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ミュージック&パフォーマンス 

in Centrair 

2017 

11/19 
有名芸能人 来場！ 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1501495953/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ZyZWUtaWxsdXN0cmF0aW9ucy1sczAxLmdhdGFnLm5ldC9pbWFnZXMvbGdpMDFlMjAxMzA4MjExMDAwLmpwZw--/RS=^ADBVC2nfcXAzSfZ.QbGQUoUIqRpKVI-;_ylt=A2RinFURsX1Zqn8A1kGU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1501495953/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ZyZWUtaWxsdXN0cmF0aW9ucy1sczAxLmdhdGFnLm5ldC9pbWFnZXMvbGdpMDFhMjAxMzA4MjEwOTAwLmpwZw--/RS=^ADBENQ.iFX5EzLzGwFPaE4bn05tfcs-;_ylt=A2RinFURsX1Zqn8AyEGU3uV7
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【キッズダンス審査員】 
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【キッズダンス審査員】 

 

矢野晶裕 

(CANDYSOUL 代表/→SCHOOL←） 
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【キッズダンス審査員】 

 

東
AZUMA

 純平
J U N P E I

 
 

作詞作曲家・音楽プロデューサー 

 

公益社団法人 日本作曲家協会会員 

一般社団法人 日本音楽著作権協会会員 

       日本歌謡講師会 会長 

宮崎県出身 

作編曲家 賀川晴雄氏（石川さゆり、綾瀬一美、加門亮

を育てる）に師事 

タレントマネージャーをしながら、作詞作曲、ボイスト

レーニングを学ぶ 

DAPUMP ISSAの実父 一茶パパ、PAPA・辺土名の

総合プロデューサー 

「アッコにおまかせ！」「２時ワクッ！」他多数出演させ

る 
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★開催日：2017年 11月 19日 （日） 

 

★会 場：中部国際空港内 セントレアホール  

        ■住所 愛知県常滑市セントレア１－１ 第２セントレアビル４Ｆ 

■アクセス ◆名鉄空港線「中部国際空港駅」直結  ◆セントレアライン「セントレア東ＩＣ」 

 

★エントリー締切  

9月 15日 第 1期エントリー締切 

9月 25日 第 2期エントリー締切 

＊定数に達した場合は受付終了となります。 

 

★タイムスケジュール（予定） 

12：15 開場 

13：00 オープニング  

    来賓挨拶・審査員紹介・審査方法等ガイダンス 

    アイドルグループ「ナト★カン」 

13：40 ミュージック空手 コンテスト  

14：40 休憩 

14：55 ミュージック空手 チャラ披露 

    アイドルグループ「究極人形」 

15：10 ダンス（パフォーマンス含）コンテスト 15組 

16：25 休憩 

16：40 ゲストパフォーマンス「NO1 TEP PUP」 

17：00 結果発表 

17：40 お楽しみタイム！ ビンゴゲーム！ 

18：30 全終了 

 

■エントリーまでの流れ 

「各種キッズ部門 ダンス＆パフォーマンス」 

① エントリーシートを記入し大会事務局へ 

↓ 

② 書類審査の通過通知をメール、Fax、℡ 等でご連絡いたします。 

メンバー表の提出のご連絡をします。 

  ↓★まだ、この時点ではエントリーは完了しておりません。 

③ エントリー通過通知を受けた日より、1週間以内に出演料振込となります。 

★まだ、この時点ではエントリーは完了しておりません。 

２０１７ ミュージック＆パフォーマンス 

 in Centrair 

ステージの広さ 

面積 63m²（約 13.5m×約 4.7m） 

ステージ高 0.6m 
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振込期日が過ぎてもご入金が無い場合はキャンセルとなります。 

  ↓ 

 

④ 出演料振込確認をした後、[エントリー完了]通知を出演決定チームへご連絡します。 

↓ 

 

⑤ 大会 1か月前 

出演者用リストバンドを郵送 

1団体 1名引率者用リストバンドを郵送 

↓ 

 

⑥ 大会当日 

リハ希望チーム（立ち位置確認程度）は 10時よりセントレアホールロビーにて受付開始 

CDを持参の上、リストバンドの確認も致します。 

 

 

【大会募集要項】 

★「ミュージック空手」 

  直接、大会事務局（info＠mktoshin.com）にご連絡ください。 

   

★「各種キッズ部門 ダンス＆パフォーマンス」 

 

〈人 数〉    3名～       ＊20名を超える場合はご相談ください。 

 

〈年 齢〉    小学生～中学生まで 

           但し、高校生以上の希望者があった場合、（高校生以上）のクラスを

作る場合があります 

 

〈参加ジャンル〉 オールジャンル 

 

〈持ち時間〉   3分以内（出ハケ含む） 

 

〈音 源〉    CD （1曲入れたものを 2枚用意、チーム名を記載） 

 

〈出演料〉    1人 1演目 2000円 

                 チームを重複して出場する場合、出場回数×2000円です 

 

〈その他 注意事項及びお願い〉     

① キャンセルの場合は、出演料をキャンセル代とさせて頂きます。 

          ご了承ください。 
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② ルールやマナー、期日等を守って頂けない場合は出場をお断りする

場合がございます。 

 

③ 所属する団体や教室がある場合は、必ず代表者の承諾を得て頂きま

すようにお願いいたします。 

 

④  主催者側で記録した映像や写真に関して広報等で使用する場合が

有ります 

 

⑤ スポーツ保険のご加入をお願いいたします。当日出演者の怪我等に

関しましては各団体にてご対応をお願いします。 

 

