
『いわたde音楽フェスタ2020』出演バンド 募集要項
『いわたde音楽フェスタ2020』で出演者（バンド）を募集します。出演を希望される方は、
下記の①～⑩までをご了承のうえ、別紙の「出演申込書」にてお申込みください。

①開催日
2020年11月7日（土）
※諸事情により延期・変更となる場合があります。予めご了承ください。

②会場・時間
1.アミューズ豊田 ゆやホール（磐田市上新屋304）

10：30～17：00 バンドステージ
ロック・ポップス・邦楽・ジャズ他
ステージ有り、PA有り、照明有り
※応募の状況により会場が変更になることがあります。

2.新造形創造館 つくるっぺい講座室（磐田市上新屋499-1）
10：00～16：00 アコースティックステージ
主にフォークを中心とした邦楽、吹奏楽アンサンブル他
ステージ無し・PA有り

※詳細は3ページからの「各会場の仕様」をご確認ください。

③出演条件
1組あたりの持ち時間は入退場・セッティング含め30分。
「アミューズ豊田ゆやホール」「新造形創造館つくるっぺい講座室」ともに、
PA等の音響機器（ドラムセット、アンプ、マイクなど）は原則主催者が用意したもの
で演奏して頂きます。
※ボーカルマイク、スネアドラム、ペダル、シンバル類、キーボード等の持込みに
つきましては予めご相談ください。
※出演が決定した場合には、事前に開催する「出演者説明会」に必ず1名以上参加を
お願い致します。
※本番当日は舞台転換、片付け等、運営スタッフとしてもお手伝い頂きます。

④募集数
1.アミューズ豊田ゆやホール

12組程度 10：30～17：00（30分休憩あり）バンドステージ
（ロック・ポップスなど）

2.新造形創造館つくるっぺい講座室
12組程度 10：00～16：00 アコースティックステージ

（主にフォーク邦楽、吹奏楽アンサンブルなど）

※詳細は6ページ「音楽フェスタタイムテーブル（予定）」をご確認ください。

⑤応募資格
メンバーに磐田市在住・在勤・在学の方が1名以上在籍していること。

※曲目はコピー、オリジナルを問いません。
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⑥参加費
1. アミューズ豊田ゆやホール

一般 ￥2,000／1名 高校生以下 ￥500／1名 （1団体 上限￥20,000）

2. 新造形創造館つくるっぺい講座室
一般 ￥1,000／1名 高校生以下 ￥500／1名 （1団体 上限￥10,000）

3. 1・2共通
生演奏（PAを通さない演奏）は一律 1名￥500 （1団体の上限は各会場の上限額）
ただし、メンバーのうち1人でもPAを通す場合は生演奏とはなりません。
（課金の賦課はバンド単位になります）
生演奏の場合でもＭＣマイクは使用できます。

⑦応募期間
開始日 2020年6月1日 （月）
締切日 2020年7月20日（月）

⑧応募方法
「各会場の仕様」及び「タイムテーブル（予定）」をご確認のうえ、
別紙「いわたde音楽フェスタ2020出演申込書」に出演希望会場を記入して、
メール、FAX、LINEで下記まで提出をお願い致します。

⑨選考方法
応募者多数の場合は、ご応募頂いた書類により選考致します。
選考結果は7月下旬にご連絡致します。
参加費については、後日開催の「出演者説明会」時に集金致します。
尚、ご応募頂いた書類は返却致しませんので予めご了承ください。

⑩その他
9月18日（金）（予定）に「出演者説明会」を開催致します。
応募者多数の場合は、出演頂けない場合もございますので、予めご了承ください。
出演決定後出演者側の都合によるキャンセルにつきましては、出演料の返還は
致しませんので、ご了承ください。

諸般の事情により、変更および中止になることがあります。予めご了承ください。

■お申し込み・お問合せ
運営受託業者 株式会社エスピーエスたくみ浜松営業所
〒435-0001 浜松市東区上石田町470-1
TEL：080-4054-2246 FAX：053-545-9464
mail：event@sps-takumi.com
LINE：@492xpfsk
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各会場の仕様

①アミューズ豊田ゆやホール会場 （10：30～17：00）

◎ライブハウス感覚の音響・照明
プロのような舞台でスポットライトを浴びて演奏
ロック・ポップス・パンクなど

○ステージ 幅14ｍ×奥行8.5ｍ

○客席数 326席（固定席）

○演奏可能人数 座奏で約15名 立奏で約30名程度

○出演料 一般￥2,000／1名 高校生以下￥500／1名 （1団体上限￥20,000）
※生演奏は一律￥500／1名 （1団体上限￥20,000）

○設置機材 ドラムセット YAMAHA STAGECUSTOM set
ベースアンプ AMPEG SVT-3PRO+SVT-410HLF
ギターアンプ MARSHAL JCM2000 DSL100+キャビネット

Roland JC-120
FENDER TWIN-REVERB

キーボード（デジタルピアノ） YAMAHA P-250
※上記の機材は変更になる場合がございます。
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アミューズ豊田ゆやホール ステージ図（セッティング例）

