
Let's do something unique together! 

We are excited to welcome you as the 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 

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。

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.



2022年9月に記念すべき第1回をTOKYO FM HALL

にて開催しました。36組の参加者が演奏され
る中、ポーランド国営ラジオ「ショパンチャ
ンネル」や雑誌「JAZZ JAPAN」の取材も入り、
会場は大いに盛り上がりました。 

一人ひとりが好きなジャズやポップスの曲を
自由に演奏し、審査員から口頭でもフィード
バックを得られるピアノコンクールは数少な
く、参加者や観客の多くの方から高い評価を
いただきました。 

コンペティションの目的や当日の様子などを
まとめた動画も是非ご覧ください。

We held the 1st Competition in September, 2022, 

at TOKYO FM HALL. As the 36 groups of 

participants performed, representatives from 

Polish Radio “Chopin" and jazz magazine “JAZZ 

JAPAN” came to report the successful event. 

There are not many piano competitions in which 

participants freely perform jazz or pop pieces of 

their choice, and receive direct feedback from the 

jury members. We were glad to hear the positive 

comments from both the participants and the 

spectators. 

To get a feel of the concept and the atmosphere of 

the competition, please watch the promo video. 

VIDEO: https://youtu.be/ZG2nOJLYSZQ 

https://youtu.be/ZG2nOJLYSZQ


100

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

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 2nd edition, we expect the following:

ESTIMATED NUMBER OF PARTICIPANTS  
予想参加者数

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。 
今年の第2回では以下の規模での運営を予想しています：



VENUE   

Lazona Kawasaki Plazasol  

◆9/16 (Sat)  Day 1: Judging (Jazz)  
◆9/17 (Sun) Day 2: Judging (Pop)  

Showa College of Music Yuri Hall  

◆9/18 (Mon) Winners Gala Concert 

開催地   

ラゾーナ川崎プラザソール  

◆９月１６日（土）１日目：審査（ジャズ） 

◆９月１７日（日）２日目：審査（ポップ） 
　 

　 

昭和音楽大学　ユリホール 

◆９月１８日（月）ガラコンサート 



ESTIMATED TIME SCHEDULE    

◆9/16 (Sat)  Day 1: Jazz  
◆9/17 (Sun) Day 2: Pop  

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

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

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

13:30-14:15　Break 

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

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

16:45-17:45　Judging (Kids Section 1) 

18:00-19:00　Judging (Kids Section 2) 

19:15-20:00　Awards Ceremony

当日の流れ（予定）   

◆9月16日（土）1日目：審査（ジャズ） 

◆9月17日（日）2日目：審査（ポップ）  

10:00-11:00　審査 (大人 部門 1) 

11:15-12:15　審査 (大人 部門 2) 

12:30-13:30　審査 (大人 部門 3) 

13:30-14:15　休憩 

14:15-15:15　審査 (ティーンズ 部門 1) 

15:30-16:30　審査 (ティーンズ 部門 2) 

16:45-17:45　審査 (キッズ 部門 1) 

18:00-19:00　審査 (キッズ 部門 2) 

19:15-20:00　表彰式



9/18 (Mon) Winners Gala Concert 

We are thankful and proud to announce that the Gala 
Concert will be co-sponsored by “Kawasaki Jazz”. 

——— 

"Kawasaki Jazz”, which began in 2015, is a jazz festival 
that creates opportunities for various encounters through 
jazz in the city of Kawasaki, Kanagawa.  

Under the slogan "Jazz builds bridges", the aim of the 
festival is to promote diversity and inclusion through 
music and to foster a culture where everyone can 
demonstrate their creativity and accept each other. 

9月18日（月）ガラコンサート 

今年初の試みとなるガラコンサートは「かわさきジャズ」と 
共催させていただけることとなりました。 

——— 

「かわさきジャズ」は、川崎市を大きなステージととらえ、ま
ちや土地に息づく記憶に寄り添いながら、ジャズを通じて様々
な出会いと交流の機会を創出する「川崎らしさ」にこだわった
ジャズ・フェスティバルとして2015年にスタートしました。 

「ジャズは橋を架ける」の合言葉のもと、音楽を通じてダイバ
ーシティ＆インクルージョンを推進し、あらゆる人が新たな価
値観に出合う場を創出し、誰もがクリエイティビティを発揮し
認め合うカルチャーを醸成していくことを目指します。 

ー「かわさきジャズ」HPより

https://www.kawasakijazz.jp



Supported by 
協力 

Endorsed by 
後援   (2022年度) 



Special Supporter:  500,000yen 
This sponsorship refers to the Competition to be held in 2023. Extended 
periods or other exclusive sponsorship packages may also be available. 
We’re looking forward to discuss potential packages. 

