
KA HULA HOA
＠スパ リゾート ハワイアンズ

出演要項
2021年10月29日（金）、30日（土）開催

於：スパ リゾート ハワイアンズ

カ フラ ホア事務局
〒220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町1-11-1-1F
TEL ： 080-2113-2553 もしくは 045-511-8418 

E-mail ： info@kahulahoa.com

フラの楽しさを「カ フラ ホア」で感じて頂けたら…

映画「フラガール」の舞台となったスパ リゾート ハワイアンズ。
そのステージで一度は踊ってみたい！

と思われている方も多いのではないでしょうか？
そんな皆様に朗報です！！！

KA HULA HOA Special「カ フラ ホア@スパ リゾート ハワイアンズ」を開催！

フラシスターとフラを楽しみ、フラを舞うことの喜びや感動、
そして、フラの素晴らしさを感じて頂けますように…

日帰りプランと宿泊プランをご用意しています。

～ 老若男女が楽しめる楽園、スパ リゾート ハワイアンズ
心許しあえる仲間と楽しい時間を名湯とともにお過ごしください ～

新型コロナウィルス感染予防策を最大限に講じて開催いたします。

先着順にてお申込み受付中！
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お申込みは、WEB もしくはファクシミリにて
お申込みフォーム：https://www.kahulahoa.com/alohahula-entry
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出演要項KA HULA HOA フラの仲間たち

【 開 催 概 要 】

■ イベント名

■ 開催日時

■ 開催場所

■ 開催内容

■ 入場料金

■ 主 催

KA HULA HOA @スパリゾートハワイアンズ

2021年10月29日（金） 夜 17:30～20:00  *予定
2021年10月30日（土）午前の部 9:30～12:00  *予定

午後の部 15:30～18:00  *予定
※ご要望が多ければ、日曜日の開催も検討いたしますので、お問合せください。

ビーチシアターステージ（スパリゾート ハワイアンズ内）
福島県いわき市常磐藤原蕨平 50

10/29 カニ カ ピラ（メレフラ）パーティ、フラ ワークショップ 他
10/30 フラ 他 ステージ 約 30枠（午前の部・午後の部）

スパリゾートハワイアンズ入場料が必要です。
※入場料込のオフィシャル日帰りプラン、宿泊プランを

ご用意しています。

カ フラ ホア事務局
〒220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町1-11-1-1F
E-mail ： info@kahulahoa.com
公式ウェブサイト ： http://www.kahulahoa.com
Facebook ： https://www.facebook.com/kahulahoa

【 ご出演料金について 】

ご出演料金 お一人につき 1曲 ￥6,600（税込）、小学生以下 ￥5,500（税込）

・ 1曲につき6名様以上 にてお申込みください。
※ 6名様以下でもエントリー頂けますが、以下の最低料金が掛かります。

・ ご出演１枠につき、2曲 または 3曲 （出演持ち時間については別項 ※P3 ご参照）

・ 1グループにつき 2枠まで お申込み可能
※但し、1グループのご出演総人数が30名様以上 且つ 5曲以上となります。

30名様を下回った場合は1枠（3曲）に変更となります。

《 1枠の最低料金 》
* 2曲にてご出演の場合 ： ￥6,600 × 6名 × 2曲＝ ￥79,200（税込）
* 3曲にてご出演の場合 ： ￥6,600 × 6名 × 3曲＝￥118,800（税込）

※ 出演人数をご申告の上、その人数に従ってお支払い頂きます。
「ご出演料の金額確認書」を事務局よりメールにてお送りいたします。

※ 人数の変更が生じた際は適宜、お知らせください。
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※ 日帰りにてご参加の方は別途、スパリゾート ハワイアンズの入場料が必要です



【 出演申込みについて 】
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・ ご出演のお申込み手順は以下の通りです。

※先着順の受付となります。規定数に達し次第、申込み受付を終了させて頂きます。
是非！お早目にお申込みくださいませ。

お申込みを頂く前に以下をご一読頂き、ご理解くださった上でご応募ください。

・先着順にてお申込みをお受けし、規定枠数に達した時点で受付終了となります。

・お申込みは「カ フラ ホア」の Webサイトに掲出のお申込みフォーム をご利用ください。
お電話(口頭)やＥメールなどではお受けしておりません。

・お申込み後、出演確定のハーラウ(グループ)へ「出演確定のご案内」をお送りいたします。
このご案内とお申込金（￥79,200）のお支払いを以って出演が確定となります。

