
Shinshu Wine Summit in Matsumoto 2018 ステージ規約 

 

本年で５回目を迎え、好評を頂いております「信州ワインサミット in 松本」 

本年も、多くの皆様のご来場が予想されています。その中で、ステージプログラムはイベントを盛り上げ

る大きな要素としてとらえています。 

単なる「ライブイベント」とは趣を異にするステージですので、来場者により楽しんでいただくため、

時にはＢＧＭとして、時には会場の一体感を創出する手段として、パフォーマンスをしていただく皆様

にはステージに立つ目的意識を明確にした上で臨んでいただきたくお願いいたします。 

本年より、ステージのサイズが大きくなります。松本サマーフェスト同等の幅 7m×奥行 3m となり

ます。 

 

◆ジャンルについて 

   周囲への騒音対策上また来場客への配慮のため、ロックバンド等の激しい演奏は不可。 

   基本的にドラムの使用はできません。（ＪＡＺＺなど静かな演奏に限り使用可能） 

      →カホーン、ボンゴ、コンガなどドラム以外のパーカッションは使用できます。 

   ※ジャンル・ドラム使用についての可否は、ご提出頂いた音源・映像及び、前年度までの実績を基

に、実行委員会の判断で決定いたします。 

   今年度は、例年より厳しい音量規制を行います。生音が大きすぎ、近隣の皆様にご迷惑をお掛けす

ると判断された場合、演奏を途中でもストップして頂く場合があります。 

      

◆お申込にあたって 

別紙お申込書にもれなくご記入の上、当規約に同意いただける場合は、ＦＡＸもしくは郵送にて、

実行委員会ステージ担当（連絡先下記参照）までお申込書をお送りください。 

過年度のワインサミット及び、近年の「松本サマーフェスト」にてご出演実績のない皆様に関し 

ましては、予め音源・映像などをご提出頂き、実行委員会にて審査を行います。 

ご出演実績のない皆様は、郵送もしくはＥメール（Youtube 等へのリンクでも結構です）にて、 

音源・映像データを併せてお送りください。ご提出いただけない場合は選考対象外となります。 

お申込み締切は５月１６日（水）、ご出演の可否および、出演時間のご連絡は５月２３日（水）ま

でにメールにてご連絡差し上げます。 

締切後のお申込はいかなる場合も一切お受けできませんのでご了承ください。 

 

◆出演時間帯について 

   ステージでの演奏可能時間は、 

平日１７時１５分～２０時３０分 

土日１１時１５分～１３時３０分／１６時３０分～２０時３０分 です。 

お申込書に出演可能な時間枠をご記入いただきますが、可能な限り大きな幅でご記入ください。 

 



◆未成年者の出演について 

   未成年の方のご出演にあたっては、酒類提供を主とするイベントの性質上、親権者の方の同意書 

   のご提出をお願いしております。 

   本年 6/1 時点で２０歳未満の方がご出演を希望される場合は、必ず同意書をお送りください。 

   なお、この場合のお申込書及び同意書は、郵送提出に限らせていただきます。 

   多数の未成年の方がご出演になる場合は、別途ご相談頂きますようお願いいたします。 

 

◆出演者選定にあたって 

   先述の通り、信州ワインサミット in 松本のステージは単なるライブイベントとは趣を異にし、   

イベントの主旨にご賛同いただける皆様と共に作り上げるステージとなっています。 

   お申込が出演枠を超えて多数頂いた場合、お申込を頂いてもご出演頂けない場合もございます。 

   ご出演の可否につきましては、お申込を頂いた後、前述の音源・映像等及び、前年度までのパフォ

ーマンスを実行委員会で審査・判断の上、ご回答差し上げます。 

   必ずしも出演のご希望に添えない場合がありますことをご了承ください。 

   また、審査結果の理由はいかなる場合も開示いたしません。重ねてご了承ください。 

 

◆演奏（パフォーマンス）時間について 

   1 ステージ 40 分以内（搬入・搬出・セッティング込） 

   市街地でのイベントのため、終了時間（音止め時間）が厳しく制限されています。 

   必ず出演時間をお守り頂きます様お願いいたします。 

なお、本年は、例年より厳しい音量規制がなされております。 

規制値を超える場合は、音量を下げる等のご対応をお願いすることがございます。 

指示に従って頂けない場合は、演奏途中でも演奏を取りやめて頂きますのでご承知おきください。 

   