⑥ 当日、出演者用及び引率者用のリストバンドを忘れた場合、 

入場料は実費（1000円）となります。 

 

⑦ 当日、ゲスト団体以外の物販は禁止です。 

 

⑧ 当日、メンバー交代は受付にて申し出てください。 

 

⑨ 当日、メンバー追加の場合は 1人参加費 2000円が必要 

 

〈出演制限〉 

         火気・アクロバット・大物機材などは禁止となっております。 

         持込資材や道具がある方は、大会事務局までご相談ください。 

 

■ 審査方法  

◇「ミュージック空手」  

空手師範及び関係者による審査 

   ヌンチャク等の武具は使用不可 

    衣装の着用は可 

 

◇「各種キッズ部門 ダンス＆パフォーマンス」 

プロのダンサー、芸能企画社長による審査 

  

◇すべてのコンテストは、観客が参加してのオーディエンス審査も行います。 

 観客の持ち票は各部門 2票ずつです。 

①ミュージック空手部門 ②各種キッズ部門ダンス＆パフォーマンス） 
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■応募方法 

♪「ミュージック空手」の参加要項は、加盟団体へ直接送付いたします。 

その他の空手団体で参加希望の場合は、お気軽にご連絡ください。 

 

♪「各種キッズ部門 ダンス＆パフォーマンス」参加希望のチームはエントリーシートを

記入の上、メールか FAXで応募してください。 

9月 15日 第 1期エントリー締切 

9月 25日 第 2期エントリー締切 

メール info＠mktoshin.com  FAX 0566-77-5490     

 

 

■支払方法 

銀行振込 ＊振込の際、チーム名を必ず入力してください。 

      お振込みが完了した時点で申込受付も完了とします。 

      振込手数料は各チームご負担でお願いいたします。 

 

〈入金口座〉三菱東京UFJ銀行 安城支店（あんじょうしてん） 

      普通 0380806 

      特定非営利活動法人 国際ミュージック空手連盟 闘
とう

真
しん

       

      理事 清水祐治 

 

 

■賞の詳細 

〈ミュージック空手部門〉 

＊トロフィーは振付師へ 

＊メダルは演武者全員へ 

 名誉総裁賞     トロフィー＆メダル＆賞金（1万円） 

        二 位       メダル 

        三 位       メダル 

         

スポンサー賞    トロフィー＆メダル＆賞金（1万円） 

        特別パフォーマンス賞 トロフィー＆メダル 

オーディエンス賞  メダル 

 

 

〈各種キッズ部門 ダンス＆パフォーマンス〉 

＊トロフィーはチームで 1つ 

＊メダルは演武者全員へ 

       グランプリ     トロフィー＆賞金（1万円） 



9 

 

       二 位       トロフィー 

       三 位       トロフィー 

        

特別パフォーマンス賞 トロフィー 

オーディエンス賞  メダル 

 

■各ジャンル共通 

  〈控室・更衣室〉 

    男女別の部屋を用意（メイク用ライト有） 

    演者用の大会議室を用意（飲食可能） 

 

〈機材〉 

音響・マイク用意完備 

マイクが 3本以上必要な場合はご相談ください。 

 

  〈駐車場〉 

   空港駐車場 （有料 上限 1500円） 

 

  〈一般客の観客入場料〉 

全指定席となります。 

    一座席  1000円  

（但し、出演者と引率者リストバンド着用の方の観覧席は別でご用意しております。

座席料無料 時間帯により満席の場合は控室で待機をお願いする場合があります） 

 

  〈指定席〉 

    できるだけ連番でお取りしますがご希望に添えない場合も生じます。 

    ご理解の程宜しくお願い申し上げます 

 

 

 

 

 イベント事務局 

「2017 ミュージック＆パフォーマンス in Centrair」 

      

 [申込先・問合せ先] 

   〒446-0019  愛知県安城市新明町 10－3 

NPO法人 国際ミュージック空手連盟 闘
とう

真
しん

 

  TEL0566－77－5470  FAX0566－77－5490  担当 清水 

メール info＠mktoshin.com   HP http://www.mktoshin.com/ 
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規定人数　3名～　　　　＊20人を超える場合は要相談

フリガナ

★チーム代表氏名

★連絡が付く電話

★代表者住所

★メールアドレス

部門2　「各種キッズ部門　ダンス＆パフォーマンス」

エントリー通過次第、通知いたします。通知後1週間以内にお振込みください。
振込順に指定席をお取り致します。

★合計参加料

合計　　　　　　　　人　　　　　（男子　　　　　　人　　　　　　　　　　　　女子　　　　　　　人）

＊大会募集要項を了承し申し込みします

★人　数

★平均年齢

★パフォーマンスの
ジャンル

★参加人数

★チーム名

大会当日、出演前に読み上げるPRコメントです　100字以内でご記入ください。（希望チームのみ）

【2017　ミュージック＆パフォーマンス　in　Centrair】

全指定席　代金 　　　　　　　　　　　　　小計　　　　　　　　　　　　　　　円

大会参加費 　　　　　　　　　　　　　小計　　　　　　　　　　　　　　　円

銀行振込金額 　　　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　　　　円　　　　振込手数料はご負担下さい

★チケット購入　　　　（エントリー者以外の一般観覧者の購入座席数）

全指定席 　　　　　　　　　　希望枚数　　　　　　　　　　　　　　　枚

一人2000円×　　　　　人＝　　　　　　　　　　　　円　　　（振込手数料は各団体でご負担ください）

エントリーシートご送付日  2017年　　　　　月　　　　　　日

フリガナ


