
Japan Latte Art Championship 2017

スポンサーシップのご案内

競技会概要

名称
Japan Latte Art Championship 2017 (JLAC2017)

ジャパン ラテアート チャンピオンシップ 2017

主催 一般社団法人 日本スペシャルティコーヒー協会

競技内容

予選競技は6分間の競技時間内に、カフェラテ、カプチーノまたはデザイナーズビバ

レッジいずれかの２種類のドリンクを各２杯提供します。
（決勝は競技時間８分間、カフェラテ、カプチーノまたはカフェマキアート、デザイナーズビバレッジの３種類のドリンク各２杯提供）

表現されたドリンクの「デザイン」、芸術性・再現性・複雑さなどの「外観」、さらにプ

ロフェッショナルとしての「サービス」「衛生管理」などが審査のポイントとなります。

予選

北海道予選 2016年12月17日 (土) 札幌ベルエポック製菓調理専門学校（札幌市東区）

九州予選 2017年1月15日 (日) 福岡キャリナリー製菓調理専門学校（福岡市博多区）

関西予選 2017年1月17日 (火) UCCコーヒーアカデミー 神戸校（神戸市中央区）

東京予選 2017年1月24日 (火) 東京ベルエポック製菓調理専門学校（江戸川区中葛西）

決勝
2017年 2月21日 (火 ) 東京ビッグサイト 東ホール

「第45回国際ホテル・レストラン・ショー」内 イベントステージにて開催予定

優勝者
優勝者には、World Latte Art Championship 2017に日本代表の出場資格が与えられます。

（ハンガリー／ブタペストにて2017年6月に開催）

日本スペシャルティコーヒー協会 が主催する「ジャパンラテアートチャンピオンシップ」は、日本代表

から二人の世界チャンピオンを輩出してきた意義多き競技会です。

大会の益々の充実・発展のために、皆様からのご協賛を下記のように募集します。

お問合せ先： SCAJ 展示会事務局
〒110-0016 東京都台東区台東4-27-5 秀和御徒町ビル8F

株式会社イベント＆コンベンションハウス内

TEL：03-3831-2698 FAX：03-5807-3019 Email ： info@scajconference.jp一般社団法人 日本スペシャルティコーヒー協会



Japan Latte Art Championship 2017 スポンサーシップのご案内
スポンサーカテゴリ／メリット一覧

一般社団法人 日本スペシャルティコーヒー協会

スポンサーメリット
エスプレッソ
マシン (※1)

シロップ
（※２）

コーヒー豆
(※2)

グラインダー
(※１)

浄水器
(※１)

現金協賛
予選大会
スポンサー

スポンサー協賛料 50万円 30万円 30万円 25万円 20万円 10万円 1万円より

JLAC2017スポンサー表示のすべての媒体において、
全スポンサー中、最上部に貴社ロゴを掲載

●

SCAJ公式サイト内JLAC2017競技会ページに貴社ロゴ・社名を掲
載／貴社ウェブサイトへのリンクを設置

● ● ● ● ● ●

予選会場にて貴社ロゴ・社名入りのスポンサーボードを掲出
(札幌/福岡/神戸/東京の4会場）

● ● ● ● ● ●
○

社名のみ

決勝大会ステージにて貴社への謝辞および貴社ロゴ・社名を掲示 ● ● ● ● ●

決勝大会スクリーンにて貴社ロゴを投影（数回実施） ● ● ● ● ●

決勝大会にて一般配布されるJLAC公式ガイドブックに貴社ロゴ
（または社名）を掲載

● ● ● ● ● ●
○

社名のみ

予選・決勝会場内にて商品・カタログ等の展示および配布（任意）
（販売は不可）

● ● ● ● ●

自社の製品/商品またはサービスを、競技大会および競技者に対し
提供できる

● ● ● ● ●

競技者の製品/商品使用に関する特記事項
予選大会
決勝大会
使用

競技者の
任意

予選大会
決勝大会
使用

予選大会
決勝大会
使用

予選大会
決勝大会
使用

● 各一社のみの独占スポンサー ● その他のスポンサー

貴社製品/商品を競技会公式アイテムとして提供または展示することで、貴社

製品/商品の認知度の向上、ブランド価値の上昇につなげます。

競技会の開催をバックアップする企業として、貴社

名/ロゴを競技会場および各種媒体で露出します。

（※1）エスプレッソマシン、グラインダー、浄水器の各スポンサーに複数社からの応募があった場合、ご提供いただくマシンの機種・メーカーなどを考慮して選定させていただく場合が