「出演確定のご案内」をお送りした以降のキャンセルはできませんが、やむを得ずキャンセル
される場合、お申込金（￥79,200）を取消料として充当させて頂きます。
※イベントがキャンセルとなった場合は、振込手数料を差し引いて返金いたします。

・出演料は後日にご提出頂くエントリーシートにもとづき算出し、代表の方へ「ご出演料の金額
確認書」にてお知らせいたします。その後、事務局指定の口座へお振込み頂きます。

※お申込金（￥79,200）は出演料に充当いたしますので、最終的な出演金額の合計額より、
その分を差し引きいたします。

Webに掲出のお申込みフォームをご利用
にて、お申込みください
※先着順の受付となり、規定数に達し次第、

申込受付終了

1 事務局にて申込み受付け後、
「出演確定のご案内」 および
「エントリーシート」をお送りします。

※上記資料受領後、10日以内にお申込金
￥79,200をお支払い頂きます。

「エントリーシート」へ曲目、出演人数
などの詳細を記入の上、指定期日までに
事務局へご返送ください。

※出演確定後のキャンセルはお受けできません

2

「ご出演料の金額確認書」を事務局より
メールにてお送りいたしますので、
確認書に記載の指定口座へ期日までに
お振込みください。
※お振込完了後、出演人数が変更となる

際は、適宜お知らせください。

3

イベント当日の1～2週間前頃までに
「当日のご案内」や
「ステージスケジュール」などを
お送りいたします。

4

ご家族やお友達と共に、
ステージへのご出演など、スパリゾート
ハワイアンズ の休日をお楽しみください！

当日

エントリー完了

出演要項KA HULA HOA フラの仲間たち
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WEBからのお申込みは
https://www.kahulahoa.com/hawaiians-entry
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■ 金曜日ご宿泊の方は、30日（土）午前の部のご出演になります。日帰り および 土曜日
ご宿泊の方は30日（土）午後のご出演になります。
尚、連泊の方は、いずれの時間帯もご選択いただけます。

※日帰りで午前の出演を希望される場合はご相談ください。

■ 1エントリー(1枠)の出演曲数は(2曲 または 3曲)です。
但し、 1グループの出演総人数が30名様以上 の場合、ご希望により2枠 (合計5曲 または
6曲 ※4曲は不可) にてお申込み頂けます。

■ 出演時間の長さ(分数)は、 2曲にて出演の場合 9分以内、3曲にて出演の場合 12分以内、
 5曲にて出演の場合20分以内、6曲にて出演の場合 24分以内となります。

※いずれも出ハケを含めての時間となります。※曲の合計分数ではありません。
上記の時間を超えないよう、自由に演出してください。

■ 出演曲目変更と曲順の入替え、曲の長さの変更は14日前まで(厳守)といたします。
それ以降はスケジュール確定となるため、一切お受けできません。

※音源（CD）は事前確認が必要なため、開催日の10日前までにお送り頂きます。

■ ステージの大きさ
ビーチシアターステージ ： 横幅 20m×奥行き10m、高さ1m ※変形型ステージ

■ ステージの人数制限
ステージ上での過密状態を避けるため、ステージの人数制限を設定させて頂きます。
メインステージ：基本は25名までとさせて頂きます。

※ダンサーとダンサーの間隔は前後左右2m（最低でも1.5m）を保ってください。
※ステージ上でマスクを着用されない場合は、特に間隔を厳守にてお願いします。

■ ステージ上でのフォーメーション および カヘアについて
パフォーマンス中は息が上がり、口呼吸となりがちです。マスクをつけていないステ
ージでは、前後左右などフォーメーションにてダンサーが入れ替わる際にニアミスが
起こり得る可能性があり、その場合は感染リスクが上がります。また、カヘアも開口
し、声を出すことから飛沫感染の可能性も生じます。
よって今ステージでは、できるだけ入替えのないフォーメーションを組んで頂くこと
をご検討願います。また、カヘアは代表の方1名にてお願いいたします。

※今後の感染状況やワクチンの接種状況により、緩和することがあります。

■ 出演中の衣装替え（早着替え）の制限
曲間での衣装替えは極力、お避けくださいますよう、お願いをいたします。
急いで着替える必要があるため気持ちに余裕がなく、更衣室内でのマスクの着用や
人と人との距離を保つことを忘れてしまうことも想定されます。
また、早替えスペースが狭いため、何卒、ご理解をお願いいたします。
どうしても着替えを望まれる際は、ご相談ください。可能な限りの調整を試みます。
なお、レイの取替のみなど、着替えを伴わなければステージ裏にて対応可能とします。
但し、通常同様に曲間のステージ上に空白を開けることはできません。