◆ステージ運営について 

ステージ運営に関する一切は実行委員会の指示に従って頂きます。 

当日の運営上の都合により、出演時間がずれ込むことも予想されますのでご了承ください。 

 

◆入り時間について 

   出演時間の３０分前までにはステージ横ＰＡテントまでお越しください。 

   出演時間１０分前になってもお越し頂けない場合は出演をキャンセルとさせて頂きます。 

 

◆リハーサル・サウンドチェックについて 

   リハーサルの時間は用意されておりません。搬入・セッティング終了後、音響側でのサウンドチェ

ックが出来次第の演奏開始となります。 

 

 

 



◆控室について 

   出演者の皆様用の控室及び機材置き場用のテントを１つご用意しております。 

   すべての出演者の皆様で共用のテントとなりますので、演奏時間前後３０分以内でのご利用をお

願いいたします。控室テントでの紛失・盗難に実行委員会は一切責任を負いません。貴重品の管理

には十分ご注意ください。 

 

◆搬入・搬出について 

   会場周辺は駐車禁止区域となります。お車で荷物を運ばれる場合、積み下ろし時間は５分以内を

厳守して頂き、周辺交通の妨げとならないようお願いいたします。 

   また、荷物の積み下ろしに伴う駐車等を起因とする駐車違反等につきましては、実行委員会は一

切の責を負いかねます。 

   また、出演者の皆様用の駐車場はご用意しておりません。近隣の有料駐車場をご利用ください。 

 

◆謝礼について 

   実行委員会から招聘した一部出演者を除き、謝礼・交通費等はございません。 

 

◆周辺環境及び機材破損について 

   信州ワインサミット in 松本は、市街地中心部の公共施設をお借りしてのイベントです。 

   ご出演にあたりましては、公園内施設の破損、汚損等されませんようお願いいたします。 

   また、テント、音響機材等を破損された場合、賠償していただく場合がございます。 

 

◆音響設備について 

   全ての音響設備は実行委員会にて手配いたします。音響機材リストは別紙の通りとなります。 

   リスト掲載外で使用を希望する機材がある方はお持込ください。 

    

 下記アンプ・楽器類はご希望の方には有料にてのご用意となります。（当日お支払い下さい） 

    ギターアンプ（Roland JC-120 1 台・１ステージ当たり）：￥１,５００  

    ギターアンプ（YAMAHA SR100-212 1 台・１ステージ当たり）：￥１,５００ 

ベースアンプ（Hartke MODEL5000+AK115 １台・１ステージ当たり）：￥１,５００ 

キーボード・電子ピアノ（Roland FantomX8 １台 １ステージ当たり）：￥３,０００ 

 