あります。当該スポンサーへの申込みには「予選・決勝における複数台のマシン（製品）提供」「当該マシンのメンテナンス（技術者2名以上）の常駐」「競技に耐えうる

スペック」などの必要条件があります。また運営の都合上、一部予選会場では提供マシンを使用しない場合があります。詳細は運営事務局にお問い合わせください。

（※2）シロップ、コーヒー豆の各スポンサーに複数社から応募があった場合、事前にシロップ、豆のサンプルをご提出いただき運営側で選定させていただく場合があります。当該スポ

ンサーの申込みには、「競技に適した必要量のシロップ、コーヒー豆の提供」などの必要条件があります。運営の都合上、運営側の指定期日に納品をお願いします。 尚、コー

ヒー豆については、品質や焙煎度合いを指定させていただく場合があります。

エスプレッソマシンスポンサー 50万円 グラインダースポンサー 25万円

シロップスポンサー 30万円 浄水器スポンサー 20万円

コーヒー豆スポンサー 30万円

現金協賛スポンサー 10万円

予選大会スポンサー 1口 1万円〜

（各予選地区）

スポンサー募集中

申込締切
2016 年

11月10日 (木)

別紙のお申込書に

必要事項をご記入の上

下記運営事務局まで

FAXまたはメールで

お送りください

お問合せ先： SCAJ 展示会事務局
〒110-0016 東京都台東区台東4-27-5 秀和御徒町ビル8F
株式会社イベント＆コンベンションハウス内
TEL：03-3831-2698 FAX：03-5807-3019 Email ： info@scajconference.jp

■ マシン〜浄水器の上位スポンサーは同一業種から一社のみとし、複数社か

ら応募があった場合、協議および抽選により決定させていただきます。

■ エスプレッソマシン、グラインダー、コーヒー豆スポンサーが提供する自社製品/商品は、

ルールにより全競技者が使用します。

■ シロップスポンサーは自社製品/商品を競技会のために提供しますが、使用の有無は各

競技者の判断とします。

■ 予選大会スポンサーは地域にかかわらずお申し込みが可能です。また、協賛口数により

個別にメリットを変更させいただく場合があります。

■ 同時開催のJCIGSC2017 スポンサーに同時にお申込みの場合、一方の協賛料に割

引が適用されます。詳しくは運営事務局にお問い合わせください。

■ マシン〜浄水器の上位スポンサーは同一業種から一社のみとし、複数社から応募があった場合、協議および抽選により決定いたします。

2016 年度 スポンサー（上位）



名称
Japan Coffee in Good Spirits Championship 2017 (JCIGSC2017)

