
2016年第7回　　第一次募集ステージ概要（1）

ステージ名称 緑のステージ ステージ名称 錦糸公園内広場
（ハイネケンステージ）

ステージジャンル等 ノンジャンル ステージジャンル等 マーチングバンド、
デキシー系

雨天時のステージ可否 小雨可 雨天時のステージ可否 不可
ドラムの設置・使用 設置・使用可 ドラムの設置・使用 使用不可
キーボードの設置・使用 設置・使用可 キーボードの設置・使用 使用不可
バンド人数目安 4～10人 バンド人数目安 6～20人
演奏時間帯　　13日 11時～14時 演奏時間帯　　13日 13時～15時
募集枠（バンド）数　13日 3組 募集枠（バンド）数　13日 1組
演奏時間帯　　14日 11時～14時 演奏時間帯　　14日 13時～15時
募集枠（バンド）数　14日 3組 募集枠（バンド）数　14日 1組
備考： 備考：

　　　　演奏時間15分程度ｘ2回

ステージ名称 VIBAR ステージ名称 ROCK BOTTOM
（店舗、喫茶） （店舗、BAR）

押上
ステージジャンル等 ノンジャンル ステージジャンル等 ロック、ブルース

雨天時のステージ可否 可 雨天時のステージ可否 可
ドラムの設置・使用 設置・使用可 ドラムの設置・使用 設置・使用可
キーボードの設置・使用 設置・使用可 キーボードの設置・使用 バンド持込、使用可
バンド人数目安 1～5人 バンド人数目安 3～5人
演奏時間帯　　13日 13時～18時 演奏時間帯　　13日 14時～19時
募集枠（バンド）数　13日 5組 募集枠（バンド）数　13日 4組
演奏時間帯　　14日 13時～18時 演奏時間帯　　14日 14時～19時
募集枠（バンド）数　14日 5組 募集枠（バンド）数　14日 4組
備考： 備考：
　　　　　http://vibar.tokyo/ 　　　　　　http://www.rock-bottom.net/

ステージ名称 押上天祖神社 ステージ名称 おしなりくんの家
（屋内、集会所） （店舗、喫茶・土産品）
押上 押上

ステージジャンル等 スムースジャズ ステージジャンル等 アコースティック
フュージョン

雨天時のステージ可否 可 雨天時のステージ可否 可
ドラムの設置・使用 設置・使用可 ドラムの設置・使用 使用不可
キーボードの設置・使用 設置・使用可 キーボードの設置・使用 使用不可
バンド人数目安 3～6人 バンド人数目安 1～3人
演奏時間帯　　13日 12時～18時 演奏時間帯　　13日 13時～17時
募集枠（バンド）数　13日 6組 募集枠（バンド）数　13日 4組
演奏時間帯　　14日 12時～18時 演奏時間帯　　14日 13時～17時
募集枠（バンド）数　14日 5組 募集枠（バンド）数　14日 4組
備考： 備考：
　　　　　14日最終セッション予定



2016年第7回　　第一次募集ステージ概要（2）

ステージ名称 cafe kohana ステージ名称 賛育会病院駐車場
（店舗、喫茶） （屋外、屋根有り）
押上/錦糸町北 錦糸町北

ステージジャンル等 ジャズ ステージジャンル等 ノンジャンル

雨天時のステージ可否 可 雨天時のステージ可否 可
ドラムの設置・使用 設置・使用可 ドラムの設置・使用 使用不可
キーボードの設置・使用 設置・使用可 キーボードの設置・使用 バンド持込、使用可
バンド人数目安 2～4人 バンド人数目安 2～4名
演奏時間帯　　13日 13時～19時 演奏時間帯　　13日 11時～17時
募集枠（バンド）数　13日 6組 募集枠（バンド）数　13日 5組
演奏時間帯　　14日 13時～17時 演奏時間帯　　14日 なし
募集枠（バンド）数　14日 4組 募集枠（バンド）数　14日 なし

備考： 備考：

　　　　　　http://ameblo.jp/cafekohana/ 　　　　　13日のみ

（変更）
ステージ名称 LOCO BAR ステージ名称 CoCo Pure

（店舗、BAR） （店舗、Dining Bar）
錦糸町北 錦糸町北

ステージジャンル等 ノンジャンル ステージジャンル等 ノンジャンル

雨天時のステージ可否 可 雨天時のステージ可否 可
ドラムの設置・使用 使用不可 ドラムの設置・使用 バンド持込、使用可
キーボードの設置・使用 バンド持込、使用可 キーボードの設置・使用 設置・使用可
バンド人数目安 2～4名 バンド人数目安 2～4名
演奏時間帯　　13日 13時～20時 演奏時間帯　　13日 13時～18時
募集枠（バンド）数　13日 6組 募集枠（バンド）数　13日 5組
演奏時間帯　　14日 13時～17時 演奏時間帯　　14日 13時～18時
募集枠（バンド）数　14日 4組 募集枠（バンド）数　14日 5組
備考： 備考：

