1/17(土)1/18(日)
２日間

■開催：2015 年１月 17 日(土)～1 月 18 日(日) ■場所：なら 100 年会館中ホール（奈良市三条宮前町）
■時間：1 日目【1/17(土) 17 時～20 時 】 2 日目【1/18(日) 10 時～18 時 】
■出演資格
◎橋本楽器ローレンス音楽教室生徒会員、

◎橋本楽器 RET’S 講師会員

◎会員以外の一般の方（オープン参加）他の教室の生徒さんも参加できます。
出演料は会員料金に＋500 円(プラス 500 円)となります。
■ お問合せ（参加申込書提出先）
※橋本楽器ローレンス MUSIC(株) 橿原神宮前本店・受付に提出
（奈良県橿原市久米町 630－2）☎・ＦＡＸ

0744－28－4118 代表（ＦＡＸでの申込書発送後、追って参加費の請求

書を発送致します。
）
※参加申込書は、担当講師（橋本楽器ホーム教室講師）、或いは橋本楽器まで生徒様が直接提出頂いても結構です。
追って参加費の請求書を発送致します。
※一般の他の教室の生徒さんも参加可能です。出演者ご本人、もしくは指導講師が、出演される生徒様をまとめて橋
本楽器まで参加申込書を直接・電話・ＦＡＸ・メールで請求いただくか、ＨＰからダウンロードをして頂き、必要
事項を記入のうえ、応募締切日までに申し込み用紙を、送信あるいは郵送下さい。追って参加費の請求書を発送致
します。ｋｊｊｊｊ
今年も、冬の大発表会として橋本楽器ローレンス MUSIC(株)最大のイベント、奈良市なら１００年会館中ホ－ルに
て、NEW

YEAR

IN なら１００年会館（冬の大発表会）を開催いたします。自身の演奏プロモーションＤＶＤを無

料プレゼント、映像と音楽の饗宴と内容豊富な充実した発表会を開催いたします。
そして、演奏終了後、豪華大抽選会を致します。日頃の練習の成果を発表する絶好の場であり、子供から大人まで
のクラシックの中ホールにて発表会を開催致します。
今回皆様の日頃の成果を発表して頂くことが出来るように、アンサンブル演奏とシングル演奏の２部門を用意させ
て頂きました。また、映像・照明・音響を駆使したホールでの演奏は、普通の発表会とは違い、とてもグレードの
高い発表会を演出いたしております。皆様にとって良き思い出となる事でしょう。
橋本楽器は恒例の夏・冬に発表会を、開催致しております。夏は大阪大型ライブハウスでのコンクール、冬は有名
コンサートホールにて催しております。是非ふるってご出演下さい。そして、ホーム教室(先生の自宅教室)と、橋
本楽器ローランド音楽教室会員以外の他の音楽教室の生徒さんもお一人からでもお気軽に、オープン参加となりま
すので積極的にご参加下さい。お待ち致しております。

①

■出演料（ご自身のプロモーション DVD プレゼントは無料サービス）お支払いについて（税込）
①アンサンブルの出演料 （１ステージ出演）
●幼児～小学生 一括 8,500 円（ご自身のプロモーションＤＶＤ無料プレゼント）
●中学生～大人 一括 9,500 円（ご自身のプロモーションＤＶＤ無料プレゼント）

ローランド RMS 音楽教室会員
分割
4,250 円×2 ヶ月
分割
4,750 円×2 ヶ月

②シングルの出演料 （１ステージ出演）
●幼児～小学生一括 9,500 円（ご自身のプロモーションＤＶＤ無料プレゼント）
●中学生～大人一括 11,500 円（ご自身のプロモーションＤＶＤ無料プレゼント）

ローランド RMS 音楽教室会員
分割
4,750 円×2 ヵ月
分割
5,750 円×2 ヵ月

③アンサンブル
●幼児～小学生
●中学生～大人

ローランド RMS 音楽教室会員
分割
5,250 円×2 ヶ月
分割
6,250 円×2 ヶ月

+
アンサンブル出演料 （２ステージ出演）
一括 10,500 円(ご自身のプロモーションＤＶＤ無料プレゼント)
一括 12,500 円(ご自身のプロモーションＤＶＤ無料プレゼント)

④シングル +
アンサンブル
(２ステージ出演)
● 幼児～小学生 一括 11,500 円(ご自身のプロモーションＤＶＤ無料プレゼント)
● 中学生～大人 一括 13,500 円(ご自身のプロモーションＤＶＤ無料プレゼント)

ローランド RMS 音楽教室会員
分割
5,750 円×2 ヶ月
分割
6,750 円×2 ヶ月

⑤シングル

ローランド RMS 音楽教室会員

+

シングル出演料

(２ステージ出演)

● 幼児～小学生 一括 13,500 円(ご自身のプロモーションＤＶＤ無料プレゼント)
● 中学生～大人 一括 16,500 円(ご自身のプロモーションＤＶＤ無料プレゼント)
⑥シングル + シングル + アンサンブル出演料(３ステージ出演)

分割
6,750 円×2 ヶ月
分割
8,250 円×2 ヶ月
ローランド RMS 音楽教室会員

● 幼児～小学生
● 中学生～大人

分割
分割

一括 15,500 円(ご自身のプロモーションＤＶＤ無料プレゼント)
一括 18,500 円(ご自身のプロモーションＤＶＤ無料プレゼント)