ジャパン コーヒー イン グッド スピリッツ チャンピオンシップ 2017

主催 一般社団法人 日本スペシャルティコーヒー協会

競技内容

8分間の間に、コーヒーとスピリッツを使用したオリジナルドリンク2杯とアイリッ

シュコーヒー2杯を提供します。オリジナルドリンクに関しては、バリスタの創造性

やドリンクの市場反映への可能性が評価対象となり、さらにバリスタスキル、ス

テーション周りの管理能力、プレゼンテーションなどが審査されます。

予選

関西予選 2017年1月18日(水)・19日(木)
UCCコーヒーアカデミー 神戸校
（神戸市中央区）

東京予選 2017年1月25日(水)・26日(木)
東京ベルエポック製菓調理専門学校
（江戸川区中葛西）

決勝
2017年 2月21日 (火) 東京ビッグサイト 東ホール

「第45回国際ホテル・レストラン・ショー」内 イベントステージにて開催予定

優勝者
優勝者には、World Coffee in Good Spirits Championship 2017に日本代表としての出場資格が与えられます。

（ハンガリー／ブタペストにて2017年6月に開催）

Japan Coffee in Good Spirits Championship 2017

スポンサーシップのご案内

競技会概要

日本スペシャルティコーヒー協会 が主催する「ジャパン コーヒー イン グッド スピリッツ チャンピオン

シップ」は、コーヒーにウィスキーやリキュールなどのお酒を加えた、オリジナルコーヒーカクテルのできば

えを競う競技会です。

まだ年若き本大会の益々の充実・発展のために、皆様からのご協賛を下記の通り募集します。

お問合せ先： SCAJ 展示会事務局
〒110-0016 東京都台東区台東4-27-5 秀和御徒町ビル8F

株式会社イベント＆コンベンションハウス内

TEL：03-3831-2698 FAX：03-5807-3019 Email ： info@scajconference.jp
一般社団法人 日本スペシャルティコーヒー協会



Japan Coffee in Good Spirits Championship 2017 スポンサーシップのご案内
スポンサーカテゴリ／メリット一覧

● 各一社のみの独占スポンサー ● その他のスポンサー

貴社製品/商品を競技会公式アイテムとして提供または展示することで、貴社

製品/商品の認知度の向上、ブランド価値の上昇につなげます。

競技会の開催をバックアップする企業として、貴社

名/ロゴを競技会場および各種媒体で露出します。

スピリッツスポンサー 50万円 グラインダースポンサー 15万円

シロップスポンサー 30万円 エスプレッソマシンスポンサー 15万円

抽出器具スポンサー 25万円

現金協賛スポンサー 10 (5) 万円

予選大会スポンサー 1口 1万円〜

（各予選地区） (5千円〜)

スポンサー募集中

申込締切
2016 年

11月10日 (木)

別紙のお申込書に

必要事項をご記入の上

下記運営事務局まで

FAXまたはメールで

お送りください

スポンサーメリット
スピリッツ
(※1)

シロップ 抽出器具 グラインダー
エスプレッソ
マシン(※2)

浄水器
（※１）

現金協賛
予選大会
スポンサー

スポンサー協賛料 50万円 30万円 25万円 15万円 15万円 15万円 10万円 1万円より

★ JLACスポンサーを兼ねる場合の協賛料(※3) - 15万円 - 5万円 5万円 5万円 5万円 5千円より

JCIGSC2017スポンサー表示のすべての媒体において、
全スポンサー中、最上部に貴社ロゴを掲載

●

SCAJ公式サイト内JCIGSC2017競技会ページに貴社ロゴ・社名を掲
載／貴社ウェブサイトへのリンクを設置

● ● ● ● ● ● ●

予選会場にて貴社ロゴ・社名入りのスポンサーボードを掲出
(関西/東京の2会場）

● ● ● ● ● ● ●
○

社名のみ

決勝大会ステージにて貴社への謝辞および貴社ロゴ・社名を掲示 ● ● ● ● ● ●

決勝大会スクリーンにて貴社ロゴを投影（数回実施） ● ● ● ● ● ●

決勝大会にて一般配布されるJCIGSC公式ガイドブックに貴社ロゴ
（または社名）を掲載

● ● ● ● ● ● ●
○

社名のみ

予選・決勝会場内にて商品・カタログ等の展示および配布
（任意）（販売は不可）

● ● ● ● ● ●

自社の製品/商品またはサービスを、競技大会および競技者に対し提供
できる

● ● ● ● ● ●

競技者の製品/商品使用に関する特記事項
予選大会
決勝大会
使用

予選大会
決勝大会
使用

競技者の
任意

競技者の
任意

競技者の
任意

予選大会
決勝大会
使用

■ マシン〜浄水器の上位スポンサーは同一業種から一社のみとし、複数社から応募があった場合、協議および抽選により決定いたします。

★ 同時開催 JLAC2017の同一カテゴリスポンサーに申込まれた場合に一部に割引金額を適用します。

（※1）スピリッツスポンサーに複数社から応募があった場合、ご提供いただけるスピリッツの種類・メーカーなどを考慮して選定させていただく場合があります。当該スポンサーへの申

込みには「予選・決勝における複数種類のスピリッツ提供」などの必要条件があります。また、競技会前に、競技者への商品提供（サンプルでも可）をお願いする場合があ

ります。詳細は運営事務局にお問い合わせください。

（※2）エスプレッソマシンスポンサーに複数社から応募があった場合、ご提供いただくマシンの機種・メーカーなどを考慮して選定させていただく場合があります。当該スポンサーへの

