時間は、最大２０分程度とさせていただきます。なお、出演時間とは別に

転換時間（約１０分）で、撤収・準備を行います。 

 

６．応募資格 

  標準装備以外の什器等を自ら調達し、手運びで搬入搬出できる方。また、持ち込んだ什器等

を自らの責任において管理できる方であれば資格は問いませんが、未成年者のみでの応募は認

めません。 

 

７．募集ジャンル 

御堂筋 kappo実行委員会が別途募集する音楽ステージの出演対象となる演目以外のもの。 

音楽ステージの出演対象となる演目以外であれば、ジャンルは原則問いませんが、公序良俗
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に反するものや大音響が発生する可能性がある等、イベント会場にそぐわないものはご遠慮く

ださい。 

※音楽ステージの出演対象となる演目での出演を希望される方は、別添の「音楽ステージ出演

者募集要項」をご確認のうえ、音楽ステージにお申し込みください。 

 

８．申し込み方法 

(1) 提出物（返却致しません） 

以下の提出物を、下記のあて先までご持参いただくか、郵送してください。 

①御堂筋 kappo2011パフォーマンス広場出演申込書 ５部 

②デモ映像 １部 

※デモ映像は、出演者全員が参加して演技しているもの。また、一般のプレイヤーで

再生可能なＤＶＤ又はＶＨＳビデオで作成してください。 

 

(2) あて先・お問い合わせ先 

〒５３０－００４３ 

大阪市北区天満４－６－１０ 合椎ビル３０１ 

御堂筋 kappo実行委員会 パフォーマンス広場公募受付担当 

（株式会社ネッツ･コミュニケーションズ内） 

電 話  ０６－６３５１－１６９６ ※受付時間＝10:00～17:00（土日祝除く） 

ＦＡＸ   ０６－６３５１－１３１６ 

Ｅ-mail  kappo2011_jimu@daiko.co.jp 
 

※郵送での申し込みの場合は、封筒に「デモ映像在中」と明記してください。 

※メールでの問合せは、件名に「パフォーマンス広場」と表記してください。 

 

※株式会社ネッツ・コミュニケーションズは、御堂筋 kappo音楽ステージ出演者公募にあたり、 

受付・問合業務等を受託しています。 

 

(3) 申込期間 

平成２３年６月２９日（水）～７月２９日（金） 

持参の場合は、各日とも１０：００～１７：００（土日祝除く） 

郵送の場合は、平成２３年７月２９日（金） （必着） 

 

９．選考について 

• 実行委員会内に審査会を設置し選考します。 

• 出演決定については、８月下旬に申込み代表者への通知を予定しています。 

• 具体的な出演時間は、出演決定後、人数やジャンルなどを考慮し事務局で決定します。 

• 審査内容等についてのお問合せには応じません。 

• 出演決定後の辞退はご遠慮ください。 

• 出演決定通知と同時に、９月中旬に予定しております「出演者説明会」のご案内を送付しま
すので、必ずご出席ください。 
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１０．失格事項 

  つぎのいずれかに該当すると認められる場合、落選とすることがあります。出演決定後に判

明した場合も同様といたします。 

(1) ステージサイズを著しく超える等、物理的に演技不可能と認められるもの 

(2) 他行事の進行の妨げとなるおそれのあるもの 

(3) 虚偽の申し込みを行なったもの 

(4) 出演枠を他者に譲渡する目的で申し込んだもの 

(5) 必要書類を提出しないもの 

(6) デモ映像が出演予定者以外の演技であるもの 

 

１１．出演決定を取り消す場合 

  つぎのいずれかに該当すると認められる場合、出演決定を取り消す場合があります。 

(1) 特段の理由なしに「出演者説明会」に出席しない場合 

(2) 近隣ビル管理者等の理解が得られなかった場合 

(3) 主催者の指示に従わない場合 

 

１２．当日出演時における禁止事項 

  つぎの行為は禁止します。違反した場合は、出演をお断りすることがあります。また、演技

中であっても、演技を中止していただくことがあります。 

(1) 申し込み内容と著しく異なる内容の演技をすること 

(2) 持ち時間を超えて演技すること 

(3) 施設、機材等に危害を加える恐れのある演技等を行うこと 

(4) 公序良俗に反する行為や来場者に不快感を与える行為を行うこと 

(5) 来場者に演技報酬を求めること（募金等の行為も含む。） 

(6) 自作ＣＤ等の販売等の営利活動や他の事業等のＰＲを行うこと 

(7) 会場内において、出演枠外で演技又はチラシ配布すること 

(8) 他の出演者等の迷惑となる行為をすること 

(9) 主催者の指示に従わないこと 

 