○ドラム、ベース、ギター、キーボード、ボーカルにそれぞれにモニタースピーカーがあります。

〇それぞれの楽器（キーボード含めて）についてアンプ、マイクを用意します。

○ドラム、ベース、ギター、キーボードのそれぞれにボーカル（コーラス）マイクがあります。

○ワイヤレスマイクは2本まで使用できます。

○ワイヤレスマイク以外に有線マイクを7本使用できます。

○アンプ及びモニタースピーカーは移動可能です。（ドラムセットは移動不可）

○使用可能マイク
ワイヤレスマイク 2本（ハンド型）
ドラム用マイク 6本（kick,SN,HH,Tom,Top/L,Top/R)
ベース用D・I 1台
キター用マイク 3本（各アンプに1本ずつ）
キーボード用D・I 2台（L/R)
その他有線マイク 7本（ボーカル・コーラス・パーカッションなど）

※ドラムセット、アンプ、マイク、PA等の機器は原則主催者が用意したもので演奏して頂きます。
※ボーカルマイク、スネアドラム、ペダル、シンバル類、キーボード等の持込みにつきましては
予めご相談ください。
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②新造形創造館つくるっぺい講座室会場 （10：00～16：00）

◎身近に気軽な空間でライブを楽しみたい方！！
フォークソロ・デュオ・トリオなど
アコースティックミュージックならOK！

○ステージ 講座室南側をステージとします。
ステージと客席エリアはフラット（段差なし）

○客席数 50席程度 それ以上は立見になります。

○演奏可能人数 立奏で8名程度

○出演料 一般￥1,000／1名 高校生以下￥500／1名（1団体上限￥10,000）
※生演奏は一律￥500／1名（1団体上限￥10,000）

○設置機材 ベースアンプ1台
エレアコ用ダイレクトボックス6台
キーボード用ダイレクトボックス2台（L/R）
ボーカルマイク6本（コーラス用含む）
※ドラムセットなし。（持込みも不可）
※アンプの持込み不可。（主催者用意のアンプを使用できます）
※楽器はすべて出演者の持込みになります。
※上記の機材は変更になる場合がございます。

○照明 通常の施設照明になります。

新造形創造館 つくるっぺい講座室会場は
数々の自主コンサートを開催している

『いわたフォークソング愛好会』
が会場運営致します。
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時間
会場

アミューズ豊田
ゆやホール

新造形創造館
つくるっぺい講座室

9：00

9：30

10：00 フォーク・アコースティック出演枠①

10：30 バンドステージ出演枠① フォーク・アコースティック出演枠②

11：00 バンドステージ出演枠② フォーク・アコースティック出演枠③

11：30 バンドステージ出演枠③ フォーク・アコースティック出演枠④

12：00 バンドステージ出演枠④ フォーク・アコースティック出演枠⑤

12：30 バンドステージ出演枠⑤ フォーク・アコースティック出演枠⑥

13：00 バンドステージ出演枠⑥ フォーク・アコースティック出演枠⑦

13：30 休憩 フォーク・アコースティック出演枠⑧

14：00 バンドステージ出演枠⑦ フォーク・アコースティック出演枠⑨

14：30 バンドステージ出演枠⑧ フォーク・アコースティック出演枠⑩

15：00 バンドステージ出演枠⑨ フォーク・アコースティック出演枠⑪

15：30 バンドステージ出演枠⑩ フォーク・アコースティック出演枠⑫

16：00 バンドステージ出演枠⑪

16：30 バンドステージ出演枠⑫

17：00

いわたde音楽フェスタ2020 タイムテーブル（予定）
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※応募の状況により出演枠は変更になる場合がございます
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※取得した個人情報は、取得目的の範囲内で使用し、これらの目的以外で使用することはありません。

いわたde音楽フェスタ2020　出演申込書

自宅の住所 日中連絡が可能な電話番号

【出演団体／よみかた】 【PA使用】 【音楽ジャンル】

【出演希望会場】 ※【出演希望時間がある場合は下記へご記入ください】

ライブ・コンサート頻度

連絡可能なメールアドレス

（カナ）

回／年

【メンバー】

【代表者】

パート 氏名（ふりがな） 年齢 職業を選択

中学生・高校生

大学生・社会人

その他

勤務先（学校）と住所

※書ききれない場合は別紙にてご提出ください。

※住所及び勤務先は磐田市在住・在勤（在学）を確認するものですので、お忘れなくご記入をお願い致します。

PR・もしくは意気込みを一言

パート 氏名（ふりがな）

中学生・高校生

大学生・社会人

その他

中学生・高校生

大学生・社会人

その他

中学生・高校生

大学生・社会人

その他

中学生・高校生

大学生・社会人

その他

住所

中学生・高校生

大学生・社会人

その他

中学生・高校生

大学生・社会人

その他

中学生・高校生

大学生・社会人

その他

中学生・高校生

大学生・社会人

その他

年齢 職業を選択

中学生・高校生

大学生・社会人

その他

勤務先（学校）住所


