
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラシックライブハウス カーサクラシカ 

ご出演について♪   2016 年１月改訂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   「歓び」 

 

 

 

 

 

        「感動」 

 

 

For rich moment & music in your life! 

あなたの人生に音楽と豊かなひとときを 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      「サプライズ」 

 

 

 



ご出演について♪ 

カーサクラシカご出演利用の流れ♪ 

 

 

※出演フォーム：カレンダー⇒出演者募集フォーム 

 

 

 

※承諾書提出後１日～３日でご出演決定！ 

 

 

 

 

※ライブ情報は遅くとも２週間前までに！！ 

 

いざ！！！本番 

カーサクラシカに出演フォームかメールにてお問い合わせ！ 

※基本的にはメールでのやりとりになります 

お問い合わせをいただくと 

ご出演の承諾についてというメールが届くので 

承諾書を提出！！ 

ご出演までに ライブ情報を提出しよう！ 

♪チラシ（フライヤー） 

♪演奏会タイトル・メンバー・ミュージックチャージ代など 



設定していただいたミュージックチャージを、当店と出演者さまで分配する、

『チャージシェアスタイル』です。 

座席数は通常３０席（最大３4席）となります。 

※座席数は演奏形態により変動がございます。 

カーサクラシカを利用するためのステージ料は一切掛かりません。 

機材の使用料として付帯設備費 1,000 円（税抜）を頂いております。 

※グランドピアノ、ドラムセット・マイク三本・譜面台五本 

PA システム・各種アンプはご利用可能です。 

 

その他のプロジェクターなどの機材もご利用可能です。使用には追加料金をいただきま

す 

プロジェクター  1000 円（税抜） 

Lightning - VGA アダプタ  500 円（税抜）(iphone や ipod をつなげる端子) 

 

☆音楽家の方によりよい演奏がしていただけるよう、日頃よりピアノの調律や楽器・機

材のメンテナンスに力をいれております。ご理解・ご協力をお願いいたします。 

☆ご予約・空き状況 ： 

ホームページスケジュールカレンダーのご出演ご希望日より、メールフォームにてご応募いただ

けます。 

【 ラ イ ブ ス ケ ジ ュ ー ル カ レ ン ダ ー 】 ：

http://casa-classica.jp/schedule-3/ 

下記の QR コードでもご覧いただけます。 

 

 

 

Tel : 03-3505-8577 （営業時間外は対応が出来ないことがございます） 
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■ ミュージックチャージについて 

ミュージックチャージ：1,000 円（税込）以上 

上記の金額の範囲で、出演者さまがご自由にお決めいただけます。 

※ミュージックチャージ 1,000 円（税込）での設定も可能ですが、その場

合には代表者さまと打ち合わせをお願いすることもございます・ 

※シェアチャージは発生いたしません。 

 

※100 円単位での設定となります。 

またすべて税込での表示となります。※小学生以下 半額（税込）・未就学児：無料 

 

■ミュージックチャージ分配金のお支払について 

Check！ 

お客さまよりいったんお預かりしたミュージックチャージの一部を、サービス

料として頂戴いたします。 

 

Check！ 

☆ミュージックチャージ分配金はお支払いいただいたお客さまが１名様より発生いたします。 

 

Check！！☆ご集客について 

当店では HP にライブ情報などを掲載し PR に務めてまいりますが、ご出演者さまにも

１５名以上のご集客努力をお願いしております。どうぞよろしくお願いいたします！ 

 

※出演料精算の際、乳幼児のお客さまは来場者としてカウントされません。 

また、小学生のお客さまは２名様で１名様分のカウントとし、端数は切り捨て

となります。※金額の計算の際は、小数点以下は切り捨てとなります。 
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スタッフ ゲスト出演者 

個人：1 名まで 個人 1 名まで 

※当日撮影スタッフや 

譜めくりの方など 

※1 曲・2 曲のスポット 

出演の方など 

 

※各枠分はミュージックチャージ非対象者となります。 

※法人の方は別枠になりますのでお尋ねください。 

■ステージ回数： 

３ステージまで ※各 30 分～ 

（ステージの回数や長さはご自由にお決めください。ただし、リハーサル、オ

ープン・クローズ時間は固定です。） 

昼の部・夜の部の場合は御相談ください 

■タイムスケジュール例：スタート時間：選択制  

＊＊＊昼の部 その①＊＊＊ 

10：30～12：00 リハーサル 

12：00 開場（お客さまご案内・飲食サービス等） 

♪13：00～15：00   演奏   

※演奏は 13：00 以降に開始してください。 

15：00 演奏終了・ラストオーダー 

15：30 クローズ・出演者さまご退出 

 