１３．その他 

(1) 参加料は無料です。 

(2) 出演料（交通費、運搬費等含む）は支給しません。 

(3) 提供された個人情報は、本行事を実施する目的に限り利用します。 

(4) 本行事実施のため、業務の一部を外部事業者に委託する場合があります。委託先には、個
人情報の適切な取り扱いおよび保護を行わせ、委託業務以外の利用を禁止します。 



御堂筋ｋａｐｐｏ２０１１ パフォーマンス広場出演申込書 

１ 

出演者名(団体名) 
（ふりがな） 

代表者氏名 
（ふりがな） 

代表者住所 
〒 

２ 
代表者電話番号（自宅） 

ＦＡＸ 

 

３ 代表者電話番号（携帯）  

４ 代表者メールアドレス１（パソコン）  

５ 代表者メールアドレス２（携帯）  

６ ホームページＵＲＬ http://www. 

７ 出演者人数 

      人 （男性    人・女性    人） 
担当 氏名 年齢 性別 担当 氏名 年齢 性別 

（記入例）        

ﾌﾗﾒﾝｺ 御堂花子 28 女 ギター 淀屋次郎 33 男 

ギター 大手一郎 29 男 ｶﾝﾃ（歌） 大阪太郎 32 男 

        

        

        

スタッフ   人 

８ 
希望出演時間帯 

該当に○をつけてください。 

12:00～13:00 13:00～14:00 14:00～15:00 15:00～16:00 

 （入替等時間含む。） 

９ 
ジャンル・出演内容 

具体的にご記入ください 

ジャンル〔               〕 

出演内容〔タイトル：             〕 

１０ 借用希望設備 

□マイク   本 □マイクスタンド   本 

□CD・MD プレイヤー 

持ち込み備品 

１１ 

グループの紹介 

100字以下で簡単なグループの 

紹介を記入してください。 

 

１２ 主な活動場所  

 

申込前のチェックリスト 

 □必要事項は全て記入しましたか？ □出演申込書は５部用意しましたか？ 

 □演技を録画したＤＶＤ・ビデオを１部用意しましたか？ 

平成２３年７月２９日（金） （必着） 

送り先：〒530-0043 大阪市北区天満 4-6-10 合椎ビル 301 

 御堂筋 kappo実行委員会 音楽ステージ公募受付担当 

 



パフォーマンス広場出演申込書 記入上の注意点 

 

１．団体名、代表者氏名・代表者住所など 

楷書でわかりやすく記入してください。また、記入欄に（ふりがな）の表示があるものは必ずふりがなを記入して下

さい。 

 

２．代表者電話番号（自宅） 

FAX がある場合、FAX と兼用の場合は必ず記入して下さい。 

 

３．代表者連絡先（携帯） 

緊急の連絡の場合必要ですので、携帯電話をお持ちの場合は、必ず記入して下さい。（代表の方が携帯をお持

ちでない場合は代理の方でも結構です。） 

 

４．代表者メールアドレス１ 

説明会資料などを添付送付する場合がありますので、パソコンのメールアドレスをお書きいただきますようお願

いします。 

 

５．代表者メールアドレス２ 

携帯アドレスなど。当日の緊急連絡用です。 

 

６．ホームページＵＲＬ 

ホームページをお持ちの場合に記入をお願いします。 

 

７．出演者人数 

出演者の他、出演に要するスタッフがいる場合、その人数も記入して下さい。 

 

８．希望出演時間帯 

おおまかな希望出演時間帯をご記入下さい。出演人数、出演ジャンル等により、ご希望に沿えない場合がありま

すが、この点ご了承下さい。 

 

９．ジャンル・出演内容 

演技ジャンルと内容を具体的に記入して下さい。 

 

１０．借用希望設備 

借用希望設備に○をつけてください。マイク、マイクスタンドは借用希望数をご記入ください。 

 

１１．グループの紹介 

100字以下で簡単なグループの紹介を記入してください。 

 

１２．主な活動場所 

よく出演される地域を記入してください。 

 

１３．演技を録画したＤＶＤ・ビデオの送付 

DVD・ビデオなどに演技を録画したものを送付してください。 

 



御堂筋ｋａｐｐｏ２０１１ 音楽ステージ出演申込書 

１ 

出演者名（バンド名） 
（ふりがな） 

代表者氏名 
（ふりがな） 

代表者住所 
〒 

２ 
代表者電話番号（自宅） 

ＦＡＸ 

 

３ 代表者電話番号（携帯）  

４ 代表者メールアドレス１（パソコン）  

５ 代表者メールアドレス２（携帯）  

６ ホームページＵＲＬ http://www. 