申込みには「予選・決勝における複数台のマシン提供」「当該マシンのメンテナンスの提供（技術者2名以上）」「競技に耐えうるスペック」などの必要条件があります。また

運営の都合上、一部予選会場では提供マシンを使用しない場合があります。詳細は運営事務局にお問い合わせください。

（★）同時開催のJLAC2017 スポンサーの同一カテゴリに同時にお申込みの場合、一方の協賛料に割引が適用されます。詳しくは運営事務局にお問い合わせください。

■ スピリッツ〜エスプレッソマシンの上位スポンサーは同一業種から一社のみとし、複数社から

応募があった場合、協議および抽選により決定させていただきます。

■ スピリッツ、シロップスポンサーが提供する自社製品（商品）は、ルールにより全競技者が

使用します。

■ スピリッツ、シロップを除く商品提供スポンサーは自社製品/商品を競技会のために提供し

ますが、使用の有無は各競技者の判断とします。

■ 予選大会スポンサーは地域にかかわらずお申し込みが可能です。また、協賛口数により

個別にメリットを変更させていただく場合があります。

2016 年度 スポンサー（上位）

お問合せ先： SCAJ 展示会事務局
〒110-0016 東京都台東区台東4-27-5 秀和御徒町ビル8F

株式会社イベント＆コンベンションハウス内

TEL：03-3831-2698 FAX：03-5807-3019 Email ： info@scajconference.jp
一般社団法人 日本スペシャルティコーヒー協会



JLAC / JCIGSC 2017 スポンサーシップ申込書

下記欄に必要事項をご記入の上、署名捺印後、FAXまたはメールにてSCAJ展示会事務局宛にお送りください。

社名
（日本語表記）

社名
（英語表記）

住所 〒

TEL FAX

E-mail URL

担当者名 担当者所属

掲載団体名（社名と違う場合にご記入ください）

スポンサーカテゴリ（下記表よりお選びください）

JLAC スポンサー

金額（下記表よりお選びください）

万円（税込）

JCIGSC スポンサー 万円（税込）

▶ E-mail：info@scajconference.jp または Fax：03-5807-3019 宛

上記、スポンサーシップに申し込みます。

ご署名：役職：

お申込日： 年 月 日

※ご記入いただいた御社名／掲載団体名は、各種制作物、ウェブ、ガイドブック等に掲載されますので、必ず正確な社名（または団体名）をご記入
ください。

お申込内容を確認後、請求書を郵送いたします。請求書に記載の期日までにお振込みをお願い申し上げます。

印

JLAC スポンサーカテゴリ
エスプレッソ
マシン

シロップ コーヒー豆 グラインダー 浄水器 現金協賛
予選大会
スポンサー

JLACスポンサー協賛料 50万円 30万円 30万円 25万円 20万円 10万円 1万円より

※予選大会スポンサーにお申込みの場合、必ず協賛する「予選大会地区名」（北海道・九州・関西・東京）と「協賛口数」をご記入ください。

お問合せ先： SCAJ 展示会事務局
〒110-0016 東京都台東区台東4-27-5 秀和御徒町ビル8F

株式会社イベント＆コンベンションハウス内
TEL：03-3831-2698 FAX：03-5807-3019 Email ： info@scajconference.jp

一般社団法人 日本スペシャルティコーヒー協会

JCIGSC スポンサーカテゴリ スピリッツ シロップ 抽出器具 グラインダー
エスプレッソ
マシン

浄水器 現金協賛
予選大会
スポンサー

JCIGSC スポンサー協賛料 50万円 30万円 25万円 15万円 15万円 15万円 10万円 1万円より

JLACスポンサーを兼ねる場合 - 15万円 - 5万円 5万円 ５万円 5万円 5千円より

■ マシン〜浄水器の上位スポンサーは同一業種から一社のみとし、複数社から応募があった場合、協議および抽選により決定いたします。

★ 同時開催 JLAC2017の同一カテゴリスポンサーに申込まれた場合に一部に割引金額を適用します。