7,750 円×2 ヶ月
9,250 円×2 ヶ月

※ローランド RMS 会員以外の一般参加者(オープン参加者)は、全ての部門においての会員価格にプラス 500 円になります。
※アンサンブル＝二人以上のｸﾞﾙｰﾌﾟ演奏の事です。出演料はグループ人数分の分割ではなく、上記のアンサンブル価格は一人ず
つの価格になりますので、ご了承下さい。
※シングル＝ソロ演奏で，オルガン・ピアノ・その他を一人で演奏する事です。
（データ・CD に合わせて演奏の場合もソロ・シ
ングルとなります。）
※シングル＋アンサンブル＝ソロ演奏とアンサンブル演奏の両方に出演する事です。
※アンサンブルは(バンド)は、ハードロックは、禁止いたします。
■参加料のお支払い方法

a 一括支払い(会員以外のオープン参加の方は分割支払いが出来ません。)
●一括銀行自動引落し、南都銀行は 2014 年 11 月 4 日、南都以外の銀行・郵便局は 2014 年 11 月 4 日、全額自動引落しさ
れます。申込書は橋本楽器店受付、或いは担当講師へ提出下さい。(申込締切 10 月 15 日)
●一括現金支払い（ホーム教室自動引落し会計契約者以外のオープン参加者）
2014 年

11 月末日までに参加申込書と全額現金を楽器店受付、或いは担当講師の方へお支払い下さい。

又は橋本楽器へ現金を銀行振り込みにて入金下さい。
振込料金は自己負担となります。参加申込書は郵送・FAX・パソコンメール送信等にてお願いします。

振込先

南都銀行 神宮前支店普通預金 No.2023066
ローレンス MUSIC 株式会社 代表取締役 橋本宏子
FAX・TEL 0744－28－4118
〒634-0063 奈良県橿原市久米町 630－2
パソコンメール先 hashimoto-gakki@let-smusic.com

b 分割積立支払い(ローランド RMS 音楽教室会員のみ・申込締切は 2014 年 10 月 15 日)
●分割自動引落し期間

2014 年

11 月分 ～

2014 年

12 月分

まで

● 月謝と同じ銀行口座より分割価格で自動引落しされますので、自己の口座へ入金の程宜しくお願い致します。
● 自動引落しは、南都銀行毎月 1 日、他の銀行(郵便局)３日の引き落としとなります。
[諸注意] ※１曲の演奏時間は準備も含めて 5 分以内となります。(時間厳守でお願いします) ご不明 な点 がございましたら、
橋本楽器までご相談下さい。
※申込書提出後に、出演者が不参加となりましても参加料はお支払い頂く事になります。 （一旦入金されました参加料はご返金
できませんのでご了承下さい。
）
※申込書提出後に、出演者が不参加となりましても参加料分割積立支払が途中であっても残額を含めお支払頂きます。
※最終申込締切は、11 月末日です。現金一括支払いとなります。
※銀行引き落とし分割支払い申込締切は 10 月 15 日(引き落とし月は、11 月と 12 月になります。)

【発表会参加申込提出用】
2015’NEW YEAR IN なら１００年会館
■下記の出演希望の①②③④⑤⑥を○印で囲んでください。又(

)内の使用楽器を○で囲んで下さい。

その他の楽器（バイオリン・トランペット・フルート・ギター・ドラム・サックスなど）も必ず記入御願いします。
① アンサンブル出演

（ピアノ・オルガン・その他

）

② シングル出演

（ピアノ・オルガン・その他

）

③ アンサンブル＋アンサンブル出演

(ピアノ・オルガン・その他

)

④ シングル＋アンサンブル出演

(ピアノ・オルガン・その他

)

⑤ シングル＋シングル出演

(ピアノ・オルガン・その他

)

シングル＋シングル＋アンサンブル出演(ピアノ・オルガン・その他

)

⑥

フリガナ
本人氏名

フリガナ
保護者名
(成人は記入不要)

会員番号
住所
〒

学年

性別

男

女

生年月日

西暦

年

月

印
日 生

(自宅 or 携帯番号)
※該当するところを○で囲んで下さい。 音楽歴
幼稚園・小学校・中学校・高校・短大・大学

学年（
）年
一般・その他
（
）
担当講師名と使用楽器名（使用楽器を○で囲んで下さい。）
講師名（
）① オルガン ② ピアノ ③その他楽器名(
ジャンルに☑を記入。
曲名フリガナ
フリガナ
演奏曲名
□クラシック □ポピュラー □その他 □オリジナル
作曲者名
(複数曲の場
合は全曲記入
して下さい）

)

出演者プロフィール(演奏準備の際にマイクにてプロフィールをご紹介を致します。)
（出演動機・好きな音楽ジャンル・音楽以外の好きなこと・得意なこと・曲を選んだ理由など自由に記入してください。）

■出演希望日に○印をお願いします。1/17

・ 1/18

（プログラムの都合上ご希望に添えない場合もございます）

■出演料お支払方法に、○印で囲んで下さい。
Ａ

一括払い

Ｂ

分割払い(ローランド RMS 音楽教室会員のみ)

※参加申込書提出後、出演者が不参加となりましても出演料は納めて頂く事になっております。また一旦納めて頂い
た参加費は、一切ご返金できませんのでご了承下さい。また、同じく分割支払におきましても全額お支払い頂く事に
なっておりますのでご了承下さい。