　　　　　新設ステージ
　　　　　アメリカンタイプの店舗

ステージ名称 82 ALE HOUSE ステージ名称 スターバックスコーヒー
（店舗、Beer Bar） テルミナ２店（店舗）
錦糸町北 錦糸町北

ステージジャンル等 ノンジャンル ステージジャンル等 ノンジャンル

雨天時のステージ可否 可 雨天時のステージ可否 可
ドラムの設置・使用 使用不可 ドラムの設置・使用 使用不可
キーボードの設置・使用 バンド持込、使用可 キーボードの設置・使用 バンド持込、使用可
バンド人数目安 1～4名 バンド人数目安 1～4名
演奏時間帯　　13日 13時～18時 演奏時間帯　　13日 13時～18時
募集枠（バンド）数　13日 3組 募集枠（バンド）数　13日 5組
演奏時間帯　　14日 13時～18時 演奏時間帯　　14日 13時～18時
募集枠（バンド）数　14日 3組 募集枠（バンド）数　14日 5組
備考： 備考：



2016年第7回　　第一次募集ステージ概要（3）

ステージ名称 アルカイースト ステージ名称 アルカイースト
地下鉄出口前（屋外） JR北口前（屋外）
錦糸町北 錦糸町北

ステージジャンル等 ジャズ ステージジャンル等 アコースティック

雨天時のステージ可否 不可 雨天時のステージ可否 不可
ドラムの設置・使用 設置・使用可 ドラムの設置・使用 使用不可
キーボードの設置・使用 設置・使用可 キーボードの設置・使用 バンド持込、使用可
バンド人数目安 2～4名 バンド人数目安 3～5名
演奏時間帯　　13日 12時～18時 演奏時間帯　　13日 12時～17時
募集枠（バンド）数　13日 6組 募集枠（バンド）数　13日 5組
演奏時間帯　　14日 12時～18時 演奏時間帯　　14日 12時～17時
募集枠（バンド）数　14日 6組 募集枠（バンド）数　14日 5組
備考： 備考：

ステージ名称 アルカセントラル２F ステージ名称 アルカセントラル１F
RONDO広場（屋外） みずほ銀行前（屋外）
錦糸町北 錦糸町北

ステージジャンル等 ノンジャンル ステージジャンル等 ジャズ

雨天時のステージ可否 不可 雨天時のステージ可否 可（屋根あり）
ドラムの設置・使用 設置・使用可 ドラムの設置・使用 バンド持込、使用可
キーボードの設置・使用 設置・使用可 キーボードの設置・使用 バンド持込、使用可
バンド人数目安 ～20名 バンド人数目安 3～6名
演奏時間帯　　13日 11時～18時 演奏時間帯　　13日 11時～18時
募集枠（バンド）数　13日 7組 募集枠（バンド）数　13日 7組
演奏時間帯　　14日 11時～18時 演奏時間帯　　14日 11時～18時
募集枠（バンド）数　14日 7組 募集枠（バンド）数　14日 7組
備考： 備考：
　　　　　　ステージ名通称：赤いオブジェ
　　　　　　多人数編成ステージ

ステージ名称 アルカセントラル２F ステージ名称 アルカウェスト１F
ファミリーマート横（屋外） エントランス広場（屋外）
錦糸町北 錦糸町北

ステージジャンル等 アコースティック ステージジャンル等 ビッグバンド
ストリングス系

雨天時のステージ可否 可（屋根あり） 雨天時のステージ可否 可（屋根あり）
ドラムの設置・使用 使用不可 ドラムの設置・使用 設置・使用可
キーボードの設置・使用 バンド持込、使用可 キーボードの設置・使用 設置・使用可
バンド人数目安 1～5名 バンド人数目安 15～25名
演奏時間帯　　13日 12時～17時 演奏時間帯　　13日 11時～18時
募集枠（バンド）数　13日 6組 募集枠（バンド）数　13日 6組
演奏時間帯　　14日 12時～17時 演奏時間帯　　14日 11時～18時
募集枠（バンド）数　14日 6組 募集枠（バンド）数　14日 6組
備考： 備考：
　　　　　　転換10分
　　ステージ運営を出演バンドに担当してもらいます



2016年第7回　　第一次募集ステージ概要（4）

ステージ名称 ニシキ屋 ステージ名称 テルミナ５F
（店舗、居酒屋） ガーデンテラス（屋外）
錦糸町南 錦糸町南

ステージジャンル等 ルーツ系 ステージジャンル等 アコースティック
ストリングス、ボーカル系

雨天時のステージ可否 可 雨天時のステージ可否 可（屋根あり）
ドラムの設置・使用 使用不可 ドラムの設置・使用 使用不可
キーボードの設置・使用 バンド持込、使用可 キーボードの設置・使用 バンド持込、使用可
バンド人数目安 3～6名 バンド人数目安 3～8名
演奏時間帯　　13日 12時～20時 演奏時間帯　　13日 13時～17時
募集枠（バンド）数　13日 5組 募集枠（バンド）数　13日 4組
演奏時間帯　　14日 12時～18時 演奏時間帯　　14日 13時～17時
募集枠（バンド）数　14日 4組 募集枠（バンド）数　14日 4組
備考： 備考：