７ 演奏者人数       人 

８ 
希望演奏時間帯 

該当に○をつけてください。 

12:00～13:00 13:00～14:00 14:00～15:00 15:00～16:00 

 （入替等時間含む。） 

９ 
演奏ジャンル 

該当に○をつけてください。 

ロック／ポップス  ジャズ／フュージョン  フォーク／アコースティック 

クラシック  その他（               ） 

１０ 

借用希望楽器 

該当するセットに○をつけて 

ください。 

また、持込楽器がある場合、 

ご記入ください 

 Dr B Amp G Amp Key DI Vo Mic 

A set ○ ○ ○ ○ 1 5 

B set   ○ ○ 2 3 

C set   ○  2 2 

  ※ドラムは基本セット。DIは B・Key用を除く。 

持込楽器 

１１ 

バンドの紹介 

100字以下で簡単なグループの 

紹介を記入してください。 

 

１２ 主な活動場所  

１３ メンバーと編成 

パート 氏名 年齢 パート 氏名 年齢 

（記入例）      

ギター 大阪太郎 32 ベース 御堂花子 28 

ドラムス 淀屋次郎 33 ボーカル 大手一郎 29 

      

      

      

      

 

申込前のチェックリスト 

□必要事項は全て記入しましたか？ □出演申込書は５部用意しましたか？ 

□演奏を録音したＣＤ・ＭＤを１部用意しましたか 

平成２３年７月２９日（金） （必着） 

送り先：〒530-0043 大阪市北区天満 4-6-10 合椎ビル 301 

 御堂筋 kappo実行委員会 音楽ステージ公募受付担当 

 



音楽ステージ出演申込書 記入上の注意点 

 

１．バンド名、代表者氏名・代表者住所など 

楷書でわかりやすく記入してください。また、（ふりがな）の表示がある欄には必ずふりがなを記入下さい。 

 

２．代表者電話番号（自宅） 

FAX がある場合、FAX と兼用の場合は必ず記入して下さい。 

 

３．代表者連絡先（携帯） 

緊急の連絡の場合必要ですので、携帯電話をお持ちの場合は、必ず記入して下さい。（代表の方が携帯をお持

ちでない場合は代理の方でも結構です。） 

 

４．代表者メールアドレス１ 

説明会資料などを添付送付する場合がありますので、パソコンのメールアドレスを記入ください。 

 

５．代表者メールアドレス２ 

携帯アドレスなど。当日の緊急連絡用です。 

 

６．ホームページＵＲＬ 

ホームページをお持ちの場合に記入をお願いします。 

 

７．演奏者人数 

音楽ステージは、沿道のビルのエントランスなどをお借りして、比較的少人数の会場となっております。小編成の

バンドや弾き語りなどを想定しております。 

 

８．希望演奏時間帯 

おおまかな希望演奏時間帯をご記入下さい。ステージの大きさ、配置、バンドの編成などにより、ご希望に沿え

ない場合がありますが、この点ご了承下さい。 

 

９．演奏ジャンル 

該当するジャンルに○をつけてください。無い場合は、その他欄にジャンルを記入してください。 

 

１０．借用希望楽器 

A～C setのうち、希望するセット１つに○をつけてください。なお、持ち込み楽器は、指定の演奏時間内に簡易に

搬入・設定できるものしか使用できませんのでご注意下さい。 

 

１１．バンドの紹介 

100字以下で簡単なグループの紹介を記入してください。 

 

１２．主な活動場所 

よく出演される地域を記入してください。 

 

１３．メンバーと編成 

記入例に沿って具体的に書いて下さい。 

 



１４．演奏を録音したＣＤ・ＭＤの送付 

ＣＤ・ＭＤなどに演奏を録音したものを送付してください。 
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