＊＊＊昼の部 その②＊＊＊ 

11：00～12：30 リハーサル 

12：30 開場（お客さまご案内・飲食サービス等） 

♪13：30～15：00  演奏   

※演奏は 13：30 以降に開始してください。 

15：00 演奏終了・ラストオーダー 

15：30 閉店・出演者さまご退出 
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＊＊＊夜の部 その①＊＊＊ 

16：30～18：00  リハーサル 

18：00 開場 （お客さまご案内・飲食サービス等）  

♪19 : 00～21：30   演奏時間（打ち上げなど） 

＊＊＊夜の部 その②（ミドルスタート）＊＊＊ 

17：00～18：30  リハーサル 

18：30 開場 （お客さまご案内・飲食サービス等） 

♪19：30～22：00   演奏時間（打ち上げなど） 

＊＊＊夜の部 その③（エイトスタート）＊＊＊ 

17：30～19：00  リハーサル 

19：00 開場 （お客さまご案内・飲食サービス等） 

♪20：00～22：00   演奏時間（打ち上げなど） 

～～～下記は共通です～～～ 

22：00 ラストオーダー 

22：30 閉店 

23：00 出演者さま退出 

～～～～～～～～～～～～～～ 

＊＊＊昼の部・夜の部 公演＊＊＊ 

カーサクラシカでは昼の部と夜の部を通しての公演が可能です 

その場合、昼の部の開場開演時間を変更することもできます。 

≪参考例≫ 

11：30～：13：00 リハーサル 

13：00 開場（お客さまご案内・飲食サービス等） 

♪14：00～16：00   演奏   ※演奏は 14：00 以降に開始してください。 

16：00 演奏終了・ラストオーダー 

16：30 クローズ・出演者さまご退出 

入替（スタッフによる清掃等） 

夜の部開演開場時間のいずれか 
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★終演後の打ち上げのアフタータイムに！  

演奏の興奮をお仲間やお客さまとともに分かち合いませんか？ 

コンサート終了後でも動かなくてもいい！ 

 

ドリンク飲み放題 ￥1,500-（税別）/お 1 人 

飲み放題適用時間 ：ライブ終了後 1 時間～1 時間 30 分 ラストオーダー

22：30 

 

※ドリンクは飲み放題メニューの中からお選びいただけます。 

※演奏後のその場の流れでもO.Kです。お気軽にスタッフにお尋ねください。 

 

※演奏が 22：00 ギリギリまでになっちゃったけど、22：00 以降も打ち上

げなどアフタータイムを楽しみたい！そんな時は、スタッフにご相談ください。 
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■ライブ終了後： 

・ライブ終了後に当店 HP に「ライブ日記♪」にライブレポートを掲載いたし

ます。 

・当店 FB ページにライブレポートを掲載いたします。 

・ライブ中に撮影した写真を ZIP ファイルで出演者さまにお送りいたします。 

 

 

 

★出演承諾について★ 

当店 HP にございます「ご出演の条件について」の内容にご同意いただき、「ご

出演条件の承諾について」より出演者の代表の方が記入して、ご送信をお願い

します。 

（他の出演者全員が、同意したものとし、出演代表者の方と手続きを進めてい

きます） 

その後、ご希望のお日にちを正式決定し、ご出演となります。 

 

「ご出演の条件について」：http://casa-classica.jp/live-act/terms/  

「ご出演条件の承諾について」：

http://casa-classica.jp/live-act/termscondition/  

 

 

★キャンセルについて★ 

決定した出演日より７週間（演奏当日、店休日を含む４９日前）を切ってから、

出演者さまのご都合で出演キャンセルまたは出演日を延期とされた場合は、キ

ャンセル料として７万円を頂戴いたします。あるいは同条件で１５名以上集客

が可能な代替演奏者をお探し下さい。（キャンセル料は決定された出演日より

７日以内にお支払いをお願いいたします） 
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音楽と共にお食事も楽しんでいただけるライブハウスを目指して、温かい欧風

家庭料理やおつまみなどもとりそろえ、カーサクラシカならではのフード＆ド

リンクメニューも充実しております。 

※ワンドリンクやオーダー制ではなく、お客さまのご飲食はご自由です。（必

須ではございません） 

【 フ ー ド ＆ ド リ ン ク メ ニ ュ ー  URL 】 : 

http://casa-classica.jp/food-drink-menu/ は下記の QR コードより

ご覧いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラシックライブハウス カーサクラシカ  

〒107-0052 東京都港区赤坂 3-19-9 オレンジボックスビル B1 

Website : http://casa-classica.jp  

Facebook Page : http://www.facebook.com/casaclassicaakasaka 

  【Facebook】  【HP】 
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