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第 42 回キング・カメハメハ・フラ・コンペティション
2015	 

ハワイ大会収録 DVD（2 枚組）9 月 28 日(月)発売決定!	 
	 

 
	 
	 
	 
２０１５年６月２１日にホノルルのニール・ブレイズデル・センターにて行われました	 	 
「第４２回キング・カメハメハ・フラ・コンペティション２０１５」大会公式 DVD を発売します。	 
ハワイ及び日本での映像版権は大会委員会より当社独占にて正式許可を取得しております。	 
この商品は「キング・カメハメハ・フラ・コンペティション」大会公式商品です。	 
	 

販売価格:	 1 セット(DVD2 枚組)	 ５，０００円（税込）(送料\500 別途)	 
	 
□発売日:	 ２０１５年９月２８日(月)	 
	 
□総発売元＆総販売元:	 ㈱イシ・エンタープライズ	 
	 
10 セット以上ご注文の方は５％オフ＋送料無料	 
30 セット以上ご注文の方は１０％オフ＋送料無料	 
50 セット以上ご注文の方は２０％オフ＋送料無料	 

とさせていただきます。	 

ご予約申込書	 ご注文日：2014 年	 	 	 月	 	 	 日	 

	 
お	 名	 前	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 	 	 	 	 	 	 

ご住所:	 〒	 	 	 －	 
	 
	 
	 
	 
TEL:	 
FAX:	 
E-mail	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＠	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 第４２回キング・カメハメハ・フラ・コンペティション２０１５	 
大会収録 DVD(２枚組)	 	 \５，０００(税込)	 ご注文数〔	 	 	 	 〕セット	 

	 
お支払い方法の希望：どちらかを囲んでください。	 代引き・振り込み	 

	 
キンカメ・バックナンバーDVD 商品	 好評発売中！	 	 (	 	 )に注文数をご記入ください	 

キンカメ 2004 大会 DVD	 	 	 	 	 (	 	 	 	 )	 セット	 Sale	 \4,000(税込)	 	 
キンカメ 2009 大会 DVD(2 枚組)	 (	 	 	 	 )	 セット Sale	 \4,000(税込)	 	 
キンカメ 2010 大会 DVD(2 枚組)	 (	 	 	 	 )	 セット Sale	 \4,000(税込)	 	 
キンカメ 2011 大会 DVD(2 枚組)	 (	 	 	 	 )	 セット	 	 	 	 	 	 \5,000(税込)	 
キンカメ 2012 大会 DVD(2 枚組)	 (	 	 	 	 )	 セット	 	 	 	 	 	 \3,900(税込)	 
キンカメ 2013 大会 DVD(3 枚組)	 (	 	 	 	 )	 セット	 	 	 \3,900(税込)	 
キンカメ 2014 大会 DVD(2 枚組)	 (	 	 	 	 )	 セット	 	 	 \4,900(税込)	 
*キンカメ 2005 大会	 復刻版 DVD	 	 (	 	 	 	 )	 枚	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 \2,500(税込)	 

	 	 	 	 この復刻版 DVD はジャケットなどはない簡易包装です。予めご了承ください。	 
	 
お支払い方法の希望：どちらかを囲んでください。	 代引き・振り込み	 

	 

ご注文確認後にお支払いのご案内をお送りいたします。 

FAX: 03-5422-9384(24 時間受付) 

＊ウェブサイトからのご注文も可能です。「イシ・エンタープライズ」で検索してください。	 


