
横濱 JAZZ PROMENADE 2019　街角ライブ　参加申込シート

＜基本情報＞

フリガナ

バンド名

代表者名

はい 　いいえ

出演者数 人 内訳人数 社会人：　　　　　　　人 大学生：　　　　人 高校生：　　　　人 中学生：　　　　人 小学生：　　　　人

これまでの横濱ジャズプロムナード「街角ライブ」出場回数 回（総数）

出場年度
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014 2015 2016 2017 2018

A B C 　　　　D E

＜実行委員会との連絡窓口＞

氏名

住所

電話番号 FAX番号

携帯電話

＜希望日程等＞

＜当日演奏するジャンル及び演奏予定曲をお知らせ下さい＞

⇒シート２（メンバー表）、シート３（セッティング図）もご記入ください。　

E-mailアドレス（添付ファイルをお送りすることがありますので、PCアドレスをご記入ください。携帯mailアドレス不可）

　　　　　　どちらでも

※Eメールに添付してお送りください。メール添付できない場合のみFAX(045-323-9352)でお送りください。

横濱JAZZ PROMENADE 2019「街角ライブ」について、参加要項の諸条件を承諾のうえ、参加を申し込みます。

部活・クラブ活動など、構成メンバー全員が高校生以下のバンドですか？

←お申込みいただいたバンド名で

の出場回数です。

種別
（募集要項掲載のＡ～Eのいずれか）

（〒　　　　　　－　　　　　　　　）　　　  　　　

モダンジャズ

コンテンポラリージャズ ボサノバ

フリージャズ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　10月12日（土） 　　　10月13日（日）
「横濱 JAZZ PROMENADE 2019」

街角ライブ出演希望日

9月11日(水)19:00〜20:30(予定)の出演者説明会に

ご参加頂けますか?  ※参加必須

「ラグビーワールドカップ2019™ファンゾーン」に

ご出演希望しますか？(希望日にチェック)

演奏予定曲名をご記入下さい

（当日変更なっても構いません）

ファンク/ソウルジャズ フュージョン

           その他(ジャンルをご記入ください)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

トラディショナルジャズ

ラテンジャズ

スイングジャズ

　　　希望しない　　　11月1日（金）

　　10月26日（土） 　　　10月27日（日）

　　　参加出来ません　　　参加します
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横濱 JAZZ PROMENADE 2019　街角ライブ　参加申込　メンバー表

氏名
楽器

(省略名)
年齢 横濱JAZZ PROMENADE 2019で掛け持ちするバンド名

例 横濱みらい p 42 ピアノ p

例 横濱みなと w-b 18 JAZZPRO SWINGERS ウッドベース w-b

エレキベース e-b

ドラム ds

パーカッション per

ギター gt

フルート fl

クラリネット ｃｌ

バスクラリネット b-cl

ソプラノサックス ss

アルトサックス as

テナーサックス ts

バストロンボーン btb

チューバ tub

ユーフォニウム euph

　　　　　　どちらでもヴォーカル Vo

指揮者 cond

司会 mc

※足りない場合は欄を追加ください。

バンド名

楽器省略

注意事項

スムーズな準備、制作のため、下記のご協力をお願いいたします！

１．申込時の予定メンバーをご記入下さい。

２，メンバーに変更が出た場合、お名前はお知らせ頂かなくて結構ですが人数に増減がある場合は「人数のみ」お知らせく

ださい。
３．楽器は省略名をご記入ください。該当しない場合は省略せずにご記入ください。★右記参照★
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下記が基本レイアウトです。□の中を●で埋め編成人数とマイク記号・ライン記号を使い必要回線数を