ステージ名称 JR錦糸町駅 ステージ名称 楽天地ビル
南口広場（屋外） （屋外）
錦糸町南 錦糸町南

ステージジャンル等 ノンジャンル ステージジャンル等 昭和歌謡系
業者レンタル機材設置 インストルメント優先

雨天時のステージ可否 不可 雨天時のステージ可否 可（屋根あり）
ドラムの設置・使用 業者機材設置・使用可 ドラムの設置・使用 設置・使用可
キーボードの設置・使用 業者機材設置・使用可 キーボードの設置・使用 設置・使用可
バンド人数目安 3～6名 バンド人数目安 3～6名
演奏時間帯　　13日 11時～18時 演奏時間帯　　13日 13時～18時
募集枠（バンド）数　13日 7組 募集枠（バンド）数　13日 4組
演奏時間帯　　14日 11時～18時 演奏時間帯　　14日 13時～18時
募集枠（バンド）数　14日 7組 募集枠（バンド）数　14日 4組
備考： 備考：
　　　　　　業者機材レンタル費用
　　　　　　バンド人数5人まで8000円
　　　　　　以降1名増につき2000円増

ステージ名称 丸井錦糸町店前 ステージ名称 JRAウィンズ錦糸町東館
（屋外） ダービー通り前（屋外）
錦糸町南 錦糸町南

ステージジャンル等 ノンジャンル ステージジャンル等 ジャズ
業者レンタル機材設置

雨天時のステージ可否 可（屋根あり） 雨天時のステージ可否 不可
ドラムの設置・使用 業者機材設置・使用可 ドラムの設置・使用 設置・使用可
キーボードの設置・使用 業者機材設置・使用可 キーボードの設置・使用 設置・使用可
バンド人数目安 3～6名 バンド人数目安 3～5名
演奏時間帯　　13日 12時～18時 演奏時間帯　　13日 11時～16時
募集枠（バンド）数　13日 6組 募集枠（バンド）数　13日 5組
演奏時間帯　　14日 12時～18時 演奏時間帯　　14日 11時～16時
募集枠（バンド）数　14日 6組 募集枠（バンド）数　14日 5組
備考： 備考：
　　　　　　業者機材レンタル費用
　　　　　　バンド人数5人まで8000円
　　　　　　以降1名増につき2000円増



2016年第7回　　第一次募集ステージ概要（5）

ステージ名称 OLD SCOT ステージ名称 両国駅広小路
（屋内、BAR） （屋外）
錦糸町南 両国

ステージジャンル等 ジャズ ステージジャンル等 ビッグバンド

雨天時のステージ可否 可 雨天時のステージ可否 不可
ドラムの設置・使用 設置・使用可 ドラムの設置・使用 設置・使用可
キーボードの設置・使用 設置・使用可 キーボードの設置・使用 設置・使用可
バンド人数目安 3～5名 バンド人数目安 15～25名
演奏時間帯　　13日 13時～18時 演奏時間帯　　13日 11時～19時
募集枠（バンド）数　13日 5組 募集枠（バンド）数　13日 7組
演奏時間帯　　14日 なし 演奏時間帯　　14日 11時～19時
募集枠（バンド）数　14日 なし 募集枠（バンド）数　14日 7組
備考： 備考：
　　　　　　夜間セッション 　　　　　　　新設ステージ
　　　　　　13日のみ募集

（追加）
ステージ名称 ジャズバス ステージ名称 大黒湯

（2台） （銭湯）
押上/錦糸町北

ステージジャンル等 ノンジャンル ステージジャンル等 アコースティック

雨天時のステージ可否 可 雨天時のステージ可否 可
ドラムの設置・使用 使用不可 ドラムの設置・使用 使用不可
キーボードの設置・使用 使用不可 キーボードの設置・使用 バンド持込、使用可
バンド人数目安 1～5名 バンド人数目安 3～5人
演奏時間帯　　13日 11時～18時 演奏時間帯　　13日 11時30分～14時
募集枠（バンド）数　13日 9組 募集枠（バンド）数　13日 4組
演奏時間帯　　14日 11時～18時 演奏時間帯　　14日 11時30分～14時
募集枠（バンド）数　14日 9組 募集枠（バンド）数　14日 4組
備考： 備考：
　　　　　　　「ほくさい」号 　　　　　　演奏30分転換10分
　　　　　　　「かいしゅう」号 　　　　　　PA不設置
　　　　　　　錦糸公園～押上間巡回 　　　　　　http://daikokuyu.com/