※トラブル防止のため、出演当日のお申出はお受けできません。

■ チェックインについて
総合受付にて代表の方にチェックインして頂きます。
受付完了後、滞在中の説明をいたします。

10月29日（金）13時～17時 ※ワーク参加の方は13時45分までに要チェックイン。
10月30日（土）７時45分～17時

【 ご出演について 】※重要事項
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■ 更衣室について
カ フラ ホア出演者更衣室（ウォーターパーク アミューズメント館内予定）を順番にご利用
頂きます。
お着替えの時間は事前にお知らせします。
更衣室入室の際は、マスク着用を厳守頂きます。※出演後も同様

※スパリゾートハワイアンズ内の公共エリアに配置されているテーブルや椅子などを占有
し、準備をされることは厳禁となっています。またイベント会場内であっても、更衣室
以外での準備も禁止とさせて頂きます。

■ 出演前の待機について
お着替えやご準備が完了された後、グループ毎に集合場所・時間を定めますので、お集まり
ください。お揃いになられましたらスタッフがステージまで誘導いたします。

■ 荷物と貴重品について
安全な場所に荷物置き場を設置いたしますが、多くの方にご利用頂きますので、お間違え
のないようにご協力ください。また、お財布などの貴重品の管理は各グループ内にて協力
し合い、しっかりと行って頂けますようお願いします。

※ステージに出演されない関係者へ貴重品をお預け頂くのが一番安全かと思われます。

■ ご準備頂く音源について
当日にご持参頂く音源は、1枚のCDにエントリー曲順にまとめごて収録ください。
なお、持ち時間には出ハケの時間も含まれておりますので、曲の分数が長く、出ハケの
時間に余裕がない場合は、時間通りの進行を実現するため、事務局の判断により、かけ流し
のCDを事前に作成、提出のお願いをさせて頂くことがあります。

■ 出演曲について
尊敬するハワイ文化であるフラとして、ご出演曲は、ハワイアンソングやハパ ハオレを
お薦めいたします。

■ 当日のリハーサル などについて
当日は、リハーサル時間はなく、場当りのみとなります。また、出演前に練習をされる
スペースの用意もありませんことをご了承ください。※ステージ上に1m間隔で目印あり

■ 会場内のステージ撮影について
著作権保護の観点 および プライバシー保護と安全上の理由により、全面禁止となります。
但し、ご出演のハーラウ、グループ関係者の方は申請により2名様のみ撮影が許可されます。

※撮影時にはビブスをお貸し出しいたしますので、必ずご着用ください。

■ 新型コロナウィルス感染症の影響によるイベントのキャンセルについて
感染状況により、カ フラ ホア事務局がイベント中止の判断をすることがあります。
中止と判断した際は振込み手数料を除き、お預かりした出演料を返金いたします。
但し、開催直前（およそイベント開催初日から遡って10日以内）に政府の判断・要請 等
にて急遽、中止の判断をせざるを得ない状況となった場合は必要経費としてお預かり金額
の10％ および 振込手数料を差し引かせて頂いた分を返金いたします。

今開催では、皆さまの健康を守るためと感染予防のため、大変無理なお願いをさせて頂く
ことにもなりますが、何卒、状況をご理解の上、ご協力をお願い申し上げます。

Copyright (c) Ka Hula Hoa All Rights Reserved.
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【 ご出演について 】※重要事項



【 その他お知らせ 】
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■ 日帰りプラン、宿泊プランを用意しております。

■フラワークショップ(ハワイよりクムフラが来日予定)への参加もご検討ください。

■ スパリゾートハワイアンズご利用の方は、駐車場をご利用頂けます。

■ イベント損害保険に加入いたしますので、開催中のご出演者、ご来場者の
怪我などのアクシデントをカバーいたします。(物品の盗難・破損などは対象外)

■ 天災、人災などの不可抗力により開催が困難と判断される場合、カ フラ ホア事務局が
イベントの中止 または 延期を決定します。
中止と判断された場合は必要経費を除いた出演料を返金いたします。

■ スパリゾートハワイアンズは、沿岸部から最短直線距離で約 8.3km 離れており、入場口は
海抜 約76.2ｍ の高さに位置しています。地震・津波が発生した場合は、係員の指示に従っ
て行動してください。

■ その他、当日の出演に関する詳細は、出演が確定されたハーラウ(グループ)へ、イベント
開催日の1～2週間前にご案内いたします。

■ ご不明点やご質問は、お気軽に事務局までご連絡ください。
TEL ： 080-2113-2553 もしくは 045-511-8418
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