Let's do something unique together!
We are excited to welcome you as the Donor / Sponsor
of Japan Jazz Pop Piano Competition.
ジャパン・ジャズ・ポップ・ピアノコンペティションの
サポーター／スポンサーとしてお迎えすることを
楽しみにしております。

In 1927, the most prestigious International Chopin
Piano Competition was initiated, and now it is held
every 5 years. The great feat of the two Japanese
players, who placed 2nd and 4th, is still fresh in our
memory. Since the time the very first contestant set
foot on the stage in Warsaw, Poland, countless other
piano competitions were created, most of them strictly
regarding classical music. However, it’s still rare to see
one that involves jazz or pop.

1927年に創設され、現在は5年に一度開催される
ショパン国際ピアノコンクール。世界で最も権威のある
このコンクールで日本人が２位と４位に入賞したことは
記憶に新しいでしょう。第1回が開催されてから今に至
るまで、数え切れないほどのピアノコンクールが存在す
るようになりました。しかし、ジャズやポップスに関す
るものはまだ珍しく、クラシック音楽に関するものがほ
とんどです。

ジャパン・ジャズ・ポップ・ピアノコンペティションの目的は、ピアニストがか
つての芸術的自由を取り戻すことです。参加者は創造性と豊かな自己表現力を養
い、またはさらに強化することを目指します。現役で活躍し指導経験豊富なアーテ
ィストが審査をし、個々へのフィードバックをします。参加資格と要件は、競技者
のレベルによって異なります。上級者も歓迎されることは言うまでもありません。
評価の基準は部門により異なりますが、音色の美しさは不可欠であり、全ての部
門で審査の対象となります。

TOKYO
FM
HALL

The aim of Japan Jazz Pop Piano Competition is to recapture the artistic
freedom that was prevalent in the past. Through jazz and pop music, the
participants will rediscover or further enhance their creativity and personal
expression. The panel of judges consists of artists with active performing
careers and extensive experience in teaching. The requirements and standards
of the competition will differ depending on the level of the contestant. It goes
without saying that advanced players would also be welcome. The team of
judges will evaluate the contestants’ performances and offer individual advice.

OUR MISSION

It is possible that you are not familiar with us yet.
However, if you get to know our past achievements,
you may find that you have heard of us before,
or even taken part in one of them.

-promotion of culture through art
-promotion of contemporary art in
various fields
-education and support for musicians
-development of the music industry
-promotion of Japanese artists
-cultural exchange within the country
and abroad
私達の使命
-芸術文化の振興

私達のことをまだあまりご存知ない方も

-現代アートを通じた芸術文化活動の促進

いらっしゃるかと思いますが、

-アーティストの育成及び芸術支援

もしかしたら今まで開催してきた
イベントに参加していただいて
いるかもしれません。

-音楽産業の発展
-日本の芸術家の育成
-国内及び国外における文化交流

We plan to hold this event annually and our ultimate aim is to hold
Preliminary, Semi-Final, and Final rounds, spanned over 3 weeks,
with contestants from around the world.
However, for the 1st ever Competition, we expect the following:
将来的には毎年3週間に渡り（予選・準決勝・決勝）実施し、
世界中から参加者を集めることを目標としています。
今年の記念すべき第1回では以下の規模での運営を予想しています：

100
ESTIMATED NUMBER OF PARTICIPANTS
予想参加者数

500
UP TO 500 ESTIMATED SPECTATORS AT THE VENUE
会場にて最大500人の観客

The venue, TOKYO FM HALL, is one of the
most prestigious concert halls in Japan
and is located in the heart of Tokyo.

会場はTOKYO FM ホール。東京の中心部にある
最も有名なコンサートホールの一つです。
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ESTIMATED TIME SCHEDULE

当日の流れ（予定）

10:00-11:00 Judging (Kids Section 1)

10:00-11:00 審査 (キッズ 部門 1)

11:15-12:15 Judging (Kids Section 2)

11:15-12:15 審査 (キッズ 部門 2)

12:30-13:30 Judging (Kids Section 3)

12:30-13:30 審査 (キッズ 部門 3)

13:30-14:15 Break

13:30-14:15 休憩

14:15-15:15 Judging (Teens Section 1)

14:15-15:15 審査 (ティーン 部門 1)

15:30-16:30 Judging (Teens Section 2)

15:30-16:30 審査 (ティーン 部門 2)

16:45-17:45 Judging (Adults Section 1)

16:45-17:45 審査 (大人 部門 1)

18:00-19:00 Judging (Adults Section 2)

18:00-19:00 審査 (大人 部門 2)

19:15-20:00 Judging or Awards Ceremony

19:15-20:00 審査もしくは授賞式

Supporters
後援

有限会社アイエムシー
音楽出版

Media Cooperation
メディア協力

Leading jazz magazine
大手ジャズ誌

Consultation
コンサルティング

※メインスポンサーの場合

※メインスポンサーの場合

Donator

サポーター

-Name written under the “Donators” section on
the official website and pamphlet

-公式ウェブサイト・パンフレットに

-Invitation to a private reception organized by the
Competition

-レセプションパーティーへのご招待

「サポーター」としてご芳名の記載

*In case of business owners, the name of their
company may also be mentioned

※事業主様の場合は企業名の記載も可能です

Package Price：from 100,000 yen

パッケージ価格：100,000 円から

Sponsor

スポンサー

-Invitation to a private reception organized by the
Competition

-レセプションパーティーへのご招待

-Logo placement in the Competition pamphlet,
along with distribution of promotional material

-コンペティションのパンフレットにて企
業名の掲載、および資料の配布

-Logo placement on the main page of the official
website

-公式ウェブサイトのメインページにて企

-Booth space to sell or distribute products

-会場でのPRブースの提供・製品の販売

Package Price：1,000,000 yen

パッケージ価格：1,000,000 円

業名の掲載

Main Sponsor

メインスポンサー

-Invitation to a private reception organized by the
Competition

-レセプションパーティーへのご招待

-Logo placement in the Competition pamphlet,
along with distribution of promotional material

名の掲載および資料の配布

-Logo placement on the main page of the official
website

-コンペティションのパンフレットにて企業

-公式ウェブサイトのメインページにて企業
名の掲載

-Booth space to sell or distribute products

-会場でのPRブースの提供・製品の販売

-A short speech during the Awards Ceremony, as
well as naming rights to one of the awards given

-授賞式にてのご挨拶、および企業賞の授与

-Exposure of company name on radio spots
(TOKYO FM or TBS RADIO)
Package Price：from 3,000,000 yen

-ラジオのスポットCMでスポンサー名の紹介
（TOKYO FM、もしくはTBSラジオ）

パッケージ価格：3,000,000 円から

Should you have any inquiries regarding
the Competition or the sponsorship packages,
please feel free to contact us.

協力条件やスポンサーシップ・パッケージの詳細

Michal Sobkowiak

ミハウ・ソブコヴィアク

Mail: info@michalsobkowiak.com

Mail: info@michalsobkowiak.com

TEL: 090-9423-0713

TEL: 090-9423-0713

1-38-7-212 Akazutsumi Setagaya-ku

〒156-0044 東京都世田谷区赤堤
1-38-7-212

Tokyo, Japan

に関するご質問などございましたら問い合わせ先
までお気軽にご連絡ください。

https://jazzpiano.jp
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