お知らせ下さい。追加がある際は図を参考の上追加記入をお願い致します。 

＊注意事項
・持込機材欄は、ギターアンプやドラムのスネアなど、出演者個人の機材を持ち込む場合のみご記入下さい

・会場によりご希望通りの立ち位置とならない場合がございます。

・セッティング記載にあたっては、下記の記号をコピー＆ペーストしてお使い下さい

＊ビッグバンド会場にて主催者が用意するマイク本数は、下記の通りとなります。

＊ビッグバンド会場、コンボ会場で用意する楽器について
ドラムセット、ギターアンプ、ベースアンプ、キーボード（88鍵・ピアノタッチ）を各１台ずつご用意します。

コンボ会場は、更にボーカルマイク2〜3本をご用意します。

＊音量制限のある会場では、ドラムやアンプ類、管楽器にマイクを立てない場合があります。

＊マイク本数や楽器の詳細については、出演者説明会にてご案内します。

横濱ジャズプロムナード2019 街角ライブ セッティング図　ビッグバンド用

バンド名

ヨミガナ メンバー数

正式名称 名

パート 持込機材

客　　　席

記号

説明
マイク

*マイクで音を拾う場合記入

ライン

*ライン入力で音を拾う場合記入

立ち位置

*各パートの立ち位置を記入

項　目 内　容

ブラス 原則的に最後尾列から４本×４本×５本を基本セットとして設置します

ソロ用 １〜２本

キーボード ライン出力　＊モニターとしてキーボードアンプを使用

ボーカル １〜２本

ギター アンプを使用

ベース ライン入力とアンプを使用

ドラム 4本（キック、スネア、シンバル×2）
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B.Amp G.Amp

Dr

TP

TB

SAX
Key

VOCAL

SOLO



下記が基本レイアウトです。□の中を●で埋め編成人数とマイク記号・ライン記号を使い必要回線数をお知らせ下さい。

追加がある際は図を参考の上追加記入をお願い致します。 

＊注意事項
・持込機材欄は、ギターアンプやドラムのスネアなど、出演者個人の機材を持ち込む場合のみご記入下さい

・会場によりご希望通りの立ち位置とならない場合がございます。

・セッティング記載にあたっては、下記の記号をコピー＆ペーストしてお使い下さい

＊コンボ会場にて主催者が用意するマイク本数などは、下記の通りとなります。

＊コンボ会場では、音の小さな楽器（例：フルート・バイオリンなど、管楽器は原則不可）や

ボーカルのみマイクを使用し原則として楽器にマイクは使用出来ません。

＊詳細については、出演者説明会にてご案内します。

＊コンボ会場で用意する楽器について
ドラムセット、ギターアンプ、ベースアンプ、キーボード（88鍵・ピアノタッチ）を各１台ずつご用意します。

横濱ジャズプロムナード2019 街角ライブ セッティング図　コンボ用

バンド名

ヨミガナ メンバー数

正式名称 名

パート 持込機材

客　　　席

記号

説明
マイク

*マイクで音を拾う場合記入

立ち位置

*各パートの立ち位置を記入

項　目 内　容

キーボード キーボードアンプまたは簡易ミキサーを使用

ボーカル １〜２本

ギター アンプの音を拾うマイクの使用は出来ません

ベース アンプからの出音のみ。ミキサーへのライン入力・マイクでの集音は出来ません

ドラム マイクの使用は出来ません。

提出資料③

B.Amp G.Amp

Dr

Key

VOCAL



下記に立ち位置・パートをご記入下さい

＊注意事項
・持込機材欄は、ギターアンプやキーボードなど出演者個人の機材を持ち込む場合のみご記入下さい

・セッティング記載にあたっては、下記の記号をコピー＆ペーストしてお使い下さい

＊コンボ会場にて主催者が用意するマイク本数などは、下記の通りとなります。

＊ドラムレス会場では、音の小さな楽器（例：フルート・バイオリンなど、管楽器は原則不可）や

ボーカルのみマイクを使用し原則として楽器にマイクは使用出来ません。

＊詳細については、出演者説明会にてご案内します。

＊ドラムレス会場で用意する楽器について
ギターアンプ、ベースアンプ、キーボード（88鍵・ピアノタッチ）を各１台ずつご用意します。

ギター アンプの音を拾うマイクの使用は原則出来ません

ベース アンプからの出音のみ。ミキサーへのライン入力・マイクでの集音は出来ません

項　目 内　容

ボーカル １〜２本

キーボード キーボードアンプまたは簡易ミキサーを使用

記号

説明
マイク

*マイクで音を拾う場合記入

立ち位置

*各パートの立ち位置を記入

客　　　席

パート 持込機材

横濱ジャズプロムナード2019 街角ライブ セッティング図　ドラムレス用

バンド名

ヨミガナ メンバー数

正式名称 名
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