  その他ステージに関するお問合せ及び、お申込書・音源・映像は下記までお願いいたします。 

   松本オクトーバーフェスト実行委員会 ステージ担当 

〒390-0874 長野県松本市大手 1-7-7 ㈱リバープラネット内                                

担当者：綱野合亜人（つなの・ああと） 

０２６３－８８－３８０６  

０９０－４１８１－７３２５  

 tsunano@river-planet.com 

mailto:tsunano@river-planet.com


日付 日付

6/1（金） 6/6（水）

6/2（土） 6/7（木）

6/3（日） 6/8（金）

6/4（月） 6/9（土）

6/5（火） 6/10（日）

ＦＡＸ送信先　　０２６３－８８－３８１２　信州ワインサミットステージ担当 宛

　　平成３０年　　　　月　　　　　日　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

別紙、信州ワインサミットin松本2018 ステージ規約に同意し、出演を申込みます。

その他特記事項がありましたらお書きください。

Shinshu Wine Summit in Matsumoto 2018　ステージ参加申込書

参加人数 名

ふりがな

出演可能時間枠
※ 土・日の13:30～
16:30は演奏不可。

※ 出演可能時間が、極
端に少ない場合、ご出
演が難しくなる場合が
ございますので、極力
大きな幅でご記入くだ

さい。

未成年者出演

出演団体名
ふりがな

代表者氏名

携帯電話番号

あり（別紙親権者同意書と一緒にお申込みください）・なし

代表者連絡先

必ずＰＣのメールアドレスをご記入ください。携帯電話のアドレスは受付できません。

ご住所

PCメールアドレス

＜ステージセッティング図＞

音源使用 有（ＣＤ・ＭＤ・iPod・その他【　　　　　　　　　　】）／　無

演奏予定時間 演奏予定曲数

別紙記入例に従ってご記入ください。（広さ：横７ｍ×縦３ｍ）

持ち込み機材

分 曲

出演可能時間 出演可能時間

↓客席側



日付 日付

6/1（金） 6/6（水）

6/2（土） 6/7（木）

6/3（日） 6/8（金）

6/4（月） 6/9（土）

6/5（火） 6/10（日）

演奏予定時間 演奏予定曲数

持ち込み機材

音源使用

カホン、スプラッシュシンバル×２、ギター用ＤＩ

　３５　分 ５　曲

有（ＣＤ・ＭＤ・iPod・その他【　　　　　　　　　　】）／　無

Shinshu Wine Summit in Matsumoto 2018　ステージ参加申込書

ワインサミッツ
ワインサミッツ

参加人数
まつもと　ぶどう

松本　葡萄
３　　名

出演団体名
ふりがな

代表者氏名

×

×

ふりがな

ご住所

PCメールアドレス

未成年者出演

松本市中央○ー△ー×

あり（別紙親権者同意書と一緒にお申込みください）・なし

＜ステージセッティング図＞ 別紙記入例に従ってご記入ください。（広さ：横７ｍ×縦３ｍ）

必ずＰＣのメールアドレスをご記入ください。携帯電話のアドレスは受付できません。

代表者連絡先

grape@shinshu-wine.com

携帯電話番号 090-0000-0000

いつでもＯＫ

×

ＦＡＸ送信先　　０２６３－８８－３８１２　信州ワインサミットステージ担当 宛

　　平成３０年　５　月　　１０　日　　代表者氏名　　　　　松 本　　葡 萄

別紙、信州ワインサミットin松本2018　ステージ規約に同意し、出演を申込みます。

出演可能時間枠
※ 土・日の13:30～
16:30は演奏不可。

※ 出演可能時間が、極
端に少ない場合、ご出
演が難しくなる場合が
ございますので、極力
大きな幅でご記入くだ

さい。

出演可能時間 出演可能時間

その他特記事項がありましたらお書きください。

×いつでもＯＫ

いつでもＯＫ

１９時以降

いつでもＯＫ

×

↓客席側

記入例

Gt.&Vo.



Mixer YAMAHA LS9-32 1

JBL VRX932LA-1 4

JBL VRX918S 2

JBL SRX712M 2

Electro-Voice ZX1-90B 2

Delay Speaker Electro-Voice SX300 8

Lab-Gruppen FP10000Q 1

Powersoft M50Q 1

YAMAHA PC2002 3

System Controller LAKE LM26(for main SP) 1

KLARKTEKNIK Square One Graphic 1

YAMAHA LS9 on board 8

SHURE SM58 14

SHURE SM57 8

SHURE Beta57A 2

SENNHEISER MD421 2

AKG C451B 3

Radial J48mk2 1

COUNTRYMAN TYPE85 2

BOSS DI-1 4

TASCAM CD-01U Professional 1

TASCAM MD-CD1B 2
Playback

Direct Box

信州ワインサミットin松本 2018　音響機材リスト（予定）

音響機材に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

株式会社リバープラネット
〒390-0874　長野県松本市大手1-7-7
担当者：綱野合亜人（つなの・ああと）
０２６３－８８－３８０６
０９０－４１８１－７３２５
 tsunano@river-planet.com

Monitor Speaker

Main Speaker

Microphone

G.EQ/Effects

Power Amp



信州ワインサミット in 松本２０１８ 

親権者同意書 
 

松本オクトーバーフェスト実行委員会 御中 

 

この度、信州ワインサミット in 松本のステージイベントに出演するにあたり、親権者とし

て以下の事項を予め約束する事を条件に出演に同意いたします。 

 

１．本人の不注意によって生じた事故について実行委員会に責任は問いません。 

２．全ての個人的トラブルについては、実行委員会に責任は問いません。 

また、事態収拾を求めません。 

３．ステージ規約を熟読し、規約内容に同意いたします。 

４．本人の不注意によって器物の破損、汚損等があり、賠償責任が生じた場合、私が賠償の

責に任ずることを誓約いたします。 

 

 

＜出演者（親権者の方が自筆にてご記入ください。）＞ 

氏名  

生年月日     年    月    日 
年齢 

（8/21 時点） 
才 

住所  

 

 

＜親権者（親権者の方が自筆にてご署名・ご捺印ください。）＞ 

親権者名                             ㊞        

電話番号 （    ） 続柄  

住所  
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