◆Logo Placement 

-Main page of the official website with direct link from the banner 
  (until the end of the year) 
-Front page of the competition program 
-Opening segment of the archive video (available on YouTube) 

◆Product Advertisement 

-Full page company advertisement included  within the 
competition program 
-Additional promotional material may be distributed separately 

◆Winners Gala Concert 

-10 VIP invitation tickets to the Gala Concert 
-Naming rights to a special award of 100,000 yen 
-Presentation of the special award to the recipient along with a 
short speech  
(The recipient will be decided by the jury members) 

特別協賛： 500,000円 

2023年度のコンペティションを対象としたスポンサーシップです。
期間の延長やその他のパッケージ内容も交渉可能となります。 

◆ロゴ掲載 

-公式ウェブサイトのトップページ　スポンサーバナー 
（年末まで掲載） 
-プログラム表紙 
-アーカイブ映像のオープニング（YouTube） 

◆商品広告 

-プログラム内 1ページ 
-プログラムへのチラシ挟み込み 

◆ガラコンサート 

-VIP席 招待券 10枚 
-独自に命名できる特別賞（10万円） 
-受賞者への特別賞の授与とスピーチ 
（受賞者は審査員が判断します）



Supporter:  300,000yen 
 
This sponsorship refers to the Competition to be held in 2023. 

◆Logo Placement 

-Main page of the official website 
(until the end of the year) 
-At the top of the back page of the competition program 
-Ending credits of the archive video (available on YouTube) 

◆Product Advertisement 

-Half page company advertisement included  within the 
competition program 
-Additional promotional material may be distributed separately 

◆Winners Gala Concert 

-6 VIP invitation tickets to the Gala Concert 

協賛： 300,000円 

 
2023年度のコンペティションを対象としたスポンサーシップです。 

 
◆ロゴ掲載 

-公式ウェブサイトのトップページ 
（年末まで掲載） 
-プログラム裏表紙のトップ 
-アーカイブ映像のエンドクレジット（YouTube） 

◆商品広告 

-プログラム内 1/2ページ 
-プログラムへのチラシ挟み込み 

◆ガラコンサート 

-VIP席 招待券 6枚 



Contributor:  100,000yen 
 
This sponsorship refers to the Competition to be held in 2023. 

◆Logo Placement 

-Main page of the official website 
(until the end of the year) 
-Back page of the competition program 
-Ending credits of the archive video (available on YouTube) 

◆Product Advertisement 

-Quarter page company advertisement included  within the 
competition program 

◆Winners Gala Concert 

-4 VIP invitation tickets to the Gala Concert 

貢献： 100,000円 

 
2023年度のコンペティションを対象としたスポンサーシップです。 

 
◆ロゴ掲載 

-公式ウェブサイトのトップページ 
（年末まで掲載） 
-プログラム裏表紙 
-アーカイブ映像のエンドクレジット（YouTube） 

◆商品広告 

-プログラム内 1/4ページ 

◆ガラコンサート 

-VIP席 招待券 4枚 



Special Friends:  from 10,000yen 

This sponsorship refers to the Competition to be held in 2023. 
 

◆ Your name (or company name) will be listed within the following: 

-A page dedicated to supporters within the official website 
(until the end of the year) 
-The back page of the competition pamphlet 
-Ending credits of the archive video (available on YouTube) 

◆Winners Gala Concert 

-2 VIP invitation tickets to the Gala Concert 

スペシャル・フレンズ： 10,000円～ 

 

2023年度のコンペティションを対象としたスポンサーシップです。 

 
◆お名前（もしくは企業名）は以下に掲載されます： 

-公式ウェブサイトのスポンサーページ（年末まで掲載） 
-プログラム裏表紙 
-アーカイブ映像のエンドクレジット（YouTube） 

◆ガラコンサート 

-VIP席 招待券 2枚 



ミハウ・ソブコヴィアク 

Mail: info@michalsobkowiak.com 

TEL: 090-9423-0713 

〒206-0823  
東京都稲城市平尾 2-82-9 

Sobkowiak Piano Association ©  2023 All Rights Reserved

　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
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。

Michal Sobkowiak 

Mail: info@michalsobkowiak.com 

TEL: 090-9423-0713 

2-82-9 Hirao, Inagi-shi  

206-0823 Tokyo, Japan 

https://www.jazzpiano.jp 

mailto:info@michalsobkowiak.com
mailto:info@michalsobkowiak.com

